
働く、北海道農業のために。

採用試験について

北海道行政職員採用試験の日程と流れは下の表のとおりです。詳細は試験案内をご確認下さい。

又は 右のQRコードから検索！ ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

専門試験口述型について

筆記による専門試験に替えて、個別面接により合否を判定します。

◎ 専門の筆記試験対策が不要！

◎ 農業土木を専攻していない学生でも受験できる！

◎ 6月に最終合格が決まるため、進路の判断がしやすい！

《お問い合わせ先》
農業土木職の業務内容に関すること 【農政部 農村振興局 農村設計課】

TEL:011-231-4111（内線27-871） Email:nosei.noushin2@pref.hokkaido.lg.jp

札幌市中央区北３条西６丁目 道庁7階

北海道職員採用試験の実施、受験及び申し込みに関すること 【北海道人事委員会事務局 任用課】

TEL:011-204-5024 Email:jinji.ninyo1@pref.hokkaido.lg.jp

札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館11階

必見！！ 農業土木職員のお仕事紹介ページ

農業土木職員の仕事紹介や採用試験・

インターンシップに関する情報などを掲載中！

農政部農村振興局農村設計課のHP ⇒

北海道農政部農村振興局

各職場で実施したイベントや職場紹介、職員紹介

など、実際に働く人の声をお届けします！

いいね！・フォローをお願いします！

７ 採用試験・お問い合わせ

採用予定人数 合計39名

Ｂ区分 Ｃ区分

Ａ区分 ※２

①専門試験口述型

（第1回） ※１
②総合土木Ａ ※１

③専門試験口述型

（第2回）

３月22日～
３月31日

５月８日～
５月18日

８月14日～
８月23日

６月26日～
７月７日

７月31日～
８月10日

５月14日 ６月18日 ９月24日 ９月24日 ９月24日

５月26日 ６月30日 10月13日 10月11日 10月13日

６月中旬 ７月上旬～中旬 10月下旬 10月中旬～下旬 11月上旬

受験申込受付期間

第１次試験

第１次試験 合格発表

第２次試験

※１ Ａ区分の①と②の併願はできません。

※２ Ａ区分合格者は、大学院進学を希望する場合、採用を延長（最大２年間）することができます。

1 2 名 6 名 2 名 1 8 名 1 名

６月下旬 ７月下旬 11月下旬 11月中旬 12月中旬最終合格発表

【特徴】

検索北海道職員 採⽤試験

令和５年度から
専門試験口述型が

年２回実施されます！

第1回：5月～6月

第2回：9月～10月



⽤⽔路
農業⽤⽔を安定的に供給します

区画整理
農地の区画を⼤きくしたり、勾配
を緩くして農作業を効率化します

暗渠排⽔
農地の中に管を設置して、透排⽔
性を改善します

草地整備
良質な⾃給粗飼料の⽣産・利⽤拡
⼤を図ります

排⽔路
⾬⽔などを速やかに排出します

農道
農産物の輸送を効率化します

北海道では、広大な土地を活かし、大規模で専業的な農業が展開されており、我が国最大の食料供給地域として

『日本の安全・安心な「食」』を支えています。

安全・安心で良質な食料を安定的に供給するとともに、国土や環境の保全、美しい景観の形成など、多面的機能

を発揮している北海道の農業・農村が、地域の個性を活かして持続的に発展するため、私たち北海道の農業土木

職員は、技術者としての誇りを持ち、技術力・経験・チームワークをフル稼働させ、『農業農村整備』を推進していま

す。

農業土木職員の主な業務内容

私たち農業土木職員の業務は主に農業農村整備を推進していくことです。

農業農村整備は、農業の生産基盤と農村の生活環境の整備を通じて、農業の持続的発展や農村の振興を図り、「食」の

安定供給の確保や農業・農村の有する多面的機能の発揮を目的とする取組です。

ここでは私たちが取り組んでいる業務の一例を紹介します。

①農地や農業用施設の整備

農作物の収量や品質の向上、農作業の効率化を図る区画整理や暗渠排水、農業水利施設、農道など、農業の生産を支える

