神戸市

農業職

職務ガイド

食都神戸2020

大消費地の近くにある豊かな自然を活かした
｢神戸らしい農漁業｣をすすめています。

１．神戸市の主な取組みを紹介します！

食都 神戸 2020
～世界に誇る食文化の
都の構築～

食を軸とした新たな都市
戦略として、神戸を世界
に誇る食文化の都へ構築
するプロジェクトです。

●EAT LOCAL KOBE
“神戸産の農水産物を食べよう”を合言葉に
市民と一緒に神戸の地産地消をすすめています。
・ファーマーズマーケット
農産物の販売だけでなく、地元の飲
食店とタッグを組み、それらを素材
にして様々な料理やパン、スイーツ
を提供しています。

●農水産物の海外展開
世界規模の食の展示会「香
港フードエキスポ」などに
も参加し、神戸の食をＰＲ
しています。

★KOBE“にさんがろく”PROJECT
若者のアイデアと企業のノウハウを活用して、神戸産の農水産物
を素材にして輝くモノを生み出しています。

企業との商品開発 イチゴのスイーツの完成 イベントでの販売体験

「神戸･里山暮らし」
～神戸ならではの
暮らし方～

豊かな自然と都心との
距離が近い、神戸なら
ではの“里山暮らし”
をすすめています。

●「神戸・里山暮らしのすすめ」サイトの開設
空家バンクの運営を行
い、移住者を募集する
など空家の積極的な活
用を進めています。

・空家を活用した地域の拠点づくりの事例
江戸時代に宿場町として栄えた本陣跡を地域の交流拠点として改
修・再生させる地域の取組みを支援しました。

初えびす

七夕

● 里づくりによる地域振興
伝統文化の保存や農業体験、自然体験イベント等を開催する
地域を支援し、都市部住民との交流を図っています。

夜市

花摘み体験

農村歌舞伎

２．農業職の仕事ってどんなもの？
①新たな発見を楽しみながら仕事に
励んでいます

西農業振興センター 則光紗絵子

１．仕事の内容

(平成28年度採用)

関係機関の方々と話し合い、農家の方の経営計画を作
成する仕事です。計画作成時の面談では、工夫されてい
る栽培方法や今後の経営方針をお伺いしたり、病害虫な
ど困っておられることに対し、解決方法を検討しています。

２．現場にて

農水産課 田中 怜

(平成25年度採用)

１．仕事の内容

食都神戸2020では、地産地消のライフスタイル化を図
る「ローカルプログラム」と神戸の食を世界に発信する「グ
ローバルプログラム」の２本の柱で、「食」を軸として神戸を
世界に発信する取組みを行っており、そのうち、私は前者
を担当しております。まずは市内から、神戸＝農業（兵庫
県下で２番目！）のイメージを定着させたいですね。

２．心掛けていること ＝ 農家さんや関係者と
のパイプ作り／幅広い情報収集

面談は会議室で行います
が、時には実際に農家の方
が栽培している田や畑へ行
き、栽培状況を教えていた
だきます。机上では分から
ない農作業の工夫や、今の
産地ができた成り立ちなど
を教えていただける良い機
会となっています。

３．メッセージ

②神戸を食で賑わうまちに！

農業全般や、神戸市内外の幅広いお話をすることも多
いため、普段から様々な方面にアンテナを張って情報収
集を行い、機会があれば担当業務以外の知識も身につけ
るように努めております。「あいつに聞けば大体答えて（応
えて）くれるよ」と言われるような職員を目指します。

３．メッセージ

神戸市では、野菜や果樹、花卉など多彩な農産物が生
産されています。様々な分野で活躍されている農家の方
と接し、現場の声に耳を傾けながら、一緒に神戸の農業
を支えましょう。

新鮮で質の高い「農」
に触れ合う機会が多い
です！「農」や「食」、「神
戸」に対して熱い想いを
お持ちの方、ぜひお待ち
しております！

⑤神戸市の農業施設を後方から支えています。

農水産課 内田 淳貴

１．仕事の内容

(平成27年度採用)

神戸ワイナリーや六甲山牧場など神戸市内の農業施設の管理をしています。
各施設の運営がスムーズに進むよう必要な予算を確保したり、現場職員とのや
りとりをしています。普段は事務作業や電話でのやり取りを通した仕事が中心で
すが、施設に出向き、自分の目で確認することも大切な仕事です。

２．印象に残っている出来事

私の担当している施設は広大な面積のもの
が多く、生い茂った竹やぶに入り、敷地境界の
確認を行う機会がありました。地図上で確認す
るのとは違い、現地の状況が今でも印象に残っ
ています。

３．メッセージ

就職先としていろいろな選択肢がありますが、人生の中で大切なターニングポ
イントの一つなので、様々なところに足を運び、自分の目で見てしっかり選んでく
ださい。ホームページや紹介パンフレットからはわかりにくい各々の雰囲気を感じ
てみてください。

