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令和元年度 新規採用職員アンケート

令和元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など本音を聞きましたので、主なものをご紹介します。

１ 回答者

令和元年度新規採用職員 １１８名

２ 職種

事務系 ２職種（行政事務、一般事務）

技術系 １４職種（電気、機械、建築、総合土木、農業、林業、水産、化学、
管理栄養士、心理、薬剤師、保健師、診療放射線技師、
臨床検査技師）

３ 内訳

既卒
新卒 不明 合計

社会人経験あり 社会人経験なし

事務系 ２７ ２５ ５ ０ ５７

技術系 ３６ ２４ ０ １ ６１

合計 ６３ ４９ ５ １ １１８

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・参加する説明会等への参加経験
Ｑ９．徳島県、その他の公共団体が実施するインターンシップへの参加経験
Ｑ10．採用試験前にやっておけば良かったと思う試験対策
Ｑ11．職種の魅力
Ｑ12．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。 （８１名）

●徳島県を良くしたかったから。 （３７名）

●安定しているから。 （３６名）

●福利厚生がしっかりしているから。 （３３名）

●幅広い仕事ができるから。 （２９名）

●取り組みたい仕事だったから。 （２３名）

●専攻分野の正規職員として働けるから。（２０名）

●なんとなく。 （ ９名）

●やりがいがあるから。 （ ８名）

●結婚する予定であるため。 （ １名）

●配偶者が徳島出身であるため。 （ １名）

●どこまで自分がやれるか試すため。 （ １名）

Ｑ２．民間企業から公務員へ変わった理由は。（社会人経験者）

●徳島県の発展や地域貢献に直接関わりたかったから。

（１９名）

●徳島県内で働きたかったから。 （１９名）

●安定しているから。 （１６名）

●取り組みたい仕事だったから。 （１１名）

●福利厚生がしっかりしているから。 （１０名）

●プライベートが充実できると考えたから。（ ７名）

●幅広い仕事ができるから。 （ ６名）

●前職も公務員で類似した仕事であるから。（ ５名）

●利益追求ばかりではない仕事がしたかったから。

（ ４名）

●徳島の地方創生に関わりたかったから。 （ １名）



- 3 -

Ｑ３．県職員として働いてみた感想は。

【職場環境】

・職場の雰囲気が良い。
・優しい人が多い。
・質問しやすい。
・上司が部下に対してさん付けするなど相手を気遣う環境が良かった。
・職場の雰囲気はいいが、仕事量が多い。
・思っていたよりもアットホーム。
・先輩や上司の適格な指導のおかげで着実に経験を積めやりがいを感じる。
・職場の先輩は親身に相談に乗ってくれる。（配属先によるみたいですが）
一太郎の文書が多い。

・意外と体育会系であること。（上下や横のつながりを大事にする）
・すごく尊敬できる先輩、上司がたくさんいて楽しい。約 3 年周期で部署を
変わらなければならないのは大変そうだと感じる。 事務系

・頭がいい人が多い。
・静かで落ち着いている職場が多いと感じた。
・上司の方々が優しく、わからないことをすぐに教えてくれる。
・想像よりも静かな職場で、電話対応や会話が少ない。
・職場は皆、困っていたら助けてくれる方々で働きやすい。
・ノー残業 day、夏休完全消化など徹底しておりホワイト。上司のサポート
がしっかりしていて１人で仕事を抱え込むことはない。

・自分に合っていると思う。周りも皆優しく尊敬できる人ばかり。
・思っていたよりも融通が利き、快適に仕事ができる。
・職員がそれぞれに自己管理を徹底している印象を受けている。

・部署によって雰囲気に差がある。
・職場の雰囲気が良い。
・働きやすい。
・職場や部署によって雰囲気に差がある。
・前職と比べても、先輩・上司の方々が協力的で丁寧に業務を教えてくれる。
・風通しが良く和気藹々とした雰囲気がある。
・職場の雰囲気が良く、上司に質問しやすい環境である。
・職場の方がみんな優しい。熱心に教えてくれて、楽しい話も振ってくれる。
・仕事の量はそれなりに多く忙しい時もあるが、職場の雰囲気も明るく働き
やすい職場。

・上司が優しい。お昼ご飯の選択肢が少ない。
・職場の先輩上司はいい人たちで、忙しい中いろいろと教えてくれるのであ
りがたい。 技術系

・わからないことは教えてもらえているのでよい。
・職場の雰囲気は良く、上司も分からないことを聞けば教えてくれる。気軽
に聞けてとても過ごしやすい。

・人間関係は良好で、わからない事や困っている事は、聞けば教えてくれる。
・上司の方々がとても優しくやりがいがある。
・コミュニケーションがとれ、風通しが良い。
・職場環境は仕事の相談もしやすい。良い意味で想像を超えることはなかっ
た。

・職場は上司も優しいので快適に業務ができている。
・職場や部署によって雰囲気に差がある。
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【仕事】