ための整備を行っています。

１ 業務内容紹介 ６先輩職員インタビュー

子育て世代も、等身大で働くことのできる職場です。

写真を添付してくださ
い。ご本人が写ってい
れば仕事の様子、プラ
イベートでも何でも可
です。
細かいサイズ調整等は
不要です。

人に喜ばれる仕事！それは自分の喜びでもある！！

写真を添付してくださ
い。ご本人が写ってい
れば仕事の様子、プラ
イベートでも何でも可
です。
細かいサイズ調整等は
不要です。

十勝総合振興局産業振興部南部耕地出張所 所長 鈴木 国彦
平成元年度採用 北海道帯広農業高等学校農業土木科卒 北海道帯広市出身

働きやすい職場で、日々学びながら成長できています。

写真を添付してくださ
い。ご本人が写ってい
れば仕事の様子、プラ
イベートでも何でも可
です。
細かいサイズ調整等は
不要です。

空知総合振興局産業振興部調整課 地域計画係 技師 増田 幹慶

平成31年度採用 秋田県立大学生物資源科学部アグリビジネス学科卒 北海道函館市出身

北海道農政部農村振興局農地整備課 草地整備係 主任 高橋 卓也
平成14年度採用 岩見沢農業高等学校農業土木科卒 北海道岩見沢市出身

【現在の担当業務】
農地の整備などを監督する耕地出張所の業務を統括しています。

【Ｑ１ 仕事の魅力・やりがいは？】
ズバリ！達成感です。
苦労して作り上げた仕事の成果が形となって現れ、地域住民の喜びと感謝の言葉が、

「更なる仕事への励み」となっています。

【Ｑ２ 異動・転勤を経験してみてどうですか？】
見知らぬ地域への引っ越しには不安がありましたが、各地の地域行事などに参加する

ことで、友人知人の輪が全道各地に広がり、その輪は「人生の宝物」となっています。

【Ｑ３ 学生の皆さんにメッセージを。】
人生楽ありゃ苦もあるけれど「道民が喜ぶ仕事」を一緒にしませんか？
皆さまをお待ちしています！！

【現在の担当業務】
全道で実施している草地整備事業の予算取りまとめや農林水産省とのやりとり

などを担当しています。

【Ｑ１ 仕事の魅力・やりがいは？】
農家さんの笑顔と「ありがとう」の一言で、辛いことも一瞬で吹き飛びます。
人を笑顔に出来る仕事は、なかなか無いと思います。

【Ｑ２ 仕事とプライベートのバランスは？】
妻も仕事をしている共働き家庭ですが、職場の配慮もあり、あまり残業しないで働けてい

ます。子供の習い事や保育園の送り迎えなど、家族との時間もしっかりとれています。

【Ｑ３ 学生の皆さんにメッセージを。】
プライベートを大切にしたいと思う方も多いと思います。在宅勤務や時差出勤、各種休暇

など福利厚生も充実しているので、プライベートと仕事を切り替えたい方にもってこいの職
場です。自分らしく働きたい方は是非、就職先の選択肢に入れていただければと思います。

【現在の担当業務】
地域からの整備要望の取りまとめや、整備計画の作成を担当しています。

【Ｑ１ 北海道職員になろうとしたきっかけは？】
大学で農業について学んでいたので、農業が盛んで、地元でもある北海道で働きたいと

思ったことがきっかけです。

【Ｑ２ 休日の過ごし方は？】
休日は同期の職員と旅行に出かけたり、職場の若手職員でスポーツをしたりして、楽しん

でいます。

【Ｑ３ 職場の雰囲気は？】
若い職員が多いので、不安なことや分からないことがあった際にはすぐ聞くことができ働

きやすい雰囲気です。経験豊富なベテランの方々からアドバイスもいただけるので、日々学
ぶことができる環境だと思います。



②地域への支援

地域において、将来の農業ビジョンの策定やその課題解決に向けた取組が積極的に展開されるよう、技術的な情

報提供や具体策の提案などの支援を行います。

また、地元関係機関・団体などの職員も参加できる研修を開催するほか、大規模自然災害を想定した危機管理マ

ニュアルの作成や、訓練を実施するなど、地域における農業農村整備に精通した人材の確保・育成を支援します。

平成30年北海道胆振東部地震

農地の被災状況

復旧完了後

写真を添付してくださ
い。ご本人が写ってい
れば仕事の様子、プラ
イベートでも何でも可
です。
細かいサイズ調整等は
不要です。

北海道の農業には魅力がたくさん!!