⑥農業から見た村づくり
１．仕事の内容

自分の仕事を一言でいうなら、「農業
づくり」です。農業体験イベントや、農村
計画づくりなどに携わっています。

２．仕事をする上で必要なこと

神戸市内の地域によって農業の特色
す。仕事をする上で、このことをよく理解
要があります。また、各法令・制度などの
二分な理解は必須です。

３．神戸市農業職で出来ること

神戸市は農産物の生産地と消費地が
が出来ます。また、国・県よりも農家さん
多いです。

４．メッセージ

例えば「神戸の農業に携わる」といって
というのが一番「神戸の農業に携わる」こ
戸の農業に携わりたい」という方は、ぜひ

※①～⑥の所属は経済観光局農政部

③こうべ旬菜で市民に笑顔を！

農水産課 梅基 弘宣

１．仕事の内容

２．視野を広げる

農業や野菜ことだけで
なく、様々なものに興味を
もって接するようにしてい
ます。自分の仕事以外に
も職場の同僚の動きを見
て、どんなときに忙しくなっ
ているか、どんな仕事をし
ているのか全体を把握で
きるように精一杯頑張っ
ています。

が異なりま
しておく必
用語の十

近く、双方立場から仕事に携わること
の生の声を聞いて仕事をすることが

も、色々な道があります。自らが就農する
とかもしれません。「市職員の立場で神
神戸市農業職を受験してみてください。

畜産振興係の仕事は①家畜共済と②畜産PRの大きく分
けて２つあります。
①飼育している牛が死亡した時、または病気や怪我で役目
を果たせなくなった時、家畜共済に加入していれば共済金
が支払われます。畜産経営を支える大切な仕事です。
②みのりの祭典での「乳牛＆ミルク祭」や「神戸の肉牛コンテ
スト」、GW中の「神戸ミートフェア」の開催など、各種イベント
を通じて市民に畜産への関心を高めてもらい、消費拡大を
図ります。
神戸市では肉用牛が約7500頭、乳用牛が約1700頭
飼育されています。「神戸にそんな数の牛が!?」と思うかも
しれませんが、肉牛は「神戸
ビーフ」が有名であり、乳牛は
兵庫県下の約１割の頭数が
飼育されており、神戸市は県
内でも有数な畜産の産地です。

神戸は、お洒落な港町や三宮周辺のイメージが強いで
すが、「それを塗り替えたい、もっと神戸の農業をアピール
したい！」という方、一緒に神戸の農業を盛り上げていき
ましょう。お待ちしております。

から見た村
地域の集落

１．仕事の内容

(平成29年度採用)

２．神戸の畜産業

３．メッセージ

(平成27年度採用)

西農業振興センター 向井 伸

(平成26年度採用)

神戸市では、平成10年から安全安心な野菜として、化
学農薬や化学肥料を半減して栽培された「こうべ旬菜」と
いう地元ブランドを推進しています。こうべ旬菜はすべて市
内で生産されているため、鮮度がバツグンです！こうしたこ
うべ旬菜の生産拡大や消費拡大、ＰＲ活動を行うのが私
の仕事です。

北農業振興センター 中尾 浩平

④牛の保険屋さんやってます！

３．メッセージ

農業職はデスクワークだけではなく現場に出ることが多い
ため、フットワークを軽く西へ北へ奔走しています。また、
農家の方々と直接関わる機会が多くあります。市民の声を
直接聞き、事業を実施できる環境にあるため、やりがいを
感じます。

⑦地域を支えて。

北区総務部まちづくり推進課 丹羽 雄亮

１．仕事の内容

(平成25年度採用)

農業に留まらない様々なことに携わっています。例えば、地域課題解決のため、
新たに事業を始める地域団体への助成や、区の特徴となる茅葺きに関すること、
「農村歌舞伎上演会」の開催への支援等を行っています。一方で、こうした机上
での事務に終わらず、イベントや地域と関わる形で外に行くことも多い職場です。

２．印象に残った、区役所における予算決算の仕事

区役所全体では、いくつかの部局から予算が割り当てられています。そのなか
で、まちづくり推進課では、各課において実施する区の特色ある事業の予算に関
する取りまとめを行っています。その事務に異動後１年目の右も左もわからない
中で携わりました。しかし、上司や周りの職員に助けていただくことでやり遂げるこ
とができ、すごく勉強になりました。

３．メッセージ

技術職とはいえ、区役所のように幅
広く仕事を進めていくこともあります。そ
のため、農業に限らず、広く市のことや
世の中の情報・動向を気にしておくと良
いかと思います。

３．神戸市内の農漁業の概要

３．農業職員のあれこれ
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お問い合わせ：神戸市人事委員会事務局任用課（神戸市役所１号館22階）
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
Tel.078-322-5823 http://www.city.kobe.lg.jp
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