
【お問合せ先】
熊本県農林水産部生産経営局
農業技術課 ℡096-333-3351 （農学職関係）
畜産課 ℡096-333-2397 （畜産職関係）

畜 産 職
農 学 職

熊本県



ある一日のタイムスケジュール

農学職の先輩職員紹介

プロフィール
所属 農林水産部

生産経営局農産園芸課
氏名 川本牧葉
大学 東海大学農学部
入庁 平成30年（2018年）
趣味 テレビゲーム

熊本県庁を
希望した理由は？

未来の後輩へメッセージ！
熊本県内の色々な地域で勤務でき、

自分の意見を仕事に反映できるのでや
りがいがあります。
先輩はいい人ばかりで、上司は頼り

になるのでとても良い環境で楽しく仕
事ができています。

〜⾏政（いぐさ振興）〜

休日の
過ごし方は？

出身地は沖縄県ですが、
大学から熊本に来て盛ん
な農業を見ているうちに、
熊本県の農業に直接携
わってみたいと思い農学
職を希望しました。

大学の友達や職場
の同僚と旅行に行っ
たりしています。
家でのんびりした

いときはゲームをし
ています。

8:30

17:15

12:00

9:45

13:30

出勤

帰宅

昼食（外でランチ）

関係機関と会議

関係団体との
事業計画協議

16:30 報告書の作成

9:00 班の打合せ

11:30 移動

15:30 移動

どんな仕事をしていますか？
県庁の農産園芸課で全国No.1の面積を誇るいぐさの振興に

関する大部分を担当しています。いぐさの良さを広めたいと
いう気持ちで関係機関と連携しながら栽培から販売に至るま
で様々な取り組みをしています。
また、地域特産物の機械導入支援なども行っています。

やりがいを感じた経験は？
私が担当する事業を使って産地にたくさんのいぐさ移植機

を導入したときに農家の皆さんから、感謝の言葉をいただい
たときにやりがいを感じました。



農学職の先輩職員紹介

プロフィール
所属 農林水産部

生産経営局農産園芸課
氏名 満原 万友佳
大学 九州大学農学部

大学院卒
入庁 平成30年（2018年）
趣味 音楽を聴くこと

熊本県庁を
希望した理由は？

未来の後輩へメッセージ！
私は実家が農家という訳でもなく、技術職として

やっていけるのか不安でしたが、経験豊富な職場の
先輩方のサポートや手厚い研修のおかげで、日々勉
強しながら充実した毎日を過ごしています。
熊本県庁の農学職の仕事は、未来の本県農業が

描けます。
ぜひ一緒に「熊本の農業」を盛り上げていきま

しょう！
みなさんの入庁をお待ちしています！

〜⾏政（野菜振興）〜

休日の
過ごし方は？
実家の猫に会いに

帰ったり、好きなバ
ンドやアーティスト
のライブをみに行く
ことで、エネルギー
を補充しています！

どんな仕事をしていますか？
現在所属している農産園芸課では、熊本県が育成したい

ちご品種「ゆうべに」の生産振興に関する業務や、施設園
芸で使用する燃油価格の上昇に備える制度の事務を担当し
ています。

やりがいを感じた経験は？
初任地の玉名地域では、実際のいちご農家の方のハウスで

調査を行い、より良い栽培管理の方法について検討しまし
た。久しぶりにその農家の方を訪ねたとき、「あのときの調
査が今でも役に立ってるよ」と言ってくださり、この仕事で
役に立つことができて良かったなと思いました。

熊本地震を機に、地元で
ある熊本県に戻りたいとい
う思いが強くなり、せっか
くならば大学で学んだこと
を活かして働きたいと思っ

たからです。

ある一日のタイムスケジュール

8:30

17:15

11:30

9:00

13:30

出勤
新聞・メールチェック

帰宅

移動

いちごの事業に関
する打合せ
（JA、普及と）

補助事業事務
（書類チェック）

12:00 昼食

15:30 移動

16:45 事業問い合わせ対応



ある一日のタイムスケジュール
※忙しいと感じた一日を示しています。毎日のスケ
ジュールではありませんのでご留意ください。

農学職の先輩職員紹介

12:20

8:30

出勤・新聞切り抜き

どんな仕事をしていますか？
新しく農業を始めたいと思う人の「相談対応」、

「農業研修」・「就農」をする際に必要な資金補助、
「就農後」のフォローアップ等を担当しています。

やりがいを感じた経験は？
若手農業者で組織される団体の７０周年記念式典を担当し
た時のことです。
新型コロナウイルスの感染が急速に拡大し、中止を覚悟し
ましたが、実行委員会のメンバーと「今だからこそ開催し、
若手農業者の元気を発信すべき」と決心し、オンライン生配
信型の式典にチャレンジしました。
参加者２００名程度で、不安しかありませんでしたが、通
信トラブルもなく、無事にやり遂げ、新型コロナ感染収束後
にメンバーと一緒に打ち上げで飲んだお酒の味は格別でし
た。

