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平成２７年度 新規採用職員アンケート②

平成２７年度の新規採用職員に、志望動機や働きはじめての感想を、
本音で聞きました。主なものをご紹介します。

●回答者：平成２７年度新規採用職員 ６６名

●職 種：事務系 ２職種（行政事務、一般事務）
技術系 １２職種（電気、建築、総合土木、農業、林業、水産、

薬剤師、管理栄養士、心理、保健師、司書、
臨床検査技師）

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。（１７名）
●やりたい仕事だったから。（１４名）
●安定しているから。（１０名）
●広域に幅広い仕事ができるから。（７名）
●徳島県を良くしたかったから。（６名）
●福利厚生がしっかりしているから。（５名）
●やりがいがあるから。（４名）
●専攻分野の正規職員として働けるから。（技術系４名）
●なんとなく。（３名）
●かっこいいと思ったから。（１名）

Ｑ２．民間企業から公務員へ変わった理由は。（既卒者対象）

●やりたい仕事だったから。（５名）
●徳島県の発展や地域貢献に直接関わりたかったから。（３名）
●徳島県内で働きたかったから。（３名）
●福利厚生がしっかりしているから。（３名）
●（勤めた民間会社は）利益追求ばかりだったから。（２名）
●広域に幅広い仕事ができるから。（１名）
●安定しているから。（１名）
●民間は厳しいと思ったから。（１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。（全職種）【多数】
・職員の人は、みんな優しい。（行政事務、一般事務、臨床検査技師）
・上司が優しく、気にしてもらえる。（行政事務）
・勉強する機会が多く設けられているので、仕事がしやすい。（行政事務）
・適度な緊張感の中にもリラックスした雰囲気がある。（行政事務）
・育児休暇等を取っている人が多く、それぞれのワークライフバランスを大切にして
いる。（行政事務）

・福利厚生がしっかりしている。（行政事務、総合土木）
・様々な性格の人がいる。（電気、総合土木）
・固い人が多いイメージだったが、その真逆だった。（総合土木）
・仲が良い。（総合土木）
・思っていたよりのんびりした温かい職場。（農業）
・相談しやすい。（水産）
・様々な業務を丁寧に教えてもらえるし、フォローもしっかりしていて、とても良い
環境。（管理栄養士）

・日々大変な業務に取り組んでいるけれど、周囲のサポートがとても厚い。（心理）
・人間関係が良好で、皆がサポートしてくれる。（心理）
・職場はなごやかで、丁寧に指導してくれる。（保健師）
・良くも悪くもきっちりしている。（保健師）

【仕事】
・やりがいがある。（行政事務）
・想像以上に幅広い業務があった。（行政事務）
・行政事務でも、その職場で専門的な知識が必要なため、今まで無縁な分野について
もプロになる必要がある。（行政事務）

・デスクワークを想像していたが、現場に出る仕事も多い。（行政事務、電気、林業）
・職場によって忙しさが異なる。（行政事務）
・思っていたよりも大変。体力が必要。（行政事務）
・県民と直接関わる職場だが、周りがフォローしてくれるので、やりくりできる。（行
政事務）

・入ってすぐに、仕事を任されることに驚いた。（行政事務）
・求められることの質が高い。（行政事務）
・自分で主体的に動かないと仕事が進まない。（行政事務）
・ワープロソフト「一太郎」が難しい。（行政事務）
・業務内容は楽ではないが、とても勉強になるし、やりがいがある。（一般事務）
・前職より業務量は増えたが、やりがいがある。（総合土木）
・色々な人と出会い仕事ができることが楽しい。（農業）
・人（特に農家）との関わりが大事。幅の広い仕事で、これから益々忙しくなると思
うが、やりがいのある仕事だ。（農業）

・業務内容は多岐にわたっていて、やりがいがある。（林業）
・研修等でよく勉強できる。（林業）
・相談業務が主だが、それだけしていては成立せず、その他の地味で目立たないこと
も丁寧に行う必要がある。（心理）

