
  就活生に一言 

自分の夢や目標に 

  向かって努力 

平成28年入組 第一事業課 寺岡祐輝 

オフの過ごし方 

 昔から体を動かすことが好きなので、10 年ほど

前からテニスをしています。週に 2 回、仕事終わ

りに汗を流し、テニス仲間とふれあいながらストレ

ス解消をしています。 

就活生に一言 

 コロナ禍で大変な時期ですが、自分の夢や目標に

向かって努力することは無駄にはなりません。今後

の社会人をやっていく中で大切な自分の財産とな

るでしょう。 

どんな仕事をしているか 

水稲や麦の共済業務を担当しています。台風や豪

雨などの自然災害の他、イノシシやスズメなどの被

害があった農家さんに対し、共済金をお支払いして

います。実際の被害状況を確認するため、農地の作

物を刈り取って脱穀作業まで行い、農家ごとの被害

減収量を算出します。 

仕事を選んだ理由 

祖父が農業をしているので、おいしいお米を食べ

させてもらっています。作物を熱心に育てる祖父の

背中を見て、私も農業に関係する仕事に就きたいと

思い始めました。高齢化や後継者不足などで農業を

辞めてしまう方も増えてきているので、少しでも力

になれればと思っています。 

働いてみた感想、感じたこと 

 外勤の多い仕事です。担当課業務の他、地区が割

り当てられます。そこでは建物、農機具、ビニール

ハウスなどの普及推進や損害評価の業務に携わり

ます。平成 31 年には、生産する全品目を対象とし

た収入保険が始まりました。政府の農業政策の見直

しや制度改正の実施で、業務の内容が変化する職場

です。職員は、これに対応する情報や知識を身に着

ける必要が求められます。 
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とある１日のスケジュール

業務開始
麦現地データの取りまとめ
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麦現地確認

書類整理



 
〇どんな仕事をしているか 

 園芸施設・農機具・建物共済を扱う課に所属して

います。新規で加入したい組合員さんから連絡をい

ただいた時には、現物を確認するため訪問し、制度

説明や加入手続きなどをします。被害があった時に

は現場状況を確認しにいきます。覚えることはたく

さんあり、日々勉強です。 

 園芸施設・農機具・建物共済を扱う課に所属して

います。新規で加入したい組合員さんから連絡をい

ただいた時には、物件を確認するため訪問し、制度

説明や加入手続きなどをします。被害があった時に

は現場状況を確認しにいきます。覚えることはたく

さんあり、日々勉強です。 

〇働いてみた感想、感じたこと 

 前職は全く異なる業種だったので、初めは右も左

も分からず、緊張して組合員さんと何を話すか困っ

ていました。組合員さんたちは温かく接してくださ

り、最近では気さくにお話できるようになりました。

ＮＯＳＡＩは農業保険を取り扱う仕事で、被害に備

えて加入してもらいます。目に見えない物を推進し

ていくのは難しいです。ある組合員さんが被災した

時、「ＮＯＳＡＩに入っていてよかった。ありがと

う！」という言葉をいただいた時は、やりがいを感

じることができました。 

 前職は全く異なる業種だったので、初めは右も左

も分からず、緊張して組合員さんと何を話すか困っ

ていました。組合員さんたちは温かく接してくださ

り、最近では気さくにお話できるようになりました。

ＮＯＳＡＩは農業保険を取り扱う仕事で、被害に備

えて加入してもらいます。目に見えない物を推進し

ていくのは難しいです。ある組合員さんが被災した

時、「ＮＯＳＡＩに入っていてよかった。ありがと

う！」という言葉をいただいた時は、やりがいを感

じることができました。 

〇この仕事を選んだ理由は？ 

 祖母が農業を営んでいる姿を身近で見ていたの

で、農業は私にとって身近な存在でした。就職先を

探している中でＮＯＳＡＩの募集があることを知

り、地域の農業者の方々に貢献できる仕事だと思っ

たからです。 

 祖母が農業を営んでいる姿を身近で見ていたの

で、農業は私にとって身近な存在でした。就職先を

探している中でＮＯＳＡＩの募集があることを知

り、地域の農家の方々に貢献できる仕事だと思った

からです。 

〇オフの過ごし方 

 趣味の一つとしてテニスをしています。練習や試

合に参加することで、たくさんの人と交流する機会

も増え、プライベートでのつながりができるのも楽

しみです。 

 趣味の一つとしてテニスをしています。練習や試

合に参加することで、たくさんの人と交流する機会

も増え、プライベートでのつながりができるのも楽

しみです。 

〇就活生に一言 

 人生の中で仕事が占める割合は大きいです。自分

は何に向いているのか、どのような仕事をしたいの

か、悩んでいる人もいると思います。就職活動をす

る上で、今まで自分が経験したことを振り返ると、

どういった職に就きたいのかが見えてくると思いま

す。 

 人生の中で仕事が占める割合は大きいです。自分

は何に向いているのか、どのような仕事をしたいの

か、悩んでいる人もいると思います。就職活動をす

る上で、今まで自分が経験したことを振り返ると、

どういった職に就きたいのかが見えてくると思いま

す。 

ＮＯＳＡＩ香川に就職しての感想 

会話好きな自分に 

合っている 
平成31年入組 第二事業課 細川祐子 
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  ＮＯＳＡＩ香川を選んだ理由 