プロフィール
所属農林水産部

生産経営局
農地・担い手支援課

氏名藤井 祥一朗
（ふじい しょういちろう）

大学佐賀大学農学部
生物環境科学科

入庁平成29年（2017年）
趣味や特技
飲み会・カラオケ・カフェ

熊本県庁を
希望した理由は？
熊本地震のボランティア活

動に参加した際、熊本のため
に休みなしで汗ビッショリで
働いている他県の応援職員の
方の背中をみて、人のために
尽くす仕事がしたいと思った
ことがきっかけです。

受験生にひとこと！
公務員はお堅い仕事というイメージが強いですが、熊本

県庁には若手の意見を真剣に聞いてくれる上司がたくさん
います。企画次第では、意見を施策に取り入れてもらえる
ケースがたくさんあります。
また、様々な分野を学びながら働けることも魅力です。
研修制度も充実しており、職場環境もすごく良いです。
是非、一緒に熊本のために働きましょう。お待ちしてい
ます！

〜⾏政（新規就農支援）〜

休日の過ごし方は？
基本的に友人と飲みに出て、楽しん

でいます。
また、映画鑑賞やドライブなど趣味

を楽しむ時間に使っています。

打ち合わせ

9:00 補助事業に係る
ヒアリング３件

12:00 メール確認
昼食・仮眠

13:00 稟議書作成

13:30 補助事業に係る
ヒアリング１件

14:30 稟議書作成
15:30 出張・移動
16:30 県⺠の⽅との⾯談
19:00 帰庁
19:30 面談議事録作成
20:30 稟議書作成

打ち合わせ21:00

帰宅21:30

7:45

打ち合わせの様子 ７０周年記念式典後の集合写真



ある日のタイムスケジュール

農学職の先輩職員紹介

顔写真

8:30

17:15

12:00

9:00

13:00

出勤

帰宅

昼食

プロフィール
所属 県北広域本部

阿蘇地域振興局
農業普及・振興課

氏名 永野 佐英
大学 熊本大学理学部
入庁 令和4年（2022年)
趣味 オンラインゲーム

音楽鑑賞

熊本県庁を
希望した理由は？
地元熊本の食を
支えている農業に
関わる仕事がした
いと思い、農学職
を希望しました。

未来の後輩へメッセージ！
私は大学で農学を学んでいませんでしたが、
研修が充実していて、学ぶ環境が整っていま
す。
また、優しく、頼りになる先輩や上司ばかり
で、楽しく仕事ができています。

班の打合せ

〜普及（作物担当（⽶・⻨・⼤⾖）〜

休日の
過ごし方は？
大学の友人や職場

の同僚とドライブし
たりしています。
食べることが好き

なので、おいしいも
のを食べに出掛けま
す。

どんな仕事をしていますか？
阿蘇地域の⽶や⼤⻨、大豆の振興を担当しています。農

家の方へ技術指導を行ったり、阿蘇地域に適した品種を調
べるための栽培試験に取り組んだりしています。

やりがいを感じた経験は？
担当している鳥獣被害対策事業の補助金を使って、電気柵

を設置した農家の方から、イノシシによる被害が減ったとい
うお話を聞いたとき、自分の担当している事業が実際に農家
の方の役に立っているとやりがいを感じました。

9:30 水稲の生育調査

研修



ある日のタイムスケジュール

農学職の先輩職員紹介

8:30

12:00

10:00

13:00

出勤
メールチェック

プロフィール
所属 球磨地域振興局

農業普及・振興課
氏名 ⼾髙 凪
大学 鹿児島大学農学部
入庁 令和3年（2021年）
趣味や特技 野球

食事

昼食

ナシの試験に
関する調査

栽培指導巡回

〜普及（果樹担当）〜

休日の
過ごし方は？

友達と旅行
に行ったり、
ゲームをした
りしていま
す。

17:15 帰宅

熊本県庁を
希望した理由は？

未来の後輩へメッセージ！
私は現在入庁してから２年目ですが、この
仕事をとても楽しく思っております。県⺠の
方々と関わる機会が多く、直に感謝の言葉を
聞くことができるため、とてもやりがいがあ
ります。プライベートの時間も十分にあるた
め、趣味も充実しています。