写真を添付してくださ
い。ご本人が写ってい
れば仕事の様子、プラ
イベートでも何でも可
です。
細かいサイズ調整等は
不要です。

石狩振興局産業振興部整備課 施設整備係 技師 木村 綾菜

令和２年度採用 青森県立五所川原農林高等学校環境土木科卒 青森県出身

人との繋がりを大切に！

空知総合振興局産業振興部北部耕地出張所 工事第五係長 中村 香澄

平成11年度採用 山形大学農学部生物環境学科卒 山形県出身

仕事も遊びも多種多様！ 全道を楽しみませんか？

【現在の担当業務】
海岸の保全、農村地域の上水道整備、用排水路や農地の整備などの工事の監督業務を行っ

ています。
【Ｑ１ 仕事の魅力・やりがいは？】
全道に転勤があることで、各地域の気候や農業形態など様々な違いを身をもって感じられ

ることが大きな魅力です。
農業農村整備に対する地域の期待は大きく、その期待に応えて整備を進められたときに、

達成感とやりがいを感じています。

【Ｑ２ 異動・転勤を経験してみてどうですか？】
地域によって様々な仕事を担当することが出来るので、新鮮な気持ちで取り組み続けるこ

とができます。仕事だけではなく、スキー、釣りなど、異動先でいろいろな遊びにもチャレ
ンジできるのは転勤族のメリットだと思います。

【Ｑ３ 学生の皆さんにメッセージを。】
農業農村整備に対する地域の期待は大きく、プレッシャーに感じることもありますが、後

輩思いの上司・同僚が全力サポートしてくれます。一緒に働ける日を期待しています。

オホーツク総合振興局産業振興部西部耕地出張所 工事第一係 主任 中川 竜一郎

平成25年度採用 帯広畜産大学畜産学部畜産科学課程卒 兵庫県出身

【現在の担当業務】
ほ場整備工事の監督や、工事に伴う様々な手続きを行っています。

【Ｑ１ 北海道職員になろうとしたきっかけは？】
北海道庁の職員が学校へ訪問し、北海道農業の良さ、農作業効率化のためのほ場整備等に

携わるという仕事内容や、女性が働きやすいという事を熱心に説明してもらったことが１番
のきっかけです。私も北海道の農業に携わって、道民の方々のために一生懸命働きたいと思
い志望しました。

【Ｑ２ 休日の過ごし方は？】
寝て起きて寝て起きて…を繰り返して大体1日が終わりますが、最近は買い物に行ったり、

ご飯を食べに行ったり、外出もしてリフレッシュしています。

【Ｑ３ 職場の雰囲気は？】
皆さんとても話しやすく、北海道のこと、仕事のことをたくさん教えてくれます。
些細な事でも教えてくれるので、安心して働けています!

【現在の担当業務】
水田や農業用用排水施設の設計や工事監督、関係者との調整を担当しています。

【Ｑ１ 仕事の魅力・やりがいは？】
地域の要望に応えるためには、自分1人では何もできません。職場の仲間、農家、コンサル

タント、施工業者、関係官庁など多くの人と関わり、一緒に働くことに魅力を感じています。
農家さんに「整備して良かった！」と言っていただいた時が最高に嬉しいです。
【Ｑ２ 仕事とプライベートの両立は？】
夫婦とも道職員です。子供が小さいうちは転勤先を配慮していただき、夫と協力して育児

ができました。おかげ様で、子供達はお父さんが大好き！なので、休日は時々夫に子供を任
せて、ヨガやサイクリングで汗を流しリフレッシュしています。
【Ｑ３ 学生の皆さんにメッセージを。】
仕事も結婚も子育ても、やりたいことができる環境が整っています。地域に求められ、喜

