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平成２８年度 新規採用職員アンケート

平成２８年度の新規採用職員に、志望動機、働いてみた感想、試験勉強、これから
受験される皆さんへのアドバイスを本音で聞きました。主なものをご紹介します。

１ 回答者

平成２８年度新規採用職員 ７６名

２ 職種

事務系 ２職種（行政事務、一般事務）

技術系 １２職種（建築、総合土木、農業、林業、水産、化学、薬剤師、
管理栄養士、心理、保健師、司書、臨床検査技師）

３ 内訳

新卒 既卒 合計

事務系 １５ １８ ３３

技術系 １７ ２６ ４３

合計 ３２ ４４ ７６

４ 質問項目

Ｑ１．県職員を目指した理由
Ｑ２．民間企業から公務員へ変わった理由（社会人経験者）
Ｑ３．県職員として働いてみた感想
Ｑ４．入庁前・後で、徳島県庁へのイメージの変化
Ｑ５．公務員を目指そうと思った時期
Ｑ６．受験勉強を始めた時期
Ｑ７．採用試験情報を得たツール
Ｑ８．徳島県（人事委員会等）が主催・参加する説明会への参加経験
Ｑ９．採用試験前にやっておけば良かったと思う試験対策
Ｑ10．職種の魅力
Ｑ11．先輩職員からのメッセージ
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Ｑ１．県職員を目指した理由は。

●徳島県内で働きたかったから。 （４９名）

●安定しているから。 （３８名）

●福利厚生がしっかりしているから。 （３０名）

●幅広い仕事ができるから。 （２３名）

●やりたい仕事だったから。 （２２名）

●徳島県を良くしたかったから。 （２０名）

●専攻分野の正規職員として働けるから。（１９名）

●やりがいがあるから。 （ ９名）

●なんとなく。 （ ５名）

●知識・人脈が増えるから。 （行政事務）

●研究をやりたかったから。 （農 業）

●大きい病院で働きたかったから。 （臨床検査技師）

Ｑ２．民間企業から公務員へ変わった理由は。（社会人経験者）

●徳島県内で働きたかったから。 （１８名）

●安定しているから。 （１８名）

●福利厚生がしっかりしているから。 （１５名）

●やりたい仕事だったから。 （１３名）

●幅広い仕事ができるから。 （１０名）

●徳島県の発展や地域貢献に直接関わりたかったから。

（ ９名）

●利益追求ばかりではない仕事がしたかったから。

（ ６名）

●専攻分野の正規職員として働けるから。（ ２名）
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Ｑ３．県職員として働いてみた感想は。

