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令和２年度 新規採用職員アンケート

令和２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２年度新規採用職員 １２４名

２ 職種

事務系 ２職種（行政事務、一般事務）

技術系 １３職種（電気、建築、総合土木、農業、農業（畜産）、林業、水産、
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 合計

社会人経験あり 社会人経験なし

事務系 ３０ ２８ ４ ６２

技術系 ３６ ２５ １ ６２

合計 ６６ ５３ ５ １２４

４ 質問項目

Ｑ１．県職員を目指した理由
Ｑ２．公務員を目指そうと思った時期
Ｑ３．受験勉強を始めた時期
Ｑ４．徳島県が主催・参加する説明会等への参加経験
Ｑ５．採用試験前にやっておけば良かったと思う試験対策
Ｑ６．最終的に徳島県職員を選んだ理由
Ｑ７．県職員として働いてみた感想
Ｑ８．職種の魅力
Ｑ９．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。（複数回答可）

●徳島県内で働きたかったから （８５名）

●安定しているから （６３名）
●徳島県の発展や地域貢献に関わりたかったから （５１名）

●福利厚生がしっかりしているから （４３名）
●取り組みたい仕事だったから （３２名）

●幅広い仕事ができるから （２７名）
●専攻分野の正規職員として働けるから （２７名）

●プライベートが充実できると考えたから （２４名）
●なんとなく （ ８名）

●その他 （ ２名）
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Ｑ２．公務員を目指そうと思った時期は。

Ｑ３．受験勉強を始めた時期は。
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Ｑ４．徳島県が主催・参加する説明会への参加経験は。
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Ｑ５．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

⇒ 専門科目の勉強（３名）
・法律関係の試験勉強をもっとしっかりしておけば良かったと思います。

⇒ 教養試験対策（１名）

（２）２次試験対策

⇒ 面接対策（６名）
・面接対策における自己分析

⇒ プレゼンテーション対策（４名）
・人前でプレゼンや発表をする練習をしておくと良いと思います。

⇒ 小論文対策（２名）

（３）その他

⇒ 県の施策を勉強しておく（５名）
・県ＨＰなどで徳島県の課題や重点施策などを確認して、それに対する自分なりの

考えや課題解決に向けた施策を考えてみる。

⇒ 新聞を読む（２名）

【技術系】

（１）１次試験対策
⇒ 教養試験対策（４名）

・一般教養の試験対策をもっとしておけばよかったと感じた。

⇒ 専門科目の勉強（２名）

（２）２次試験対策
⇒ 面接対策（５名）

・面接対策を早めに行い，十分な準備をあらかじめしておくことが重要だと感じた。

⇒ プレゼンテーション対策（５名）
・プレゼンテーションの質疑応答。

⇒ 小論文対策（４名）
・二次試験の対策を早い段階でしておけばよかった。

（３）その他

⇒ 新聞を読む（４名）
・受験職種に関連するニュースや新聞記事を見ること。

⇒ 県の施策を勉強しておく（２名）
・自分の専門分野以外での徳島県の政策や事業など
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Ｑ６．最終的に徳島県職員を選んだ理由は。

【事務系】

（１）徳島で働きたかったから（１０名）
・地元を盛り上げたいと感じたため。

・故郷の発展に貢献できるから。

（２）異動の少なさ（７名）
・徳島県外への異動が少なく、将来的に子育てしながらでも働き続けられるため。

・政令指定都市や中核市が無い（県全体を見ることができる）

（３）第一志望だったから（７名）
・徳島県職員になりたい気持ちのほうが強かったから。

（４）その他
・公務員として，大きい仕事ができると思ったから。

・全国の公務員給料で上位だったから。

【技術系】

（１）第一志望だったから（９名）
・したい内容が県職員であったから

・安定性、第一希望であったため

（２）徳島で働きたかったから（３名）
・馴染みのある徳島県で働きたいと思ったから。

・地元で働きたかったため。

（３）異動の少なさ（１名）
・基本的に県内での異動になるから

（４）その他
・利益を追求せず県民のために働く姿勢が、自身の求める職業観と合致していたため。

・様々な種類の職務を経験し、自己発展の機会が多いと思ったから。
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Ｑ７．県職員として働いてみた感想は。