業務写真

熊本県は全国屈指の農
業が盛んな県であり、野
菜、果樹、普通作など、
様々な分野について学べ
ると感じたからです。

どんな仕事をしていますか？
球磨地域の果樹農家さんに栽培する上での技術指導を行っ

ています。また、モモやナシの新品種について、産地にあっ
た栽培方法の普及や省力的な園地づくりによる生産性向上を
目的に調査や試験を行っております。

やりがいを感じた経験は？
農家さんに対して栽培技術に関する講習会を成功させたと

きにやりがいを感じました。講習会等を通じて、人の役に立
てる機会が多いところがこの仕事の魅力です。

9:30 講習会資料作成
9:40  移動

16:00 移動

16:20 講習会資料作成



どんな仕事をしていますか？
いぐさ研究室に配属されています。生育状況等の確認・予

測を行う作柄概況調査やいぐさの約５００系統を保存する事
業等を担当しています。研究所全体では時期に応じて、様々
な作物が栽培されているので、他の作業や調査の手伝いも
行っています。

ある日のタイムスケジュール

農学職の先輩職員紹介

8:30

12:00

9:30

13:00

出勤

プロフィール
所属 農業研究センター

アグリシステム総合研究所
氏名 坂本 裕人
大学 佐賀大学 農学部
入庁 令和４年（２０２２年）
趣味 スノーボード、キャンプ

ゲーム

控室で楽しく昼食

いぐさ植付作業
（栽培技術試験用）

午後からの
植付準備

〜研究（いぐさ）〜

休日の
過ごし方は？
友達と遊びに

行ったり、実家
に帰ってゆっく
りしたりしてい
ます。休みも計
画的に取りやす
いので、旅行に
も行きました。

17:15 帰宅

熊本県庁を
希望した理由は？
熊本出身の自分は、大学

で県外に進学しました。客
観的に熊本を見て改めて良
さに気づかされ、より多く
の人に熊本のことを知って
ほしいと思い、熊本県庁を
希望しました。

未来の後輩へメッセージ！
熊本県は全国でも有数の農林水産業が

盛んな県であり、それを品種改良や新技
術開発で支えているのが研究所です。
また、研究所では、作物の栽培管理等

も自分たちで行います。実際に経験でき
るため、栽培知識の習得や確認を行うこ
とができます。私は、これこそが研究所
の魅力だと感じています。是非、一緒に
研究しましょう！

やりがいを感じた経験は？
４月に配属されて何も分からない状況でしたが、周囲のサ

ポートを受けながら収穫まで行うことが出来ました。自分が
担当する作況試験の初収穫だったので、いぐさが収穫物とし
て目に見える形で残るためやりがいを感じました。

9:00 室の打合せ

15:30 育苗管理
（新品種開発試験用）

11:00 外部視察対応



吉永 英樹
YOSHINAGA HIDEKI

PROFILE
所属

農業研究センター
生産環境研究所
病害虫研究室

大学
宮崎大学
修⼠課程修了

HOBBY

入庁 令和2年（2020年）

TRIGGER

GAME CLIMBINGRUNNING

実家が八代でイチゴ農家を営ん
でおり、地元の農業に何らかの
形で貢献したいという強い思い
があり、県の農学職を希望しま
した。

TIME SCHEDULE
8︓30 出勤

9︓00 調査・試験研究

12︓00 昼食

13︓00 室内試験

主な仕事は、農作物に被害を及
ぼす害虫を効果的に防除するた
めの試験研究を⾏っています。

17︓15 帰宅

15︓00 データまとめ

写真は害虫の薬剤感受性試験の
様子です。どの農薬が害虫に対
し最も効果的か試験していま
す。

HAPPY
生産者からの「新しい防除体系
のおかげで規格外の商品が減っ
た」という⾔葉がこの3年間で
最も印象に残っています。

MESSAGE
頼りになる上司、愉快な先輩方が
集まる熊本県庁であなたも充実し
た⽇々を送りませんか︖
熊本の生産者のために働きたいと
いう⽅はぜひ熊本県庁農学職へ︕

WORK

写真は生産現場で虫を採集して
いる写真です。実際に生産者の
圃場に⾏き、害⾍の発⽣状況等
を調査することもあります。

農学職の先輩職員紹介
〜研究（病害虫）〜



ある日のタイムスケジュール

農学職の先輩職員紹介

8:30

12:00

9:00

14:00

出勤

プロフィール
所属 農業研究センター

産環境研究所
病害虫防除所

氏名 福岡 美里
大学 東京大学大学院

農学生命科学研究科
入庁 平成28年（2016年）
趣味 楽器演奏

昼食

調査から帰庁

病害虫発生状況の
巡回調査＠八代地域
(イチゴ、トマトなど)