・専門職だが、事務作業も多い。（保健師）
・時にはクレームもあるが、様々な住民と関わることができる。（保健師）
・県民の命を預かるような仕事であり、責任感がより強くなった。（臨床検査技師）
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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 ・和気あいあい
・まじめ ・良い上司が多い

事 ・人間関係が不安 ・気さくな人が多い
・少し怖そう ・上司・先輩がとても優しい

務 ・仕事の幅が広い
・アットホームな雰囲気

系 ・ゆるいところはゆるく、固いところは
固い

・クリエイティブ

・固い ・明るい
技 ・まじめ ・部署により多彩な顔がある
・厳しい ・謙虚な人が多い

術 ・社会性が乏しい ・個性的で自立性が必要
・色んな人がいる

系 ・雰囲気が良い
・良い意味でゆるい
・親しみやすい

【仕事】

入 庁 前 入 庁 後

・デスクワーク ・現場に出る仕事も多い

・華やか ・地道な努力の積み重ね
事
・固い ・想像していたよりもシビア
・シビア ・意外とゆるい

務 ・ルールに基づいてしっかり仕事

・定時退庁 ・忙しさは部署・仕事・時期・人による
系 ・残業が少ない ・部署によって残業時間に差がある
・残業に追われる日々 ・部署によって休日出勤がある
・忙しそう ・残業が思いのほかある
・休日がしっかりしている

・事務仕事が多そう ・現場に出ることが多い
・狭く深く ・多様な仕事がある

・事務処理もある
技
・固い ・良い意味で柔軟

術 ・研修は座学が多い ・実地研修、グループ討議が多い

・定時退庁 ・部署によって忙しさが異なる
系 ・比較的楽 ・忙しいが、やりがいがある
・仕事が少ない ・部署によって残業、土日出勤もある
・忙しい ・責任は大きいが、やりがいがある
・土日祝日休み
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Ｑ５．職種の魅力は。

【行政事務・一般事務】
・様々な分野・様々な場所で、デスクワークから現場まで、幅広く仕事を経験できる。
幕の内弁当的魅力がある。【多数】

・知識や経験の幅が広がる。豊富な経験を積める。
・最初から一人で仕事を任せられるため、やりがいがある。
・異動毎に新しいことを担当するため、未知のものへの対応力がつく。
・県内各地に行くことができる。
・住民、企業、出先機関、国、知事部局等数多くの関係者と関わることができる。
・県の発展につながる。
・県民の方と直接触れ合う機会が比較的多い。
・法律や基準をしっかり読み込み進めていく仕事では、日々、自分の知識が増えてい
くこと、１つ１つ仕事が進んでいくことにやりがいを感じる。

・自分の仕事がＴＶのニュースや新聞で報道された時にやりがいを感じる。
・社会を作っていくことができる。
・３年程度で異動があるため、色んな職場を経験できる。
・県の仕組みや動き、県内市町村のことも良く分かる。
・地域を盛り上げることに密接に関わることができる。
・専門的な業務、知識を身につけることができる。
・しんどいけど、やりがいはある。

【電気】
・県の収入に直結する重要な部署など、民間ではなかなか経験できない仕事を担当で
きる。

【建築】
・まちづくりと個人の生活の両面に携わることができる。自分の業務が目に見えて、
達成感を感じることができる。

【総合土木】
・自分が担当した仕事（設計、計画など）が、社会資本として形に残ること。【多数】
・実際に物が出来るのを目で見て実感できる。
・技術分野の中でも幅広い知識が求められるため、やりがいがある。
・自分が土木工事の担当者になって、地域を良くしていくことが出来ること。
・新しい物を作れる。

【農業】
・人とのつながりが大きく、良い意味で価値観がどんどん変わっていくところ。新し
い発見が多いところ。

・県内外を問わず、色々な人と仕事をし、知識を広げられる。他の機関や県民の皆様
と協働して、目標を目指せる。

・現場に近いところで働けるので、現場の課題やニーズをキャッチしやすい。
・人とのコミュニケーションが最重要な職場なので、コミュニケーションが好きな人
にはオススメ。