・充実している。

・税務職員として勤まるのか不安だったが、メンターはじめ先輩・上司の方

々が適格に指導してくださるおかげで着実に経験を積めており、やりがい
を感じている。また、前職の経験・知識を活かせており、頼りにしてもら

える喜びを感じている。なお、公私ともに「県職員」の看板を背負ってい

る重みを感じている。

・業者との交渉などで忙しいが、毎日充実しており楽しく過ごせている。

・前年を参考にしながら業務を行っているが、前年にない初めての業務を行

うのは難しいと感じる。

・何事もきっちりしているし細かい。
・現在の配属先では大学時代の専攻分野とは全く異なる仕事で、不安なこと

もあるが、今まで触れたことがないものを発見できて楽しい。

・自分で勉強することが多い。

・思っていたよりもアクティブに動く仕事だと感じる。

・書類が多い。 事務系

・忙しい部署とそうではない部署の差が大きい。

・やりがいがある。

・次々と突発的に仕事が舞い込んでくるので、締切を考えて業務をこなして

いく計画性がとても重要な仕事だと感じた。

・県民と関わる機会が多い。

・人手が少ない分、上司や先輩職員との意思疎通（コミュニケーション）が

しっかりと図れており、働きやすいと実感している。

・新採から担当 1人での仕事になる(上司がついてくれると思っていた)。
・思ったより仕事量が多くないが、関係機関との連絡が多い。システムが非

常に遅れているため時間がかかる。

・職場の同僚は親切だが、いささか業務が煩雑で多い気がする。

・業務内容は難しく大変なときもあるが、やりがいがある。

・忙しい。

・休みは土日祝＋有休と思っていた以上に休めるが、出勤日だけで仕事を終

わらせなければならないのはかなり余裕がないように感じる。
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・県職員として働くことのやりがいを感じる。

・業務内容は想像以上に忙しく、覚えることも多いが楽しい。

・専門的な仕事が出来ているので満足している。

・学生の頃と比べて充実感がある。特に最新のトレンド情報等学ぶことが多

くあるので、そのときが一番充実している。

・自分から積極的に学んでいくことが大切。

・大学の専攻と同じ分野で仕事ができているのでとても満足しており、勉強

すべき点も多いがそれも楽しく感じている。一方で配属先の職員数は少な

く、前任者との入替りで配属されたので仕事の進め方に戸惑うこともある

が、何とかなっている。

・業務内容としては分からないことが多く大変。

・難しいことがいっぱいあるがなんとかやっていけてる。

・資料作成が多い。

・業務は大変だがやりがいがある。より効率化できる仕事があると感じる。

・現場が多いと思っていたが中の業務が多い。

・農業職といってもただほ場を巡回して話をしたり、栽培講習会をしたりす

るだけでなく、力仕事も多くびっくりした。

・いきなりたくさんの現場を任されており、慌ただしい日々を送っている。

一番避けたいと思っていた業務の担当になってしまい、最初は不安でいっ

ぱいだったが、心優しい上司と心優しい業者さんたちに囲まれて仕事がで

きており、苦手な分野ではあるがもっと勉強して県職員として精進したい

と思っている。 技術系

・試用期間の 6 ヶ月は公用車に一人で乗れないため、業務がなかなか進まず
苦労している。

・仕事のやり方にほとんど決まりがない。決裁等のシステムや、恒例のイベ

ント、毎年（回）あまり変わらない業務などはあるが、スケジュール管理

や、タスク管理など、仕事のやり方は個々に自由に仕事ができる。

・事務仕事が多い。

・業務が幅広く、今後も勉強が必要。

・業務内容が幅広いと感じた。

・想像よりも、即戦力として期待される。

・現場に出られることが楽しい。

・想像以上に事務作業が多く繁雑である。配置職員数が限られているので、

日々の事務処理に追われ、なかなか業務の勉強や業務内容の工夫・改善ま

で手がまわらない。

・私は技術職で現場に行く業務が多いと入庁前は思っていたが、事務的な仕

事が想像以上に多かった。

・事務的な作業が多いと感じる。

・専門職でも、仕事の幅が広いので覚えることが多いと思った。

・忙しい。
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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

・堅いイメージ ・色々な個性を持った人がいる
・みんな真面目そう ・人が多く、色々な人がいる
・堅くてまじめな人が多い ・いい意味で真面目な人ばかりではない

・柔軟に対応してくれる上司がいる
・堅いと思っていたがそうでもない
・やわらかい職場

事
・厳しそう ・助けを求めればフォローしてもらえる
・自分の仕事に手一杯で周囲に関心を向け ・同僚のことを大切に思ってくれる人が多
られない く、忙しい時でも気遣ってくれる

・厳しくお堅いイメージ ・助け合いながら仕事をこなす
務

・ある程度華やかで楽しいイメージ ・県民のために地道にコツコツ

・近寄りがたい ・フレンドリー

系 ・ゆったりと仕事ができそう ・周りからの依頼・要望と、自分の仕事を
・仕事のペースが民間に比べてゆっくりし 上手く調整する必要がある
てそう ・部署によって忙しさがかなり異なる