【職場環境】

・職場の雰囲気が良く、働きやすい。（１６名） 行政事務、農業、

水産、化学、

薬剤師、保健師

・優しい方ばかりで聞きやすい雰囲気。

・気さくな方が多い。

・人間的に良い人が多い。

・上司が親切で働きやすい。

・経歴・性格など色んな職員がいる。 行政事務

・職場の雰囲気がとても良く働いていて楽しい。忙しくても頑張れる職場。 ・

・メンター（※）をはじめ、皆助けてくれる。 一般事務

・厳しい指導を受けることもあるがしっかり指導していただける。

・家庭（子ども）のことを優先させてくれる。

・定時で帰れる・休憩がある・年休が取れる・残業代が出る＝働きやすい。

・なごやかな職場で嬉しい。

・先輩職員の人柄が良い。話しやすい。上司もフランク。

・職場内での職員同士の会話が多く、明るい雰囲気を感じた。 総合土木

・分からないことも丁寧に教えてくれる。

・思ったより楽しい。

・他の人への思いやりがある。 農業

・まじめな人が多い。 化学

・職場は幅広い年代の人がいるが、年の近い先輩職員がいて、とても頼りに 薬剤師

なる。

・職場の方は、どの方も仕事熱心で、雰囲気も良い。 管理栄養士

・上司が仕事に対して熱意とスキルがあり、丁寧に教えてくれる。

・大変な職場だが、全員で助け合おうという雰囲気がある。 心理

・職場は和やかな雰囲気。（忙しいときはピリピリ）

・職場の雰囲気が良く、社会人が楽しい。

・ケースとの関わりに困難を感じる時もあるが、その分上司や関係機関との

連携も多く、職場の雰囲気もとても良い。 保健師

・県民によって求めるものが異なり、どうにもできず落ち込んでも、職場内

で励まし合える良い雰囲気で良い職場。

・上司は話しやすく、よく教えてもらえる。

・一人配置の職場でやっていけるか心配だったが、周りのサポートがあり楽

しく働けている。 司書

・職場の雰囲気も良く、勤務条件も恵まれている。

・業務になれるまで大変だが、先輩職員のサポートが手厚く良い職場。 臨床検査技師

※メンター制度：新規採用から３年未満の職員に対し、職場の身近な

先輩（メンター）が相談にのったり、指導・助言を

したりする制度
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【仕事】

・業務内容が幅広い。

・幅広い知識が身につく。

・忙しかったり、責任の重い仕事を持ったりして辛い時もあるが、やりがい

はある。

・予想以上に県民と関わる機会がある。（窓口対応、電話対応など） 行政事務

・一年目から責任のある仕事をさせてもらえる。 ・

・希望していない業務にも携われ、勉強になる。 一般事務

・仕事が多岐にわたり、新規採用職員でも責任の大きい仕事を任せられる。

・いきなり業務を任されるので、新人職員でも責任重大。残業もある。

・興味のある分野の仕事ができて面白い。

・充実している。

・もっと仕事を頑張って覚えようと思える職場環境。

・自分が望めば関わることのできる業務領域が比較的広い。 総合土木

・幅広い分野に携わるので、覚えることが多い。

・やりがいがある。

・自分のやりたかったことを業務として行える。

・職員一人一人が意見を持っている。

・業務内容は、勉強することが多く大変だが面白い。 農業

・担当が決まっている。分業体制がある。

・どれだけの意識を持って、自分が相手にしている県民のためのことを考え

て仕事をこなすかが大事。

・技術職は知識・経験がとても重要だと思った。 林業

・規則が多い。

・専門分野の現場で仕事が出来るのは楽しい。 水産

・本に書いているような最低限の知識だけでは相談にのることが難しい。過 薬剤師

去の事例なども積極的に調べることが大切。

・仕事は忙しいが、専門の知識を活かした仕事ができる。 管理栄養士

・忙しく、能力以上のことが求められることもある。 心理

・事務処理もある。

・職務に根拠を持って対応していくために法律を知ることは大切。 保健師

・思っていたより時間外の対応がある。

・意外と県民と直接接する機会が多い。 司書
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Ｑ４．入庁前・後で、徳島県庁へのイメージの変化は。

【職場環境】

入 庁 前 入 庁 後

・固い ・優しい人が多い
・まじめ ・気さくな人が多い

事 ・厳しい ・謙虚で真面目な人が多い
・謙虚な人が多い ・和気あいあい

務 ・エリートが多い ・アットホームな雰囲気
・黙々と仕事 ・あまり固くない

系 ・似た人が多い ・明るく仕事がしやすい
・活気があり明るい
・新採職員の年齢・経験・職種が多様

技 ・固い ・優しくおだやかな人が多い
・まじめ ・色んな人がいる

術 ・がっちり ・かなりフランク
・静か ・雰囲気が良い

系 ・エネルギッシュな上司がいる

【仕事】

入 庁 前 入 庁 後

・事務仕事ばかり ・出張（現場に出る仕事）も多い
体力も必要

・業務の幅が広い
事 ・専門的知識が必要

・すぐに担当の仕事を任せてもらえる

務 ・華やか ・地道な努力の積み重ね

・県民との距離が遠い ・県民との距離が近い
系

・定時退庁 ・忙しい
・忙しそう ・意外と残業がある

・意外と残業がなかった

・事務仕事が多い ・現場主義
・一人で何でもやる ・縦も横もつながりが多い
・他職種との交流がない ・予想以上に他職種との交流が多い
・ルーチン業務が多い ・多種多様な仕事内容
・決まったことをこつこつ ・事務仕事もある
・専門性が高い ・ルーチン業務もあるが研究開発もできる

技 ・制約が多い ・様々な事態が発生 判断力が必要
・固い ・幅広い知識が必要

・裁量の幅が広い
術 ・臨機応変な部分もある

・内向き ・外に発信
系 ・情報発信が不十分 ・災害関係の情報マップなどは特に充実

・定時退庁 ・部署によっては忙しい
・残業が少ない ・意外と残業がある
・緩い ・部署によって残業・土日出勤もある
・忙しい ・時間休や夏休で平日も休みが取れる
・土日は休み
・平日に休みが取りづらい
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Ｑ５．公務員を目指そうと思った時期は。

Ｑ６．受験勉強を始めた時期は。
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Ｑ７．採用試験情報を得たツールは。

Ｑ８．徳島県（人事委員会等）が主催・参加する説明会への参加経験
は。
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Ｑ９．採用試験前にしておけば良かったと思う試験対策は。