被災時に 
助けられた恩返し 

平成30年入組 第二事業課 森下恵伍 

どんな仕事をしているか 

 ＮＯＳＡＩには七つの共済事業と平成 31 年 1 月

から始まった収入保険事業があります。主に携わっ

ているのは建物・農機具共済業務と収入保険業務で

す。外勤では、担当地区の組合員さん宅を訪問し、

共済事業の継続加入や新規加入の提案、損害が起き

た際の損害評価をします。大災害など「もしも」に

備えて、組合員さんに貢献できるよう心掛けていま

す。 

仕事を選んだ理由 

 私が小学生の頃、台風で実家の建物が被災しまし

た。その際、多くの地域住民に助けていただいた経

験から、今度は自分が地元の人たちを助ける仕事に

就きたいと考えてきました。ＮＯＳＡＩに求人があ

ることを知り、ここなら地域の人たちの手助けがで

きると思い、この仕事を選びました。 

働いてみた感想、感じたこと 

 入組３年目の今でも毎日、新しく学ぶことがあり

ます。覚えることが多く大変ですが、勉強すれば勉

強した分だけ組合員さんに貢献できることも増え

るので、とてもやりがいを感じます。また、建物や

農機具など共済金額が高額な資産を取り扱うため、

責任を持って取り組まないといけないと感じてい

ます。 

オフの過ごし方 

 学生時代からソフトボールをしていて、今も地元

の社会人チームで週 2、3 回ほど練習や試合をして

います。終わった後のお酒は格別です。今は新型コ

ロナウイルス感染症の流行でなかなか活動できませ

んが、またチームのみんなと楽しくソフトボールが

できたらいいなと思います。 

就活生に一言 

 農業にかかわったことのない方でも優しく基礎的

な事から教えてもらえます。実際、私もそうでした。

地域に携わる仕事がしたい方、農業に興味のある方、

人と話すのが好きな方、ぜひ一緒に働きましょう！ 
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業務終了

とある１日のスケジュール

業務開始
事務所で引受事務作業

昼食　昼休憩



 
 ＮＯＳＡＩ香川を一言で表すと 

農家さん第一で行動 

平成 31 年入組 総務課 中村紀夫 
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農家さんのもとに
出向いて取材