・安定 ・幅広い業務

・上下関係が厳しい ・上下関係はあるが先輩が優しい

・堅い、まじめ ・仕事が出来る人、頭のいい人が多い
・堅い人が多い ・和やかな人が多く、職場の雰囲気が良い
・まじめ、静か ・にぎやかで、わからないことはすぐに聞

ける

・似たような人が集まっている ・強烈な個性を持つ人が集まっている
技

・暗いイメージ ・明るく社交的な人が多い印象

・黙々と業務に取り組んでいる ・職員同士の会話が多く、コミュニケーシ
ョンがとれる

術
・新卒で入庁する人が殆ど ・様々な年代・経歴の人が多く入庁

・上下関係が厳しく固いイメージ ・上司、先輩、同僚共に優しく、フランク
なイメージ

系
・全く関係のない所 ・身近に感じるように

・人間関係に困りそう ・よい雰囲気で仕事できている

・何をしているのかよくわからない ・ニュースなどの情報により関心を持つよ
うになった
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【仕事】

入 庁 前 入 庁 後

・仕事のペースが民間に比べてゆったりし ・部署によって忙しさがかなり異なる
てそう

・何をしているかわからない ・色々なことをやっていた

・多人数で仕事に当たる ・一人一人が分担された職務を行う

・土日は休み ・イベント等がある部署は土日出勤がある
事

・マチアソビなど個性的なイベントで地域 ・地道な仕事も多く、多様な面から県民の
を盛り上げている 生活や地元の産業を支えている

・国家官庁と市町村役場の橋渡し ・（今の部署は）県民との距離が近く驚いた
務

・県内にとどまっており、仕事の幅が狭そ ・県外出張が多く、また県外事務所での勤
う 務や派遣等、県外での仕事もできる

・もっと職員に裁量がある ・思ったよりも職員に裁量がない
系

・激務で休みが取れない ・休暇が取りやすい

・難しい仕事が多い ・難しい仕事が多いが、責任感も伴いやり
がいがある

・法律に則った仕事で、チェックが厳しい ・個人単位での管理能力が大切

・幅広い仕事ができる ・専門性を高めることができる。研修制度
が充実している

・残業はあまりない ・業務が思いのほか忙しいが、有給休暇が
充実している

・忙しそう ・今の部署においては忙しくない
・深夜まで残業 ・その日によって残業があるか変わる

・どこの所属も固い仕事が多そう ・配属先によって雰囲気や仕事内容が違う
技

・県庁の仕事は町役場等の指導がメイン ・より多くの場面で県民を支えている

・オフィスワークが多い ・部署によるが現場での仕事も多い

術 ・デスクワーク半分、現場半分のイメージ ・デスクワークがかなり多く現場は少ない

・仕事のやり方・ノウハウがたくさんあっ ・そんなものはなく思っていたより自分の
て、それに逆らってはならない 仕事が県民の方に与える影響が大きい

系 ・事務職系統の職員で構成される組織 ・多様な専門職の職員もおり、様々な仕事
が存在する

・政策や補助金の事務作業をしている ・型にはまった仕事が多いので無駄が多い
と思った

・特にイメージはなかった ・徳島県のまとめ
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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．徳島県、その他の公共団体が実施するインターンシップへの
参加経験は。
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Ｑ10．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】

（１）１次試験対策

・実際の問題を時間通りに解く練習。過去の判例の暗記。

（２）２次試験対策

・面接対策。

面接練習には早めに取り組むべき。

より実践的な面接対策。

面接対策として、徳島県の総合計画や行動計画をよく読んでおく。

面接カードは内容がぶれないように、しっかりと練っておくべきだと思う。

１次試験に力を入れすぎて、２次試験の準備期間が足りなかったので、面接対策等を早い段

階でしていればよかった。

・プレゼンテーション対策。

プレゼンの質疑応答対策。

プレゼンテーションの練習、地域の課題解決方法を調べること。

・時事問題。

・２次試験の対策。

・小論文や面接のために新聞を読んでおく。

・徳島新聞を読んでおけば良かった。

（３）１次・２次対策

・論文対策、教養試験対策にもう少し時間をかければよかった。

（４）その他

・パソコンについて

パソコンソフトの詳しい使い方について。

パソコンに関する知識や操作を学んでおくと良かった。

・（県外出身者にとっては）県内の地名については職務で困る機会が多く、勉強しておけば良

かったと思った。

・法律や経済など公務員に必要な基礎知識だけでなく、直近の社会情勢や技術職や医療職に必

要な専門知識など幅広い知識に触れておくべきだった。
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【技術系】