【事務系】

・面接の対策・練習（４名）

早い内から面接の練習（実践形式）をしておく

・プレゼンテーションの対策・練習（２名）

スピーチの練習

・県庁の説明会への参加

・県庁の業務内容等の自治体研究（２次試験の面接対策）

・職種についての勉強

・県庁の仕事内容を偏りなく知る努力をしておけば良かった

・県のＨＰ等で県について知ること

・徳島県が何を目指しているのか理解する

・徳島に関するニュースや徳島の地理を知っておく

・新聞、ニュースを毎日欠かさずチェックする

・県の観光スポットに実際に行っておけば良かった

・経済の勉強

・時事対策

・雰囲気をつかむため、模擬試験を受けておけば良かった

【技術系】

・プレゼンテーションの対策・練習（７名）

スピーチの練習

・面接の対策・練習（６名）

様々なパターンを想定しておく

・一般教養（３名）

・１次試験対策（３名）

勉強をもっと早くからしておく

英語

・専門試験対策。国家試験対策を早めにしておくと楽だった（資格職）

・自分の専攻はきっちりとやっておく。自信にもなる

・時事問題（３名）

新聞を読む

・県HPのチェック

・どんな仕事内容か職場の人のリアルな話を聞く

・先輩職員から話を聞いておく

・自分の得意分野を理解しておく



- 10 -

Ｑ10．職種の魅力は。

【行政事務・一般事務】
・様々な分野の業務があり、幅広く仕事を経験できる。（成長できる）（１２名）

・色々な職種・所属の人と関わり仕事を進めていける。

・様々な人と交流がある。

・異動があるので色んな人と知り合える。

・行政の中で最も生活に近い地方自治を肌で感じることができる。

・忙しくても県民のためになっているというやりがいを感じることができる。

・県民と近いため、機動性がある。

・実際に生でイベント等に関わることができ、県民の笑顔を直接見ることができる。

・自分の仕事が県民に関わっていくので、責任を感じることができる。

・仕事は多岐にわたるが、その分色んな側面から徳島県の事を知ることができる。

・仕事は多岐にわたるが、組織を動かすことのできる大きな仕事がたくさんある。

・福利厚生がしっかりしている。

・休みが取りやすく、事務仕事が好きな方は向いている。

【建築】
・自分の采配で仕事をコントロールできる。

【総合土木】
・日常、そして災害時に重要となる社会インフラの構築に貢献できる。

・工事や計画を立てることで、地滑りなど地域の課題を改善できる。

・自分が発注した物が目に見える形で出来るので、「俺がこれを作ったんだ」とやりがいにつな

がる。

・事務所では、業者や地元の方など接する人が多く、色んな人がいて楽しい。

【農業】
・農業は今変わろうとしてる。変わりゆく中に身を置くことはとても刺激的で面白い。

・農業職が貢献しなければならないのは、県内の農家であり、徳島の基幹産業である一次産業

を支える一人として自覚を持って仕事ができる。

・農家さんの顔を見て実際にふれあえる。

・個人の利益を求めず、県のために全力を尽くすことができ、とてもやりがいがある。

・技術職ではあるが、行政業務もできる。

・直接県民と関わることができ、楽しく仕事をこなすことができる。

・感謝されることも多々あり、やりがいを感じる。

【林業】
・自然と深く関わることができる。

・仕事の中でも自然を感じることができる。

・自然の近くで働ける素敵な職場。

【水産】
・自分の好きな分野の職種で働けることが一番の魅力

・漁師など、地域の人達と仲良くなれば、仕事が楽しくなる。

【化学】
・自分の分野での地域貢献をするというのはやりがいの塊。入って良かった。

・化学や生物を活かした研究ができ、県内企業へ貢献できるところ。

【薬剤師】
・薬に関することだけではなく、非常に幅広い仕事に携わることができる。

・様々な職種の人脈ができる。

・病院、薬局以外に色々とやれるのが楽しい。

・良くも悪くも人がいい。
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【管理栄養士】
・管理栄養士としての資格・専門性を活かし、地域の人々の健康づくりを支えることができる。