【事務系】

（１）職場の雰囲気がいい（１８名）
・職場は温かい雰囲気です。制度のことなど初めは分からないことばかりでしたが、上司

の方が丁寧に教えてくださり、少しずつ仕事ができていると実感しています。

・初年度から課の目玉となるような事業を担当させていただくことも多く、大変ではある

が達成感ややりがいは感じる。課によって職場の雰囲気等は異なるが、私が所属してい

る課は、雰囲気がよく、上司もやさしいので、毎日頑張ろうという気持ちになれる。

・以前の民間の勤め先と比べて、全体的に皆さん優しく、接しやすい雰囲気で驚きました。

（２）働きやすい環境（１３名）
・仕事量は程よく，プライベートも充実できている。職場は女性が多いこともあり，相談

しやすく働きやすい。

・上司は気さくな方が多くとても働きやすい。自分もこんな上司になりたいと思う。業務

内容は、まだまだ慣れないことや知らないことが多いため、これからも学んでいきたい。

・一人一人に割り振られた仕事を黙々とこなしていくことができ、魅力があります。また、

職場間での連携・コミュニケーションもとりやすく、上司に質問などしやすい環境は良

いと思います。

（３）思ったより忙しい（６名）
・思っていたより忙しい。

・職場は全体的に忙しいがその中でも業務についてはよく相談に乗ってくれて安心できる。

一人が抱える業務量は多いように感じる。

・仕事は難しく、量もそれなりに多いが仕事場の雰囲気はゆったりしており、居心地は良

いです。

（４）その他
・長期的には幅広い仕事に携われると思います。公務員は最初から「誰にでもできる仕事」

なのではなく,先輩方が工夫しながら「難しい仕事」を「誰にでもできる仕事」に作り上
げてきて下さったのだと感じます。

・お弁当がいろんなお店のものを選べてうれしいです。水曜日のノー残業デーが徹底され

ていてありがたいです。

・想定以上にパソコン能力が必要。
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【技術系】

（１）職場の雰囲気がいい（２２名）
・分からないことがあれば丁寧に教えてもらえます。職場全体の雰囲気として、仕事を教

えよう・育てようという雰囲気を感じます。

・今まで経験したことのない業務内容であるが、職場の雰囲気が良く、誰にでも尋ねるこ

とができるので、なんとか業務を遂行していくことができている。

・職場の雰囲気がよく, 業務内容についても上司が根気よく教えてくださり, サポートして
もらえるのでよかったです。

（２）働きやすい環境（１５名）
・職場でのサポートが手厚く、研修等も多いため、着実に仕事に慣れるための環境が整え

られています。ミス等があっても職場内でカバーをしてもらえるため、安心して働くこ

とができています。

・所属の職場環境、新採同期にも恵まれ良好な毎日を過ごし満足している。

・職場環境は良好で、人間関係にも現状不満は特にない。専攻の知識を活かせてよい職場

であると思う。

（３）思ったより忙しい（７名）
・仕事は大変だが、職場の雰囲気は明るく高い志を持っている人が多い。

・大変なことも多いが、職場環境（人間関係、福利厚生等）がとても良いため、楽しく仕

事ができている。

・仕事量が多く、書類等の締切期限に追われて、なかなか仕事の内容を復習する時間がな

いことが辛い。しかし、職場の雰囲気や人間関係は良く、分からないことは教えていた

だけるので、環境はよかったと感じる。

（４）その他
・幅広い業務のためさまざまな専門分野の勉強ができること，自分の仕事が県民の方のた

めに役立っていると実感ができたことなど，実際に働いたことで実感することができた。

今後も職員として貢献できるよう努めたい。

・現場で働くに当たって知識不足を痛感している。社会人になってからの方が学ぶことが

多いと感じた。

・休みも取りやすく、オンとオフのメリハリを付けやすい。
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Ｑ８．職種の魅力は。