（１）１次試験対策

・専門科目の勉強。

国の試験より、広く浅く勉強した方がいいと思う。

化学の専門試験は栄養学や土壌の問題も出るのでより高得点を狙う場合は勉強しておいた方

がいいと思った。

とにかく色々な所から情報を仕入れる。専門試験は国試（薬剤師）の過去問を１問でも多く

頭に入れる。（但し丸暗記は×）。

・教養試験対策。

（２）２次試験対策

・面接の対策・練習

県の施策についてあまり知らずに見当違いのことをいってしまったため。

模擬面接などの面接試験対策を、もっとしておけばよかった。

・プレゼンテーション対策

・新聞やニュースなどから、社会情勢をもっと知っておくべきだった。

・時事問題対策。

・小論文対策。

（３）１次・２次対策

・面接練習と、専門科目の勉強。

（４）その他

・言葉遣いをきちんとする。

・自分の専門の研究は、機会が与えられているときに一生懸命すればよかった。

・OB訪問。
・高校・大学で勉強をしていれば特にすべきことはなし。

・徳島のことをよく知るために、県内の色々なスポットに出向く。
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Ｑ11．職種の魅力は。

【行政事務・一般事務】

・幅広い業務に取り組むことができる。

業務内容が幅広いので、様々な分野で仕事をすることが可能。

いろんな業務に携わることができる。

行政事務職は業務の内容が幅広いため、色々な県の施策や事業を知ることができる。

様々な仕事を経験できる。

様々な業務があるため、向上心を持って仕事に取り組むことができる。

職務が多様にわたるため、徳島県のことについて広く知識を蓄えることができる。

幅広い業務に携わるため、多くの知識が得られる。

積極的になれば様々な分野の仕事ができる。

様々な分野に幅広く関わることができるため、退職まで日々成長し続けることができ

る職種であると思う。

すべての職種の中で一番幅広いことができる。２、３年ごとの異動は転職レベルで覚

えなおすことも多く大変であるが、いろんな仕事が経験できるのは他にない。

２～３年で所属が変わり、様々な仕事を経験できること。

幅広く何でも出来る。民間では出来ない経験が出来る。

・様々な人と接することができる。

様々な人と知り合いになる機会の多い仕事。もちろん大変なこともあるが、人・仕事と関わ

る中で、自分なりのやりがいを作ることのできる職種だと思う。

県職員はあまり地域の住民とのつながりが希薄になるのかなと思っていたが、かなり

住民と接する機会があり、色々な方とコミュニケーションを図れる。

日々多くの人と関わり、勉強することができる点。

・いろんな経験が積めること。

・日々の作業の向こうに相手の生活があることを感じられ、業務を通してその生活を支える手

伝いが出来ている事を実感出来る点が魅力である。

・人口減少の進む徳島県での行政の仕事は非常にやりがいがある。

・行政の土台を支えている仕事。やるべきことは多いが比較的じっくり取り組むことができる。

・民間では体験できない仕事が異動もあるので良くも悪くも色々できる。

・先輩方が親身になって指導をして頂ける。

・徳島県のため、徳島県民のため、徳島県職員として仕事を全うすることで徳島県が発展し、

最終的には自分（と家族）の幸せを築くことができる、やりがいのある仕事である。また、

様々な職種の方と係わることができるため、価値観や世界感が広がり自分自身の成長にもつ

ながる仕事である。

・地方創生というようにひとつの目標に対して多面的にプロセスできるため、希望の配属先で

なかったとしても、目標ややりがいを見い出すことができる。また、事業が全県にわたるた

め、広い視野を持って仕事に取り組むことができる。

・自身が住まう土地の行政に携わることができる。嫌でも徳島県での政治や出来事に関心を持

つようになれる。幅広い年齢層の職員と仲良くなることができる。

・様々な場所や立場での業務が求められるが、その分徳島県のことを深く知ることができる。

・さまざまな部署で働くことができる環境。

・数年ごとに異動があるので、飽きない。

・県民の生活などを下支えする、やりがいのある業務に従事できる。休みが取りやすく、時間

休なども取れるので便利。

・いままで全然知らなかった世界を知ることができる。大変なこともあるが。

・行政事務は自分の専門知識を生かせる場だけではなく様々な部署にいくことになるが、いつ

か自分の携わりたい部署に配属されたときに今まで学んだ知識だけでなく多角的なものの見

方を身につけることができていると思う。
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・民間の方々と協議をしながら徳島の魅力を磨いていけることにやりがいを感じる。