んでもらえる仕事を一緒にしませんか？

５ 先輩職員インタビュー ２業務内容紹介

※農地、農業用施設の復旧

地震や台風などの自然災害により被災

した農地や農業用施設の復旧のため、被

害状況の調査や災害復旧事業の実施、復

旧後のフォローアップなどを行っています。

※ゼロカーボンにも寄与する整備

農地の大区画化では、農作業が効率化され、農作業機械の

燃料消費が低減することで二酸化炭素（CO2）が削減される

ほか、排水性の改善では、水田のメタンガス（CH4）や畑地の

一酸化二窒素（N2O）の発生が抑制されることが確認されてい

ます。

③農業農村整備のPR活動

道では、未来を担う子供たちに「食」の大

切さや農村環境を保全する必要性、農業農村

整備の役割などを理解してもらえるよう、

学校と連携した出前授業や農作業体験を開

催しています。

農作業体験

出前授業

地域の将来の農業ビジョンなどに

ついて話し合う「活性化懇談会」
農地や施設の属性情報（土壌区分、面積、

施工年度など）を蓄積し、情報提供

地元関係機関・団体職員も参加できる

研修の開催

農地の大区画化や排水改良による二酸化炭素（ＣＯ２）排出抑制

狭小区画 大区画化

土の泥濘化による作業効率の低下 暗渠排水等の排水改良
により作業効率が向上

整備前 整備後

農作業機械の

燃料消費量が

削減され
ＣＯ２排出抑制

排⽔
改良

⼤区画化

作業効率の向上

排⽔不良 排⽔良好

狭小区画により
機械の旋回が多く
作業効率が悪い

機械の旋回が
少なく作業効率
が向上



POINT３ 全道に広がる勤務地、地域の個性、人々、暮らしPOINT１ 広大なフィールドで、日本の「食」を支える

POINT２ 地域に密着、活力に満ちた魅力ある農村づくり

POINT４ 技術者としての専門性を高め、着実なステップアップ

３ やりがいPOINT ４やりがいPOINT

順位 カロリーベース

1 北海道 217

2 秋田 200

3 山形 143

4 青森 125

5 新潟 111

都道府県別食料自給率のランキング
（※カロリーベース，Ｒ２概算値）

日本国内の地域別
耕地面積の比較（Ｒ３）

主要な作物の生産量と全国シェア(Ｒ２)

農地⾯積
≒ ≒

63.0万ｔ（12.2万ha）

⼩⻨
66.4％

⼩⾖
93.6％

4.9万ｔ（2.2万ha）

いんげん
95.1％

0.5万ｔ（0.7万ha） 173.3万ｔ（4.8万ha）

⾺鈴しょ
(春植え)
80.0％

てん菜
100％

391.2万ｔ（5.7万ha）

そば
43.1％

1.9万ｔ（2.6万ha）

たまねぎ
65.7％

89.2万ｔ（1.5万ha）

かぼちゃ
49.5％

9.2万ｔ（0.7万ha）

にんじん
31.3％

18.3万ｔ（0.5万ha）

スイート
コーン
41.3％

9.7万ｔ（0.8万ha）

⽣乳
55.8％

415.4万ｔ（82.1万頭）

⼤⾖
42.5％

9.3万ｔ（3.9万ha）

アスパラ
ガス
14.3％

0.4万ｔ（0.1万ha）

⽜⾁
19.6％

9.3万ｔ（52.5万頭）

北海道では、日本の耕地面積の４分の１を占める広大な土地資源を活かし、大規模で専業的な生産性の高い農業が

展開されています。 また、地域ごとに多種多様な農業が営まれ、多くの品目で生産量が日本一となっています。

北海道の農業農村整備を通じて、日本全体の「食」を支えています。

農業者のほか関係機関、コンサルタントや建設業者など、様々な人たちと密に連携しながら農業農村整備を進めて

いきます。

現場が「形」としてできあがったときの達成感 、地域に役立っているという充実感は格別です。

全道27箇所の勤務地 (14の(総合)振興局、12の耕地出張所、道庁)で、500名を超える農業土木職員が働

いています。

３～５年で異動があるので、様々な地域の農業・農村に携わることでき、技術職員として広い視野と高度な専

門性をもつ人材に成長することができます。また、各地域の食・自然・文化などを直接肌で感じ、そこに暮ら

す人々とのつながりができることも大きな魅力です。

業務に必要な技術や知識は、入庁後に学んだり、身につけるものが大部分を占め、上司・先輩職員の指導のもと、着実

にステップアップすることができます。

また、入庁後の経験に応じて、必要となる技術や知識を身につけられるよう、様々な研修を実施しています。

北海道の国産
供給熱量への
寄与率は
24.9％

※寄与率は推計値

日本最北端の宗谷岬

日本海の夕焼け

夜の小樽運河

函館の夜景

美瑛町の花畑

雌阿寒岳と阿寒富士 根室の酪農地帯

(総合)振興局

耕地出張所