【林業】
・事務作業も体を使う仕事もバランス良くできる。
・自然の中で働くことが好きな人にはオススメ。

【水産】
・必ずしも希望する部署へ行けるわけではないが、様々な面から自分の学習したこと
を活かせる。

【薬剤師】
・病院、保健所など様々な現場で仕事ができる。
・大学で学んだ知識を活かして、患者の皆様の助けになることができる。
・様々な仕事を経験できる。

【管理栄養士】
・徳島県の栄養行政を担うとてもやりがいのある仕事。
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【心理】
・親子、家族に真剣に向き合える仕事。自分１人の力で子どもや家族の生活が一変し
てしまう怖い一面もあるが、child firstの精神で取り組めるやりがいのある仕事。

・子どもの人生の一部に関わることができる。
・より県民目線で仕事ができる。

【保健師】
・他職種・他機関と連携することが多く、チームで対象者の支援ができ、直接感謝の
気持ちを受け取ることができる。

・精神的に辛いこともあるが、自分が関わったことで感謝されるので、やりがいもあ
る。

・他職種と関わることができる。
・支援者の今後の生活・人生を共に考えていくことができる。
・対人サービスであり、健康という大きな課題に関わることができる。

【司書】
・本だけでなく、多くの人と触れ合える仕事。利用者の期待に応えたときの達成感は
例えようがない。

【臨床検査技師】
・患者の皆様の身体状況を最も早く察知でき、病気の判明や治療の方針を決定する大
切な情報を提供できる。
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Ｑ６．先輩職員からのメッセージ。

【自己実現】
・人として成長できる職場だと思うので、挑戦してみてください。
・県職員は大変かもしれないけれど、やりがいがあります。県民の方に「ありがとう」
と言われたときの嬉しさは大きい。高い志を持った皆さん、ぜひ一緒に働きましょ
う！

・部署によっては、深夜や休日に仕事をしても終わらないくらいハードな職場もあり
ます。でも、難関試験を受けた大変さ、不安さに比べたらたいしたことはありませ
ん。やりがい、自分の成長はハンパないと思います。

・良くも悪くも責任ある仕事であり、やりがいのある仕事です。
・やりがいがあって、日々成長できるよ！

【職場環境】
・基本的に良い人が多いです。
・業務は大変だけれど、良い環境で仕事ができる素敵な職業だと思います。
・とても働きやすい環境が整っていますので、頑張って合格してください。
・恵まれた環境で仕事ができるいい職場です。

【仕事】
・県での仕事は分野が多岐に亘るので、色々なことができます。
・県庁では、色々な仕事ができるので、一緒に頑張りましょう。
・今は不安でいっぱいだと思いますが、とても楽しくやりがいのある仕事だと思いま
す。

・地域住民と関わる時間が癒やしになります。
・初心を忘れなければ続けられます。楽しいですよ。
・精神的・肉体的にも自己管理が重要です。

【応援】
・楽しそうというイメージだけで目指すのは間違いです。自分のやりたいことを真剣
に考えてください。

・初心を忘れず、一緒に新たな徳島県を作って行きましょう！
・住民のために頑張れる公務員になってください。
・やりたいことが多くて、目標が定まらない方は向上心が多い証拠だと思います。
ぜひ、県職員になってください。

・しっかり新聞を読んでください。
・公務員は人間性が最も重要です。
・なぜ徳島県職員になりたいかという目的を持って、前向きに頑張ってください。
・好奇心や探究心、向上心を持ってください。
・徳島県のことを多く知っておく必要があるので、休日は積極的に出掛けてください。
・なりたい自分を目指して努力し続けてください。
・県職員になるには、試験に受からなければなりませんが、県職員を志した理由を忘
れず、最後まで頑張ってください。

・試験を乗り切るには、精神力と忍耐力が必要です。
・常に学ぶ姿勢を忘れず、努力を続けてください。
・土木は女性がまだまだ少ないので、もっと入ってくれると嬉しいです。
・子どもが好きで心理を学んだ人、ぜひ県職員（心理）を受けてください。