・県庁の仕事は自分の人生設計にあわせた働き方をできるところが良いと思います。ばりばり

仕事したい今の時期は貪欲に行動するとチャンスが広がり、どんどん楽しくなるなあという

実感があります。

・行政事務職は事務の仕事だけでなく、配属課によってはイベント等の事業を進める仕事もで

きます。専門分野が限られていない分様々な課での仕事が経験できることが魅力である。

・行政事務職は、企業でいう事務系総合職というイメージです。徳島県内で、県庁ほど幅広い

業務を行っている職場はあまりないと思う。色々な仕事をしてみたい、色々な知識やスキル

を付けたいという人にはいいと思う。私は、同期が 170 人くらいいて、多くの人と関われる
のも魅力である。

・行政事務はなんでも屋なので、世の中のいろんなことに興味がある人にはいいんじゃないか

なと思う。どうしてもやりたいことをひとつにしぼれないだとか、これ一本で生きていきた

いというものはないけど色んなことに興味があるという人には合うんじゃないかなと思う。

・県の土地問題に関わっているが、経済や人口等様々なことと絡み合っておりとても面白いと

思う。行政事務はたくさん勉強しないとダメだが、その分県の行政に携われる使命感をもて

るのでやりがいを感じる。

・県を良くすることができる。

・器用さがあれば、いきなり契約を取ってくるなどのレベルの高い実務ができる。

・県職員同士、様々な職種の方と関わりが持てる。

・普段普通に生きていると関われないことに幅広く深く関われる。

・法律に基づいて仕事ができる。

・福利厚生がしっかりしている。

・自分の興味のある配属先になったらやりがいがあるのかもしれない。

・仕事の種類が多く、飽きることがない。

・一年目から責任のある仕事をすることができます。

・上司や先輩がとても優しく失敗をしても次へとつなげていける環境で、とても働きやすい。

【電気】

・技術者としての能力を伸ばしながら、公共への貢献ができる。

・業務内容。

【機械】

・自然の多い場所に行くことができる。

・ダムや工業用水の設備を点検・維持することにより県民の生活基盤を支えることができる。

また、点検などを通して知識が増え、成長を実感できる。

・大雨から県民を守るダムの管理や河川の警戒等、県民や自分の身近な人に貢献していること

を実感できる。

【建築】

・建築のさまざまな面に触れられる。

・様々な仕事内容を経験することができること。

・県の職員内での人数が少ないため、職種内で非常に縦のつながりが深い。

・建物は人々が生活する上で必要不可欠な存在。自身が携わった建築物を県民の方が利用するこ

とは大きなやりがいと感じている。
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【総合土木】

・徳島県の基盤となる社会資本整備に携わることができる。

・現場の様子が見れるのが楽しい。

・農家さんに直接関わる職種であり農家さんから多くの意見も頂くが、 魅力ある徳島の農産物

の下支えができるすてきな職種。

・公共事業なので、扱う工事の規模が大きいこと。

・今まで知らなかった専門知識が身につく。多岐にわたり知ることができる。（様々な部署に異

動があるため）

・県土に対して、大変大きな影響力のある仕事である。

・生活に欠かせない行政サービスを提供できる。

・総合土木では、県の工事に携われる。道路や橋、トンネルなど地図に残る構造物を設計するこ

とができ、自分が設計した構造物がたくさんの人々に利用してもらうのが一番の喜びでもあり、

やりがいでもある。

土木は一部の方を除き、感謝される仕事。工事が終わった後に庁舎に感謝の電話が来ることが

あり、その瞬間に誇りとがんばろうと思える職場だと思う。

・徳島県職員を始め、国家公務員も基本給が少なく、学校などの同期と比べてしまうと格段に低

いので、精神力が試される。ただし、確実にボーナスや残業代が五分単位でつくのでそこは、

民間とは違う良さである。

・専門技術を生かし、多様な施設に触れる事ができ、地域住民との交流もあり、様々な種類の仕

事を体験できる職種である。

・成果品がわかりやすい。

・民間土木と比べて仕事量が少ない。

・自分が携わった工事が形になる。

・一つの分野だけではなく、幅広い分野の仕事を行う職業ですので、がんばっていただけたらと

思う。

・自分が携わった道路や構造物を知人に話せる。

【農業】

・幅広い仕事に携わることができる。

農業に対して、行政・普及・研究と多方面から業務に携わることができる。

研究、行政、県民との応対など幅広い仕事に携われる。

徳島県に根ざした、専門の仕事に関する幅広い業務ができる。

・農家の人とたくさんお話ができるのが楽しい。

農業職は生産者と話す機会が多く、現場での対応が重要になってくる。環境や時期に合わせて

変わる現場の問題に取り組むのはやりがいがある。

・研究室ではできない体験がゴロゴロある。

・アットホーム。

・農業について詳しくなくても、現地で見たり農家や上司と話すことで勉強することができる。

・農家の方との交流や国や市町村との事業で様々な方と関わることができ、徳島県の農業につい

て地域を特定せず学び、発展に貢献できるところ。

・定時で帰ることが比較的できやすい気がする。

・地域産業に大きく貢献する職種ですので、やりがいはあると思います。また、農業が好きな方

にとっては天職だと思う。

・農業職は万代庁舎、研究センターと支援センターに分けられ支援センターでは直接生産者と関

わり徳島県の生産者と徳島県農業向上につながる仕事。
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【林業】