・病院だけでなく、保健所など様々な分野で働くことができる。

・少数職種ではあるが、互いに情報交換や相談をしながら協力している。

【心理】
・知識・技術ともにすごい先輩（プロフェッショナル）に囲まれて仕事ができ、スキル向上にな

る。

・事務系の仕事をすることもあるが、社会の中で心理職が求められている役割を知ることができ

る。

・幅広い仕事ができる。

・大変な業務だがやりがいのある仕事。

【保健師】
・多くの県民の健康を守ることができる。

・全ての県民に対し、健康で安心して過ごせるように支援を行うことができる。

・話にしっかりと耳を傾けることができ、解決策について一緒に考えていくことができる。

・主に地域で生活している方の支援をするので、幅広い関わりができて楽しい。

・上手くいかない時もあるが、関係機関等と連携し、支援がうまくできていくと達成感がある。

・法に基づいて訪問や調査を行うため、様々な方がいるが、その方の価値観や生活をできる限り

守りながらより良い方法・関わり方を考えることにやりがいを感じる。

・住民の健康に直接関わることができる。

【司書】
・本を通して人と関わっていく仕事。色々な人と関わることができ、やりがいもあり楽しい。

・専門職なので一つの業務に深く関わることができる。

・県立図書館と県立学校というそれぞれ特色の違う勤務地があるので個人の特性を活かせる。

・念願の図書館勤務は理想通りの仕事で楽しい。

【臨床検査技師】
・自分が返した結果で患者さんの治療方針が決まったりするので、責任は重いが、その分やりが

いがある。
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Ｑ11．先輩職員からのメッセージ。

【仕事】

・国家公務員に比べ、住民目線で第一線で働けると感じます。仕事が幅広いのも

魅力です。 行政事務

・業務は大変な時もありますが、やりがいのある仕事をたくさん経験できます。 ・

・徳島県職員として様々な視点から貢献することができますので、徳島が大好き 一般事務

な人は是非徳島県を受けて下さい！

・やりがいのある仕事がこの場所ではできます。

・明確な目標を持ち続けてください。（目標がなければ流されます） 建築

・専攻を活かして徳島に貢献できるので、楽しく仕事ができ、やりがいも大きい 化学

です。

・仕事をしていると大変だなと思うときや悩むこともありますが、やりがいを感 管 理

じる瞬間もあります。 栄養士

・どの職場もけっして甘くない職場ばかりです。

・素直に感じる心を持って、それを適切に伝え返し、共に考えていく姿勢を大切 心理

にしてください。

・様々な職種が集まり、様々な形で関わることができます。自分の専門分野だけ

にとらわれない考え方を身につけることができます。 保健師

・こんなに分野の幅広い企業はなかなかないので、とても魅力的だと思います。

・試験勉強は大変ですが、やりがいのある仕事です。頑張ってください。 司書

【職場環境】

・業務は大変だけれど、とても働きやすい環境です。 行政事務

・人間関係は悪くなく、新卒の方々も皆良い人なので、年齢が高くてもあきらめ 薬剤師

ず目指して下さい。

・優しい方が多いので、安心して働けます。 心理

【試験勉強】

・試験に受かることだけを目標にせず、自分が県庁で働くイメージを持って、試

験や面接の準備をすると良いと思います。

・自信を持って、とにかく自分の気持ちを伝えようという強い心があれば伝わる 行政事務

と思います。 ・

・県についてしっかり調べておくこと。 一般事務

・筆記対策も重要ですが、面接対策に重点を置いて頑張ってください。

・早め早めの準備を。

・県職員になりたいという熱い想いがあれば大丈夫です。 総合土木

・筆記試験より面接試験。筆記が良いだけではダメ。 農業

・充分な準備をすれば良い結果が出ると思います。 司書
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【応援】

・志を持った方々の熱意が今の県行政を変えていけると思います。

・大学生活を全力でおくってください。それが公務員試験にも県庁生活にも活か 行政事務

されると思います。 ・

・改革意識を持って入庁して欲しいと思います。 一般事務

・県職員になって良かったなと思っています。

・試験に合格することがゴールではないので、合格しても継続して勉強すること。

・文章力、コミュニケーション能力はどの職種でも重要ですので、ぜひ早いうち 総合土木

から磨いてください。

・徳島県をより良くするため、一緒にいい汗をかきませんか。

・県のために働きたい気持ちがあれば、必ず試験に受かり活躍できるでしょう。

・実際の県職員をよく観察してみてください。 農業

・自分の適材適所を見極めた上で、徳島県庁で働くことに意欲を持っている方々

をお待ちしています。

・県職員になるまでに自分にしかできないことをしっかり磨きましょう！ 林業

・自分が一番やりたいと思うものを仕事にしてください。 水産

・国家試験に合格して下さい。 薬剤師

・自分の強みや長所を活かして頑張ってください。 保健師

・仕事もプライベートも充実できると思います。

・司書として働くまで１０年近くかかりましたが、思いは通じました。諦めたら 司書

そこで終了です。

・就職する前に色々な病院を見学し、自分に合った職場を選ぶようにした方が良

いと思います。県を目指す方は、病院以外で働くことがあるということを理解 臨床検査

しておいてください。県の職場はどこも良い方ばかりなので、後悔することは 技 師

ないと思います。