〜調査・指導（病害⾍）〜

休日の
過ごし方は？

17:15 帰宅

熊本県庁を
希望した理由は？

私の故郷は小さな農村集落
ですが、過疎化が進むのが寂
しく「田舎を活性化する仕事
＝農業関係の仕事をしたい」
と思いました。その中でも、
行政をはじめ様々な面から農
業に関わることのできる熊本
県庁の仕事に惹かれ、志望し

ました。

未来の後輩へメッセージ！
県庁の農学職の魅力は何といっても、行政・研

究・普及という様々な立場から農業に関わる仕事が
できることだと思います。私自身、就活の時には、
農業関係とだけ決めていてやりたいことが漠然とし
ていたので、色々と悩みました（行政に携わりたい
けど現場の実情もきちんと知りたい、そして大学で
研究したことも少しは生かしたい…）が、それを全て
叶えられるのが県庁の仕事でした。
素敵な農家さんや愉快な同僚たちと関わりなが
ら、日々楽しくやりがいのある仕事です！

先輩職員の誘いで入団
した地元オーケストラで
活動をしています。
楽団活動がない日は、

楽器の自主練習をした
り、自宅で動画配信を見
たり、あるいは友人と謎
解きで遊んだり、趣味に
没頭しています。

どんな仕事をしていますか？
実際の生産園地に出向いて病害虫の発生状況を調査し、

今後の発生動向を予測する、いわば天気予報のような仕事
が中心です。他に、国内への侵入を警戒している病害虫の
調査なども行っており、現場に出ることが多いです。
また、植物病の診断依頼にも対応しており、実験室でPCR

検定など専門的な分析を行うこともあります。

やりがいを感じた経験は？
現在の仕事は、大学時代の専攻と直結する内容なので、学

んだことを役立てられる喜びを感じています。また、他の部
署で仕事をしていた時もそうですが、農家さんや関係機関な
ど、様々な人と共通の目標に向かって取り組む連帯感が、最
もやりがいに繋がっています。

14:30 病害虫診断
(観察・PCR検定など)



ある日のタイムスケジュール

畜産職の先輩職員紹介

8:30

12:00

9:30

13:00

出勤

プロフィール
所属 農林水産部

生産経営局畜産課
氏名 大塚 秋時
大学 帯広畜産大学

畜産学部
入庁 令和４年（2022年）
趣味 旅行、ハンドボール

昼食（弁当）

会議資料作成

関係団体工場の
しゅん工確認検査

〜⾏政（畜産：総務・企画）〜

休日の
過ごし方は？

17:15 帰宅

熊本県庁を
希望した理由は？
大学で学んだことを
活かし、出身地である
熊本県の畜産のために
働きたいと思い畜産職
を希望しました。

未来の後輩へメッセージ！
熊本県庁（本庁）には、熊本県各地の情報
がたくさん集まります。知識を取り入れなが
ら県⺠のために働けるやりがいのある仕事が
できます。
わからないことも、頼りがいのある先輩や
上司が優しく教えてくれる、とても居心地の
良い職場です。

地元の高校性と一
緒にハンドボールを
しています。
まとまった休みが

あると、一人ふらっ
と旅行にいきます。

業務写真

どんな仕事をしていますか？
当課の総務・企画班で、牛肉の販路・消費拡大に関する業

務を担当しています。熊本県は国の地理的表示（GI）制度に
登録されている「くまもとあか牛」を含め多くの畜産物を生
産している畜産大国です。その生産行程管理や認知度向上に
取り組んでいます。

やりがいを感じた経験は？
県産牛肉を購⼊いただいた県⺠の皆様から、「おいしかっ

た」「また食べたい」等の声を聞くたびに、PRに力を入れて
よかったと感じています。

11:00 関係協議会の
インスタグラム更新

15:30 関係団体と
お肉の販売



ある日のタイムスケジュール

畜産職の先輩職員紹介

顔写真

（楽しそうな）
プライベート

写真

8:30

12:00
11:45

13:00

出勤

プロフィール
所属 球磨地域振興局

農業普及・振興課
氏名 林田 雄大
大学 鹿児島大学農学部
入庁 平成29年(2017年）
趣味 ランニング

昼食（弁当）

展示ほ場の調査
（生育調査、収量調査）

班の打合せ

〜普及（畜産担当）〜

休日の
過ごし方は？

17:15 帰宅

熊本県庁を
希望した理由は？
熊本県出身なので、大
学卒業後は地元就職した
いと考えていました。
熊本県で畜産の仕事に
携わりたいと思い、畜産
職を希望しました。