職種 回答

行政事務 ・自分で考えてプロジェクトや政策を進めていけることは面白いです。地

（大学卒業程度） 道な業務も多いですが、自分の業務がいつか県民のためになると思うと

やりがいを感じます。

・行政事務でも、イベントに携わった仕事（取材等）もあったりと様々な

経験ができる。多様な職種を経験できることが大きな魅力だと感じてい

る。

行政事務 ・徳島県の課題を解決するために，様々な業務を行うことができるので，

（県外社会人枠） 日々勉強になります。また，徳島県出身の自分でも，これまであまり知

らなかった徳島県を知ることができるのも，非常におもしろいと思いま

す。

・様々な事業を所属内で企画，立案し，適切に執行することで，徳島県行

政の発展に寄与するというやりがいを感じることができる。

一般事務 ・自分の仕事が直接ではないかもしれないけれど、県民の皆さまの生活を

支えているという実感が湧く。

・県民の方からのアンケートで、喜びの声や感謝の声などがあったときに

非常にやりがいを感じるとともにモチベーションにもなる。

電気 ・今まで培ってきたことを活かせる職場なので，安心して働けると思いま

す。

建築 ・県有施設の工事に携わる貴重な経験ができる。

・普段の業務によって、県民のみなさまの財産である建築物や生命を守る

ことができる。

総合土木 ・総合土木職は、やはり県民の皆様の生活に欠かすことのできない社会イ

ンフラの整備に携われるので社会貢献をしている実感が得られる。

・机での事務作業だけではなく、現場に行っての監督業務などを経験でき

る

農業 ・農業職でも普及から事務、研究など幅広い仕事ができると思う。

・関西地方だけではなく、日本全国で活躍できる徳島県の農産物を生産し

ている方々に寄り添い、高め合うことができる職種であると思います。

農業は人類が生きる上で必要な産業です。徳島県は多くの品目で日本全

国を支えている重要な立ち位置である事を意識でき、今後の発展にも大

きく関わることができる。そのようなところに魅力があると考えます。

農業（畜産） ・山で放牧したり家畜に触ったりできるのでおすすめです。

林業 ・現場作業員・組合などのさまざまな方に出会え話すことができ，大学で

は知る機会が少ない実際の現場や人に出会え学べること。また，植栽後

の年数が同じでも地利条件による生育の違いが見られたり，林業の課題

となることに直で話を聞けたりと勉強になる場が多いところ。これらを

踏まえ，森林・林業の分野に仕事として携われることが一番の魅力だと

考えます。
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・県の面積の 4分の 3を占める森林に関する仕事です。言わばここでの仕
事は徳島県の 4分の 3に影響を与えるようなものです。徳島県や徳島県
民のために働きたいのであれば林業に携わるのが一番だと考えていま

す。

水産 ・直接、地域の生産者の方の意見を聞くことができる点、徳島県の農林水

産業を支える力になることができる点です。

・魚とふれあう機会がある。

管理栄養士 ・栄養や食事だけではなく、運動や禁煙など広い視野で、県民の健康習慣

に寄与できる

・食や健康について、ハード・ソフト両面から関わることができる

心理 ・人の生活に直結する責任の重い仕事ですが、その分上手くいったときの

うれしさも大きいです。

薬剤師 ・薬剤師は薬を扱うだけなく、公務員薬剤師として薬剤師が働く薬局や製

薬企を行政面で支えられ、また衛生分野（食品や環境）にも携わること

ができ、幅広く活躍することができる。薬剤師の中で数％しかいない公

務員薬剤師だが、やりがいのある仕事なのでぜひ目指していただきたい。

・毎日色々なことを学び，吸収できる。

保健師 ・県民の健康を考えた事業を、立案し、実施していくことができること。

診療放射線技師 ・県立病院という立場から地域医療を担うことができる。
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Ｑ９．先輩職員からのメッセージ。

