主な職種と配属先

職員研修制度とキャリアパス

※試験を実施する職種
（試験区分）
は、年度によって異なりますので、
必ず受験案内でご確認ください。各職種の詳細は、
ホームページをご覧ください。

県民ニーズの複雑化・高度化などに対応し質の高い行政サービスの提供が求められる中、
「自ら考え自ら行動する職員」を育成す

事務系の職種
【行

政・一般事務】

【教育事務】

県政の総合企画、地域振興、国際政策、社会福祉、

【警察事務】

教 育 委 員 会にお い て、学 校 教 育 や 社 会 教 育、 警察官とともに公共の安全と秩序の維持のための

保 健 衛 生、環 境 保 全、防 災 対 策、商 工 業 振 興、

スポーツ・文化の振興など、教育行政施策の企画

あらゆる分野の業務に従事します。職務内容も県

ます。また、市町村立小・中学校では、収入・支出、 犯人の指紋や足跡の鑑定、犯罪の分析統計等の

予算、経理、庶務などの内部的なものから、県税

の給与・旅費・福利厚生など、学校運営全般に

農林水産業振興、社会基盤の整備など、県行政の

の将来を見据えた各種施策の企画立案のほか、
の賦課徴収、県政の広報、公共事業の用地取得

など、対外的なものまで多岐にわたります。

【主な配属先】 本庁各課

振興局などの地方機関

立案・推進、予算・経理、庶務などの業務を行い

業務を行います。職務内容は、予算編成、職員の

給与や福利厚生、備品・施設管理等の事務のほか、

調査統計、施設維持管理、公有財産管理、教職員

専門的な分野にもわたります。勤務形態は、原則

わたっての事務を行い、教員とともに教育を支える

勤務や緊急時の深夜の呼び出し、休日勤務を伴う

重要な仕事を担当します。

【主な配属先】 教育委員会

員研修を実施しています。

また、職員がキャリア形成意識を持ち、自ら主体的・自発的な能力開発に取り組めるよう様々なかたちで支援しています。

キャリアパス

こども・女性相談支援センター

週休２日の毎日制勤務ですが、当直勤務等の変則

溝口

こともあります。採用時には、業務の特殊性から

【建

築】

【化

計画・建設、住宅行政に関する企

画立案、県有建築物の企画・設計、
工事監理、維持保全などの業務を
行います。

【主な配属先】 建築住宅課

施設整備課

土木事務所など

【林

学】

学び、その後、警察署へ配属されます。

【農

大気汚染、水質汚濁等の公害防止、

業】

【畜

農業振興及び農村の活性化を図る

環境影響評価の審査・指導、産業

ため、施策の企画立案・推進、生産

関 する企 画 立 案、監 視 指 導 及 び

どの業務を行います。

廃 棄 物 対 策 等、生 活 環 境 保 全 に
検 査・研 究、ガ ス 事 業 等 の 保 安

などの業務を行います。

技術指導、経営改善指導、研究な

【主な配属先】 本庁各課

【主な配属先】 本庁各課、保健所、
衛生環境研究センター

業】

産】

畜産の振興及び畜産農家の経営安

振興局

センターなど

【総合土木】
道路、河川・海岸、ダム、砂防、港湾、都市計

強化、木材加工施設の整備、県内外・海外への

ため池）、ほ場、農道の整備及び農村環境保全

けた業務を行います。また、乾しいたけをはじめと

施工管理、維持管理などの業務を行います。

木材の販路拡大など林業・木材産業の振興に向

する特用林産物の振興に向けた業務を行います。

【主な配属先】 本庁各課

画などの土木事業や、農業水利施設（水路・

など農業農村整備事業に関する計画、設計、積算、

【主な配属先】 本庁各課

その他、【心理】、【少年補導職員】、【水産】、

【機械】
、
【電気】
、
【鑑定（法医）
】
、
【鑑定（化学）
】
、

書】

技師～主任

街路事業の予算・執行管理、都市計
画の決定・変更業務を担当

H１３ 日田土木事務所
～H１５（西部地域勤務）

主任

街路改良、交通安全事業、舗装補修
の監督業務を担当

H１６ 建設政策課
～H１８（本庁勤務）

主任～主査

発注者における技術基準の管理、
部の総合企画及び調整業務を担当

（H１１．
４～H１２．
３ 産前産後休暇、育児休業取得）
※上司や同僚の理解があり、妊娠中から所内で係の交替や業務分担の見直しをしたり、
復帰後も子どもの体調不良時に年休を取りやすい雰囲気をつくってくれました。