・現場に出て体を使うことも多いので、体力に自信がある人やデスクワークばかりはいやだと

いう人にとっておすすめである。

・森林保護から木育まで林業の仕事は幅広い専門性を培うことができる。

・大学で林学関係のことを学んでも、それを活用できる仕事は世間的にはそれほど多くない。

林業職は大学で林学を学んだ人にとって最適な仕事だと思う。

・林業職は担当範囲が広く、林業生産、森林づくり、鳥獣対策、森林土木工事など多岐に渡る。

デスクワーク以外に山の現場に行くことも多いため、.現場までのドライブ、森林浴がセット
で楽しめるいい仕事！

・自然に触れあえ、やりがいを感じること。

・現場も多く、事業体の方とよく関わる仕事。

・森林は様々な公益的機能を有し、徳島県の豊かさを根底から支えている。５０年後、１００

年後の未来を見据え、次世代の豊かさのために働くことが出来る点が魅力。

・県民局では現場にでる機会が多いので、外での仕事が好きな人は楽しいと思う。林業職員の

先輩方は教えるのが好きな人が多い印象。経験が無くてもやる気があれば、成長できる土壌

があると思う。

・自分がしていることが県民の役に立つこと。

・多額の補助金運用や、治山の工事などとてもやりがいがあること。

【水産】

・一般行政職とは異なり、基本的には水産関係の業務を担当することになる。そのため、学生時

代に水産を学んだ経験を活かすことができる。配属先に係らず、フィールドに出ることが多い

ところも魅力。

【化学】

・工業技術センターに配属された場合、専門的な分析や研究業務に携われるところ。

【管理栄養士】

・食品衛生、健康増進、臨床栄養、食品表示関係など様々な分野の仕事が経験できる。管理栄養

士としてこれだけ幅広い仕事ができる職場は他にないと思う。管理栄養士の人数は少ないが、

その分担当を超えて相談しやすい暖かい雰囲気がある。

・様々な業務に携わることができるので、管理栄養士として成長できるし、やりがいもある。

【心理】

・民間では限定的になりがちだが、県職員であれば様々な分野に携わることができる。一次予

防など公的機関だからこそ取り組みやすい業務がある。先輩方が優しい。

【薬剤師】

・さまざまな業務ができる。

・薬剤師の場合、調剤・服薬指導以外にも行政分野でも職務にあたるので、色々な仕事ができる

のが強みである。
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【保健師】

・病気や問題を抱えた方を個人だけでなく、地域全体で支えることができるよう、他職種と関

わってサポートできるのが保健師のやりがいだと思う。

・価値観、立場の異なる人と話ができる。→勉強になる。（障がいを持つ人、支援する人 等）

【診療放射線技師】

・モダリティが多く、放射線技師として働きがいのある職場である。

・幅広いモダリティにたずさわれるので、やりがいはある。

【臨床検査技師】

・やりがいがある。

・病気の発見、診断に役立つことができる。
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Ｑ12．先輩職員からのメッセージ。

【仕事】

・本気で取り組みを行い、場合によっては捨て身でことをなすぐらいの

覚悟がないとあなた方の子供の時代に日本は世界の置き去りになり、海

外への人口流出が加速します。

・公務員は試験よりなってからの方が大変です。実務に耐えられるように、

技術を磨いておけば安心です。

・単に「公務員は安定しているから。楽そうだから」と思っている方はい

ませんか？場合に（災害待機時等部署に）よっては、昼夜問わず県民の

ために働かなければないこともあります。その覚悟と熱い思いのある方

は、「ＶＳ東京」を実現するために一緒に働きましょう！

・市町村と国に挟まれている県の立場では、国政全体に関わるような大き

なことや地域住民一人一人に関わる細かな仕事は少ない。人の意見をま

とめて独自の方向性を打ち出すことが好きな人には向いているように思

う。

・やりがいのある仕事だと思います。ぜひ徳島県をより良くしていくため

に働けたらと思います。

・大学で学んだことを活かせる職場です！

・徳島県は課題が多い県ですが、そのために「事業を成功させて少しでも

目標達成に近づけよう」というやる気が出てきました。積極的に働きた

い方にはぴったりの職場だと思います。

・新聞、ニュースなどを見て、社会の動きに興味を持っておいた方がいい

と思います。文章を書くことが多いので、活字の本をたくさん読んでお

くといいです。上司や先輩と話すときに、趣味があれば話が弾むので、 行政事務

勉強するのと同じくらい、趣味やサークルなど楽しんでほしいです。あ ・

と、体力をつけて、早起きに慣れること。 一般事務

・公務員として働くことは決して楽なものではありませんが、知識や教養

が業務の中で得られるいい仕事だと思います。

・一緒に仕事しましょう。

・パソコンと法律の知識をつけておいた方が良い。

・民間企業ではできない、広域な分野について活躍できる魅力ある職だと

思います。

・自分のアイデアを出していく部分も、地道な資料作成もあるので、創造

性と几帳面さを兼ね備えている方に非常に向いている仕事だと思いま

す！しかし、一番大事なのは徳島県をよくしたい、徳島県のために働き

たいという熱い気持ちだと思います。その熱い気持ちをお持ちの方、是

非一緒に仕事をしましょう！

・幅広い関心をもつことが大事だと思います。

・説明会やインターンシップに参加し、どのような仕事を行っているのか

知っておくことは重要だと思います。

・処理すべき業務は山のようにあります。それなりの覚悟を持って取り組

みましょう。

・一緒に徳島県をより良くしましょう

・多様な業務を体験できる、良い職場だと思います。

・県を代表する仕事というと重圧がありますが、地域を支える仕事はとて

もやりがいがあります。一緒に徳島県をよくしましょう。

・徳島県職員は、県民のためにやりがいのある仕事ができます。ぜひ、チ

ャレンジしてください。
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・自分がやりたいことなど、しっかりと自分の考えを持つこと。 電気