職種 回答

行政事務 ・県を良くするために、できることは数え切れないほどあります。一緒に

（大学卒業程度） 働ける日を楽しみにしています。

・つらいときもあるかと思いますが、勉強がんばってください。勉強だけ

ではなく、いろんな事に興味を持って取り組むことも大切だと思います。

頑張ってください。

・採用試験等での勉強は大変ですが、社会人となっても勉強することは多

いです。先輩職員さんや色んな方から学んでいこうという意欲を持ち続

けると共に、自分自身を磨くためにも、仕事以外にも、趣味や特技に取

り組む時間を積極的に楽しんで下さい。

行政事務 ・大変な仕事ですが、徳島の発展に貢献でき、徳島の未来を創造できる魅

（県外社会人枠） 力があります。是非、一緒に頑張りましょう。

・人も優しい人が多く、働きやすいです。また、２年から３年に一度異動

があり、さまざまな業務に携わることができますよ。ぜひ一緒に働きま

しょう。

・民間企業に比べると華やかさはないかもしれませんが、県民の方の生活

を支える基盤となる仕事で、やりがいは非常にあります。コロナの影響

で、テレワークやワーケーションの普及や生活様式が変わってきており、

行政としても柔軟な対応が求められています。そこをうまく対応するに

は、外からの意見や若い新しい意見は必ず必要になると思いますので、

ぜひ徳島県職員となって、一緒に様々な問題に取りくんでいきましょう。

一般事務 ・一緒に徳島県を盛り上げていきましょう！

・地元貢献というやりがいをもてる仕事です。

・覚えることが多く大変ではありますが、努力したことについてはちゃん

と評価して貰える職場です。

電気 ・同期には新卒や民間から転職された方など幅広い印象です。また、上司

や同僚はいい人が多く、働きやすい環境だと思います。

建築 ・建築職は人数も少ないので、１年目からいろいろな事を任されることも

あり、やりがいがあります。ぜひ一緒に県職員として働きませんか？

・接客能力を学生の頃から磨かれているとよいと思います。

総合土木 ・幅広い業務領域があり大きな魅力があります。ぜひ県職員としてやりが

いのある仕事をとおして社会貢献を一緒にしていきましょう。

・周囲の就活がひと段落してから始まる試験は、モチベーションの維持な

ど大変なことも多いと思いますが頑張ってください。やりがいのある仕

事が待っています。

農業 ・地元のよさを感じながら、仕事ができます。これから県職員を目指され

る方へ、一緒に働ける日を楽しみにしています。

・実際働いて見るまでは不安なことも多かったですが、先輩職員の方々は

良い方ばかりですてきな職場だと思います。最後まで諦めずに頑張りま

しょう！
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農業（畜産） ・健康に気をつけて一緒にがんばりましょう。

林業 ・徳島県の林業職員として一緒に頑張っていきましょう！試験勉強や卒業

論文の並行は大変だと思いますが、今しかない学生生活を十分に楽しみ

ながら過ごしてください。応援しております。

・具体的でも抽象的でも何でもいいので目的を決めることです。なにかし

ら目的があれば、頑張ることができると思います。

水産 ・徳島県は、暖かく自然が豊かで住みやすい地域だと思います。県民を支

える県職員として働き、徳島での充実した生活を過ごせるよう応援して

います。

管理栄養士 ・様々な職種の方と協力し合いながら働けます。一緒に頑張りましょう。

・職場によって仕事内容は様々ですが、学べることは本当にたくさんあり

ます！新しいことが好きな方、県職員として一緒に高め合っていきまし

ょう

心理 ・県職員でも、民間企業でも、仕事に取り組む姿勢はかわらないと思いま

す。頑張ってください。

薬剤師 ・調剤や服薬指導だけではなく検査や行政事務の仕事を行うことができま

す。様々なスキルを身に付けたい方にはおすすめできます。

・徳島県は人口減少や魅力度ランキングも最下位とマイナス面があります

が、いざ住んでみると良いところが多く、他県には負けない魅力を持っ

ています。徳島県を発信していき、徳島県職員として、ともに徳島県を

盛り上げていきましょう。

保健師 ・勉強だけではなく、自分がしたいと思う何かを持つことが大事だと思い

ます。
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