H１３ 監理課
～H１５（本庁勤務）

【薬剤師】

【保健師】

知事部局の本庁各課、保健所、衛生環境研究センター

本庁各課、保健所などでは、精神保健・難病・エイズ

への指導や検査などの分野で、公衆衛生に関する企画

関する情報の収集・分析・提供などを行います。また、

H１６

こころとからだの相談支援センターでは、精神保健相

無菌調製、医薬品情報管理などの業務を行います。

や介護保険など市町村が実施するサービスについても、

県立病院

等の専門的な分野の保健業務を行うほか、地域保健に

談やうつ病対策などの業務を行います。なお、母子保健
求めに応じて技術的な助言等を行います。

【主な配属先】 本庁各課、保健所、

こころとからだの相談支援センターなど

【獣医師】
業務は大きく畜産関係と衛生関係に分かれます。

畜産関係では、家畜の保健衛生、防疫、生産振興技術の研究などの業務を行います。衛生関係

その他、
【管理栄養士】、【診療放射線技師】、【臨床検

などの業務を行います。

職員】、
【児童自立支援専門員】などの職種があります。

では、食品衛生・環境衛生の監視指導、動物愛護、食中毒・感染症の検査・研究、と畜検査
【主な配属先】（畜産関係）本庁各課、家畜保健衛生所、農林水産研究指導センター

（衛生関係）本庁各課、保健所、衛生環境研究センター、食肉衛生検査所

H１９ 佐伯土木事務所
～H２０（南部地域勤務）

生活保護業務を担当

H１７ 精神保健福祉センター
～H１９（中部地域勤務）

主任

相談、企画、精神保健福祉手帳交付
業務を担当

H２０ 人事委員会事務局
～H２１（本庁勤務）

主査

民間給与調査、職員給与関係法令
業務を担当

H２２ 豊肥保健所
～H２３（豊肥地域勤務）

主査

医療法、薬事法等申請届出業務を
担当

H２４

査技師】、【理学療法士】、【作業療法士】、【学校栄養

主査

事務所の企画及び調整、関係機関
との連携などの業務を担当

※東九州自動車道
（高速道路）
の建設により発生する土砂の受入先確保のため、国や市
の職員とプロジェクトチームを発足し、なんとか予定より早く開通させることができ
ました。

社会福祉法人別府発達
医療センターへ派遣研修

副主幹
児童相談所ケースワーカー、研修
～主幹
（総括） 企画、里親委託業務を担当

●県職員の仕事のやりがい・魅力を教えてください。
県の仕事は多岐にわたり、様々な分野の業務に携わることができます。多く
の発見や気づき、出会いの中から自分のやりたいこと、自分に合ったことに
専門的に取り組むこともできます。どの仕事も県民の生活につながっている
ことが魅力であり、やりがいだと思います。

H２１ 道路課
～H２３（本庁勤務）

主査～副主幹 橋梁長寿命化維持管理計画の策
定、国道事業の予算・執行管理等の
業務を担当

H２４ 宇佐土木事務所
～H２５（北部地域勤務）

副主幹

河川・海岸・砂防・急傾斜の施設の
改良・維持修繕等に関する業務を担
当

H２６ 公共工事入札管理室
～H２７（本庁勤務）

主幹

公共工事の入札制度に関する制度
設計、公共工事の品質確保に関す
る取組などの業務を担当

H２８～ 都市・まちづくり推進課
（本庁勤務）

主幹
（総括）

都市計画決定・変更の総合調整、総
合交通計画や開発許可制度に関す
る業務を担当

●県職員の仕事のやりがい・魅力を教えてください。
道路、河川や港湾などの社会資本における計画・設計から施工、維持管
理までの全ての段階に携わることができ、県土づくりに貢献していること
を実感できます。また、人材育成による研修制度も充実しており、自己研
鑽もでき、自分のスキルを十分に発揮できます。

■職員研修体系図
採用 （※大卒新採の例）
階

級

年代

キャリア
アップ研修

衛生環境研究センター

※組織の目指す方向とその具体的な行動を、部の職員に明確に示した
「土木未来
（とき
めき）
宣言」
～職員の共通の価値観と行動指針～の策定に携わることができました。