・業務内容が自分に合っているかを考えて職種を選ぶのが大切と思う。

・一緒に働きましょう！ 機械

・徳島県や自分の身近な人の為にも、共に頑張っていきましょう。

・徳島県を盛り上げていきましょう。

・人前で話す力を身につける。

・いっしょに美しい県を創っていきましょう！応援しています。

・自分の出身地や慣れ親しんだ地域だけでなく、県全域を見渡す視野の広

さが重要です。 総合土木

・残業代やボーナスが多少景気に左右されますが、確実にもらえます。で

すので、自分のがんばり次第でお金をいただけますので、がんばって働

きましょう。

・パソコン関係のスキルがあると業務が楽になると思われます。

・ココにしかない仕事みつかります。

・一緒に徳島をよくしていきましょう。

・仕事を楽しめるか、そうでないかは自分次第だと思います。頑張ってく 農業

ださい。

・責任のある業務が多いですがその分やりがいもりますので、徳島県で働

こうと考えている方は是非就職先として検討してください。

・皆さんと一緒にお仕事ができることを心よりお待ちしております。

・一緒に徳島県職員として徳島の未来を明るくしましょう！

・事務仕事も多いですが、現場での情報収集も大切なことだと思います。 林業

・皆様が三者三様の強みを活かし、徳島県職員として活躍されることを楽

しみにしています。皆様と一緒に徳島県職員として働く日を心待ちにし

ています。

・目指す職種に関係なく、徳島県の魅力について知っておくと採用試験だ 水産

けでなく入庁後の職務にも生きてくると思う。

・薬剤師や獣医師のような資格が必要な職種以外は年齢制限さえ満たせば

だれでも受験できるので、徳島県職員として働きたいと少しでも感じて 化学

いる人は是非受けてください。

・管理栄養士の仕事は忙しいけれど楽しいです。私もまだ分からないこと 管理栄養士

だらけですが、一緒に頑張りましょう！

・色々な人と関わりながら仕事ができることは学びも多いです。 心理

・徳島県に貢献したい方はぜひ県職員に。

・これまでの仕事に飽きた薬剤師の方や、いろんな事をやってみたいと思 薬剤師

う薬学生の方は、公務員薬剤師を目指してみても良いと思います。

・生まれ育った地元で働くことができる徳島県職員はやり甲斐があります。 保健師

・徳島を好きという気持ちは、入庁前も入庁後も大切だと思います。

・たくさんの経験を積んでステップアップしていきたい方にはとっても良 診療放射線

い場だと思うので、目指して頑張ってもらいたいです。 技師

・徳島県のために働きましょう。 臨床検査

・徳島でくらす県民の皆さんの生活を良くするため一緒に頑張りましょう。 技師



- 21 -

【職場環境】

・優しい方たちばかりなので、安心して目指して下さい。

・真面目さと大胆さを併せ持つ優秀な人が多いなと感じます。どうしたら

徳島がもっとよくなるか、もっといい仕事ができるか真剣に考えている

人が管理職から新採まで本当にたくさんいてびっくりしました。いっし 行政事務

ょに徳島を良くしていく仲間になりませんか。 ・

・お堅いイメージの県職員ですが、入庁してみるとユニークな研修があっ 一般事務

たり、温かい上司の方々に出会えたり、個性豊かな同期と仲良くなれた

りと、刺激的な毎日を送っています。ぜひ、一緒に徳島県のために働き

ましょう。

・非常に働きやすく、県職員になれてよかったと思っています。試験勉強

を頑張ってください。 建築

・徳島県は多種多様の経歴の職員であふれています。あなたの経験を徳島

に還元してみませんか。

・県庁では仕事だけで無く、スポーツ大会などもあり年の差関係なく職員 総合土木

同士の仲を深め、仕事のやりやすい職場になっています。

【試験勉強】

・体調を崩さないように試験勉強をがんばってください。

・試験勉強は大変ですが、がんばってください。

・長丁場の試験で大変だと思いますが、うまく息抜きをしつつ、心身のバ

ランスを崩さないようにしながらがんばってください。試験当日に最良

の結果が出せるよう、お祈りしています。

・参考書などに載っている過去の判例は役に立った。社会人で目指す方は

仕事との両立が大変ですが、半年色々我慢して勉強に集中できれば大丈

夫。

・徳島県を良くしたいという気持ちだけでなく、もっとこうしたらいいの

ではという自分なりの解決策を考えてみることで、それを実現させたい

という気持ちが生まれ、就職活動のモチベーションに繋がる。時間があ

る間に観光地等に足を運んでみたり、様々な人から話を聞くことで、表

面的な部分だけでなく、問題の本質を知っておくと面接時等にも話しや 行政事務

すい。 ・

・採用試験を突破することは大変かもしれませんが、その先にはそれなり 一般事務

に良いことがありますので是非頑張っていただきたい。現在、民間企業

でお勤めの方で『お役所仕事なんて退屈だ！外回りがしたいんだ！』と

いう方も実際に働いてみると、現場仕事も数多くあり、印象が変わると

思いますので、説明会に参加する価値はあると思いますよ。