未来の後輩へメッセージ！
普及指導業務を通じて畜産振興に直接関わ
ることができ、畜産農家への指導や交流を通
じて貴重な経験を得ることができます。
普及員向けの研修も充実しており、先輩方
も熱心に指導して下さるので、とても良い職
場です。

普段は家でテレビ
などを見てゆっくり
過ごしています。
定期的に県外に遊

びに行ったりもして
います。

どんな仕事をしていますか？
球磨地域振興局農業普及・振興課で、畜産関係業務の
うち、肉用牛関係（経営指導、飼養管理指導）、自給飼
料関係（展示ほ場の運営）、畜産環境関係（適切なふん
尿処理指導）などの普及業務を担当しています。その他、
補助事業、家畜防疫などの行政事務を担当しています。

やりがいを感じた経験は？
担当業務で畜産農家に現地指導を行い、実際に畜産農家
が提案した方法を取り入れて下さった時、また感謝の言葉
を言って頂いた時にやりがいを感じます。

8:45
9:00 畜産農家での現地指導

移動

16:45 報告書の作成

15:00 畜産関係団体との補助
事業に関する打合せ

バレー大会

飼料作物生育調査（左）・検討会（右）



ある日のタイムスケジュール

畜産職の先輩職員紹介

8:30

17:15

12:00

9:00

13:00

出勤
ミーティング
飼養管理

帰宅

昼食

種雄牛の遺伝
的能力分析

プロフィール

所属 農業研究センター
畜産研究所

氏名 福島 敬太
大学 宮崎大学農学部
入庁 平成29年（2017年）
趣味や特技 映画鑑賞

空手

熊本県庁を
希望した理由は？
動物に関係する仕事を

したいと考えていたところ、
畜産に興味を持ち、生産者の
役に立てる仕事だと
思い県庁の畜産職を
志望しました。

未来の後輩へメッセージ！
畜産研究所では、畜産物や飼料の生産性向
上、家畜排せつ物処理方法の確立など畜産に
関する様々な課題を解決するための試験研究
を行っています。家畜の飼養管理など貴重な
経験もでき、自身の技術向上も図れます。
皆さんが熊本県職員となって一緒に働ける
ことを心待ちにしています。

枝肉調査

〜研究（畜産）〜

休日の
過ごし方は？

友人や職場の同僚と遊んだり、食事に
行ったりしています。
のんびり過ごす時は、映画を観たり、

ゲームをしたり、
不得意な料理に
手を出してみた
り等しています。

どんな仕事をしていますか？
肉用牛の改良を促進するために、関係団体と共に肉質や肉量

が優れた種雄牛の作出を行っています。高能力な種雄牛の作出
は、牛肉のブランド力を向上し、農家の所得向上につながる重
要な仕事です。

やりがいを感じた経験は？
優秀な⽗⽜と⺟⽜をから生まれた子牛が基幹種雄牛になる

までには交配から最短で６年かかります。⻑い期間、肉質や
遺伝的な能力を出すための様々な検査を受けて選抜された基
幹種雄牛を生産者の方々に利用していただけた時、成果を認
められたようでやりがいを感じます。

県有基幹種雄牛を外部の関係団体とともに候補牛の
肉量・肉質の成績や牛ぶりを確認して選抜します！



熊本県農業情報サイト
「アグリくまもと」

「いつでも・どこでも・
迅速に」

台風対策など緊急な
情報をメルマガ配信

「多彩な農業情報」
栽培技術から試験研究成果、
行政情報まで農業経営に役立つ

多彩な情報を提供

「スマート農業」
動画や写真で
最新スマート農業
情報を提供

熊本県農業情報サイト【アグリくまもと】

TEL:096-333-2380（代表） FAX:096-381-8491 電話受付 平日9:00〜17:00

熊本県農林水産部農業技術課普及振興企画班 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

＊受信設定で次のドメインを受信できるよう設定をお願い致します。

メルマガ配信実施中！登録お願いします！
https://agri-kumamoto.jp/

登録はカンタン！ 1ステップで完了

ドメイン agri-kumamoto.jp

メルマガ登録はこちら熊本県農業情報サイト

【 くまもと】はこちら

https://agri-kumamoto.jp/
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