主任

自治人材育成
センター研修

【主な配属先】 本庁各課

予算経理業務を担当

三重福祉事務所
（豊肥地域勤務）

階層別
研修

立案、監視指導及び検査・研究などの業務を行います。

また、県立病院では、調剤や服薬指導、抗がん剤等の

主事～主任

（H１４．
９～H１５．
１０ 産前産後休暇、育児休業取得）

ダム建設事務所など

保健所
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H１０ 都市計画課
～H１２（本庁勤務）

H２５～ こども・女性相談支援
センター
（中部地域勤務）

の業務に従事します。

県立図書館など

工事経理、建設業許可業務を担当

※民間の療育機関で1年間勤務する中で、障がい児支援に関する知識を得るとともに
現場の厳しさや専門職の情熱、
家族や子どもの思いに直接触れることができました。

では、医薬品や食品の製造業者及び生活衛生営業施設

【主な配属先】 県立学校の図書館

主事

あります。

業務及び学校事務に従事します。

また、県立図書館等において、専門

H９
日田土木事務所
～H１２（西部地域勤務）

【職業訓練指導員】、【研究員】などの職種が

資格や免許を生かして働く職種
【司

河川改修、道路改良などの監督業
務を担当

土木事務所

農林水産研究指導センターなど

県立学校の図書館において、司書

技師

振興局

振興局

H６.４採用

キャリア紹介

（H１８．
１～H１９．
３ 産前産後休暇、育児休業取得）

森林計画や保安林管理・造林事業・獣害対策な

ど森林を守り育てる業務、林業事業体の経営力の

H７.４採用

H６
三重土木事務所
～H９ （豊肥地域勤務）

農林水産研究指導

センターなど

高速道路がつながり、九州の東の玄関口として大分のポ
テンシャルや魅力は高まるばかり。大分の「安心・活力・
発展」のため、あなたのチカラを県土づくりに注いでみ
ませんか。

保健統計業務を担当

振興局

農林水産研究指導

克士

（採用職種：土木）

主事

推進、生産技術指導、研究などの
【主な配属先】 本庁各課

岡本

主幹(総括)

H７
健康対策課
～H８ （本庁勤務）

定を図るため、施策の企画立案・
業務を行います。

都市・まちづくり推進課

大分県の目指す「安心・活力・発展」は、職員自身が
仕事を楽しみ、生活を楽しむことから始まると思います。
おんせんのように温かい志を持つ仲間と一緒に、誰もが
より良く暮らせる大分県を創りましょう！

【主な配属先】 警察本部、警察署

専門知識を生かして働く職種

球子

主幹(総括)

（採用職種：行政）

キャリア紹介

建築物の確認・許可、県営住宅の

※採用職種や所属は当時のものです。

警察学校に約１か月入校し、職員に必要な知識等を

市町村立小・中学校

県立学校

るため、職員のキャリアに応じた階層別研修を基本に、キャリアアップ研修、職場研修、専門研修、派遣研修など、きめ細やかな職

採用直後

主事・技師

新採用職員研修

退職
主任

30代〜
30歳キャリア
プラン研修

採用2年目職員研修
中堅職員研修

中堅キャリア
アップ研修

30代半ば〜

新任
監督者
研修

係長級

係長級
キャリアアップ
研修

課長補佐級

40代半ば〜

新任
班総括
研修

50代〜

課長補佐級
キャリアアップ
研修

課長級

新任
管理者
研修

課長級
キャリアアップ
研修

職場研修

OＪＴ、現場対応型研修

→ 各職場の日常業務を通じて、日々の仕事に必要な知識や技能を身に付けます。

専門研修

部局別専門・技術研修

→ 職種や担当業務に応じた専門的な知識や技能を身に付けます。

派遣研修、人事交流

→ 国、他の地方公共団体、大学（院）等の教育機関、民間企業などへの派遣研修により専門的で幅広い
知識や技能を身に付けます。

派遣研修

次長級

部長級

60歳（定年）

トップ
マネジメント
研修

＜平成２９年度派遣実績＞
・中央省庁（内閣府、総務省、文化庁、厚生労働省、林野庁、資源エネルギー庁） ・地方公共団体（愛媛県、長崎県、宮崎県、日田市、臼杵市、杵築市）
・自治大学校 ・民間企業（トーマツベンチャーサポート株式会社、イオン九州株式会社、株式会社大分フットボールクラブ）
・地方公務員海外派遣プログラム（イギリス）など
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