・公務員の試験対策だけでなく、さまざまな人生経験を積んでいくことが

合格への近道だと思います。

・受験勉強は大変かもしれませんが、そこで毎日こつこつ努力する習慣を

つけたことは県職員となってからも決して無駄になりません。晴れて県

職員となったそのときは、いっしょに徳島を盛り上げていくことができ

ればうれしいです。

・試験対策を始めるに早すぎることはありません。過去問を中心に沢山こ

なしましょう。率直に感想を言えば、質より量です。
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・何においてもやる気と情熱が一番であると思います。自分の携わりたい、

行いたい仕事に真摯に向き合い、まずは自分の考えを持って受験しても

らえればと思います。

・受験勉強はとても大変でした。プレッシャー等もあって大変だと思いま

すが、がんばってください！

・試験勉強をがんばって、一緒に働きましょう。 行政事務

・入庁を希望し、一定程度の努力をすれば、希望がかなう状況にあると思 ・

います（倍率の低下等）。 一般事務

・なぜ県庁を目指すのかを明確にしておくべき。

・みなさんの目標は最終合格ですよね！？筆記試験の突破に意識が向きが

ちですが、面接対策は早めに始めておきましょう！！

・採用試験は難しいと思いますが、しっかりと対策をしていれば必ず合格

できると思います。ぜひ、徳島県職員を受験していただき、次は同じ県

職員としてお会いしましょう。

・やるべき時にやるべきことをやっていれば問題なし。 機械

・試験勉強はより早い方が周りの人よりリードできますので、早く始めれ 建築

ば早いほど良いと思います。

・私は研究が忙しくて、採用試験の勉強を一切出来ませんでした。しかし、

大学院で身につけた論理的思考や文章を作成する能力で面接試験を突破

しています。自分にない能力、出来なかったことではなく、得意なこと

や今できていることを見つけて、自身をつけて下さい。 総合土木

・しっかりと分析をして受験をする事が大事だと思います。

・受験勉強頑張って下さい。

・しっかりと情報収集に時間をかけて就職活動することが最も重要です。

自分のやりたい分野や仕事を明確にすることが第一です。

・筆記試験の勉強は大変だと思いますが、面接対策も早めに準備した方が

いいと思います。体に気をつけて頑張ってください。 農業

・専門職の試験勉強は、就職後も役立つこともあるので、めげずにがんば

ってください。

・試験勉強はやることが多くて苦労していると思います。それでも合格の

通知を見たときの喜びはこの上ないものでした。徳島県を一緒により良

くしていきましょう。 林業

・専門試験はしっかりと勉強すること。林業の常識的な知識をつけるとよ

いと思います。

・勉強は大変だと思いますが、頑張ってください。
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【応援】

・辛いときもあきらめずに根気よく取り組むことが大切。

・徳島の明るい未来を共に創っていきましょう。

・頑張ってください。

・よく遊び、よく学んでください。

・徳島県が豊かになるように共に戦いましょう。

・一緒に働こう。

・私の後輩になり、仕事を手伝って下さい。

・受広い視野をもって徳島県を見てみてください。

・努力は嘘をつかないのであきらめずに頑張ってください。

・公務員と聞いてどんなイメージを持つかは人それぞれです。自分が公務員 行政事務

になりたいと強く思ったのなら、周りにどう思われよう言われようと、な ・

るように突っ走ってください。色んな人間がいますが、私の周りの人たち 一般事務

は皆素敵な人で、自分もいつかこうなりたいと憧れる人たちばかりです。

私も皆さんに出会えること楽しみにしております。

・頑張ってください。

・がんばってください。

・受験期間は、自分を見つめ直す絶好の機会です。結果だけにこだわらず、

受験を通した人格形成を心がけてください。

・学生の皆さん、勉強も大切ですが、積極的に様々な活動に取り組むことを

おすすめします。

・諦めず最後まで頑張って下さい。

・仕事も私生活もがんばってください。 建築

・自分を信じましょう。

・がんばってください。 総合土木

・ファイトー！！

・がんばって下さい。

・未来の自分を想像して、今動いてみてください。

・がんばってください。

・頑張ってください。 農業

・入ってから良い意味でも悪い意味でも入庁前とはイメージが変わると思い

ます。徳島県庁で働きたいと思った理由は人それぞれにあると思うのでそ

の気持ちだけは忘れないようにして欲しい。

・専門分野とそれ以外の書籍をたくさん読み、かつ自分の趣味を思い切り楽

しんでください。 林業

・前向きに何事も取り組み頑張ってください。

・あきらめない心を持つことが大切。

・頑張ってください。 管理栄養士

・頑張ってください。 診療放射線

技師
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