農業共済新聞の記事作成

業務終了

〇どんな仕事をしているか 

 広報紙や新聞など、情報発信に関係する業務に就い

ています。農家の方や法人の方を訪問し、毎週一回発

行している農業共済新聞や、隔月で発行している広報

紙の取材をします。広報関係とは別に担当地区の仕事

もあるので、しっかりスケジュール管理を行うことを

心掛けています。 

 広報紙や新聞など、情報発信に関係する業務に就い

ています。農家の方や法人の方を訪問し、毎週一回発

行している農業共済新聞や、隔月で発行している広報

紙の取材をします。広報関係とは別に担当地区の仕事

もあるので、しっかりスケジュール管理を行うことを

心掛けています。 

〇働いてみて気が付いたこと 

 私は地元出身ですが、今まで通ったことのない道

や、見たことない景色に出会え、改めて香川県の魅力

を再発見できるなと感じています。今後も自分の知ら

ない道や景色を見つけていけると思うと、わくわくし

ます。 

 私は地元出身ですが、今まで通ったことのない道

や、見たことない景色に出会え、改めて香川県の魅力

を再発見できるなと感じています。今後も自分の知ら

ない道や景色を見つけていけると思うと、わくわくし

ます。 

〇印象に残っている仕事 

 初めて一人で取材に行き、原稿を作成したときのこ

とです。作成した文章を先輩に添削していただきなが

ら推こうし、完成した文章をご本人に確認したとき

「上手な文章で書いてくれてありがとう」と言ってい

ただきました。本当にうれしかったです。 

 初めて一人で取材に行き、原稿を作成したときのこ

とです。作成した文章を先輩に添削していただきなが

ら推こうし、完成した文章をご本人に確認したとき

「上手な文章で書いてくれてありがとう」と言ってい

ただきました。本当にうれしかったです。 

〇オフの過ごし方 

 仕事が終わってからはスポーツジムや、友人と温泉

に行ってリフレッシュしています。温泉でゆったりし

た時間を過ごす時が一番の幸せです。これからもいろ

いろな温泉を開拓していきたいです。 

 仕事が終わってからはスポーツジムや、友人と温泉

に行ってリフレッシュしています。温泉でゆったりし

た時間を過ごす時が一番の幸せです。これからもいろ

いろな温泉を開拓していきたいです。 

〇就活生に一言 

 全く知らない分野でも、研修があったり、先輩の方

が丁寧に教えてくれたりと、学ぶ環境は整っていると

思います。少しでも興味があったらＮＯＳＡＩで働く

ことを考えてみてください。 

 全く知らない分野でも、研修があったり、先輩の方

が丁寧に教えてくれたりと、学ぶ環境は整っていると

思います。少しでも興味があったらＮＯＳＡＩで働く

ことを考えてみてください。 



 ＮＯＳＡＩ香川に就職しての感想 

牛の性格は 
さまざまで人間的 

平成 28 年入組 三豊診療所 小松ゆり 
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手術、糞便・乳汁検査

カルテ記入等事務処理

業務終了

業務終了後の急患対応は当
番制です。夜間当番は手当

てもきちんと出ます。

〇仕事を選んだ理由 

 大学 6 年生になって真面目に進路を考えた時、牛

を診療している自分しか想像できませんでした。た

またま母校で NOSAI の説明会があり、そこで担当

の先生の話を聞いて、ピンときた香川県に決めまし

た。考えても先のことはどうなるか分からないので、

全て直感頼みの就職活動でした。 

 大学 6 年生になって真面目に進路を考えた時、牛

を診療している自分しか想像できませんでした。た

またま母校で NOSAI の説明会があり、そこで担当

の先生の話を聞いて、ピンときた香川県に決めまし

た。考えても先のことはどうなるか分からないので、

全て直感頼みの就職活動でした。 

〇どんな仕事をしているか 

 ほとんどは牛の診療です。たまに乗馬クラブから

馬の診療を依頼される時もあります。私の管内は肥

育牛が多いので、冬場に起こる集団風邪が問題にな

ります。酪農家さんも居るので、第四胃変位などの

手術をすることもあります。病気の治療だけでなく、

予防接種や去勢などもします。また、近年、農家さ

んからの需要が高まっていることもあり、採卵や移

植を行うことが増えています。 

 ほとんどは牛の診療です。たまに乗馬クラブから

馬の診療を依頼される時もあります。私の管内は肥

育牛が多いので、冬場に起こる集団風邪が問題にな

ります。酪農家さんも居るので、第四胃変位などの

手術をすることもあります。病気の治療だけでなく、

予防接種や去勢などもします。また、近年、農家さ

んからの需要が高まっていることもあり、採卵や移

植を行うことが増えています。 

○オフの過ごし方 

 農家さんから野菜のお裾分けを頂くことが多く、

生来、自炊知らずであった私にも料理のレパートリ

ーが増えました。初めての一人暮らしで食生活への

不安もありましたが、おかげさまで健康的な日々を

過ごせています。  

私は香川県の西端に住んでいるのですが、車で１時

間も走れば四国の他 3 県に簡単に遊びに行くことが

できます。山や川、海、島など、眺めているだけで

疲れが和らぎます。 

  

 農家さんから野菜のお裾分けを頂くことが多く、

生来、自炊知らずであった私に料理のレパートリー

が増えました。初めての一人暮らしで食生活への不

安もありましたが、おかげさまで健康的な日々を過

ごせています。  

私は香川県の西端に住んでいるのですが、車で１

時間も走れば四国の他 3 県に簡単に遊びに行くこと

ができます。山や川、海、島など、眺めているだけ

で疲れが和らぎます。 

○就活生に一言 

 現在、当組合には 22 人の獣医師が所属し、

うち３分の１は女性です。県内 4 つの診療所は、

どこも女性用トイレや更衣室など、設備はきち

んと整えられています。力仕事では男性に劣る

かもしれませんが、周りの人から協力を得たり、

知恵や道具をうまく利用したりすれば、女性で

も十分に活躍できます。初めから順風満帆な人

はいません。やる気と経験を積むことが何より

大事です。 

 現在、当組合には 22 人の獣医師が所属し、

うち３分の１は女性です。県内 4 つの診療所は、

どこも女性用トイレや更衣室など、設備はきち

んと整えられています。力仕事では男性に劣る

かもしれませんが、周りの人から協力を得たり、

知恵や道具をうまく利用したりすれば、女性で

も十分に活躍できます。初めから順風満帆な人

はいません。やる気と経験を積むことが何より

大事です。 


