
新規職員に、受験者の皆さんが気になるところをあれこれ聞いてみました。
（アンケート回答者：平成27年度新規採用職員１７１人（行政職75人、技術職96人 ））

合格までの道のり 編

１ 県職員になろうと思ったきっかけ・理由は何ですか。
地元宮崎のために働きたかった（地元に帰りたかった （７２人）NO１ ）

【その他】
・いろいろな経験ができると考えたため（幅広い業務が魅力 （３０人））
・学生時代に公務員と関わりを持ったのがきっかけ（１１人）
・福利厚生がしっかりしているから（７人）
・親族に公務員が多かったため（７人）
・両親の勧め（６人）

２ 受験勉強を始めた時期は１次試験のどれくらい前ですか。
【行政職】 【技術職】

３ １日の勉強時間はどれくらいでしたか。
【行政職】 【技術職】
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４ 受験にあたってどんな勉強・工夫をしましたか。

１次試験（筆記試験）

問題をひたすら解く（４２人）NO1
【その他】
・出題割合の高い問題を重点的に勉強する（苦手、得意科目等に絞る （３０人））
・参考書（テキスト）を熟読した（１５人）
・得意分野と苦手分野を把握し、重点的に勉強した（１０人）
・スケジュール管理をしっかりした（効率的に勉強した （６人））

（ ）２次試験 面接試験等

先生、友人、家族、講座等を活用して練習した（６５人）NO1
【その他】
・普段からの意識、情報収集や調べ学習をした（新聞、インターネット等 （１７人））
・自己分析に努めた（経験等の整理 （１３人））
・本心や本音をそのまま伝えること（１３人）
・回答を一通り考えた（１２人）
・話したいことを口に出してみること（意見を伝えられるように練習した （８人））
・議論、面接の仕方を学んだ（７人）

５ 「試験前にしておけばよかったな」と思うことを教えてください。
２次試験対策（集団討論、面接等 （１８人）NO1 ）

【その他】
・計画的な勉強（もっと早めから勉強しておけば良かった （１３人））
・１次試験対策（１３人）
・宮崎県についてもっと知ること（県政等 （９人））
・専門知識の勉強（８人）
・全体的にもっと勉強しておけばよかった（７人）
・日頃からニュースに関心を持つこと（新聞等を読むこと （７人））

、 ）・行政が企画するイベントやボランティア インターンシップに参加すれば良かった(６人

併願状況 編
【全体割合】

１ あなたは宮崎県以外の公務員を
受験しましたか。

はい いいえ

行政職 ６５ １０

技術職 ４７ ４９

計 １１２ ５９

はい

65%

いいえ

35%



受験箇所数（名）

２箇所 ３箇所 ４箇所 ５箇所 ６箇所以上

行政職 １１ ２０ １４ ８ １１ ※無回答１

技術職 ２２ １２ ９ ２ １ ※無回答１

併願先の試験結果（名）

合格 不合格

行政職 ４４ １９ ※無回答２

技術職 ２５ １８ ※無回答４

２ 他の公務員試験に合格した人にお聞きします。なぜ、宮崎県庁を選んだ
のですか。
県職員が第１志望だから（３１人）NO1

【その他】
・県に合格したから（１４人）
・宮崎県職員として働きたいと思ったから（１１人）
・宮崎県で働くことを目標としていたため（６人）

３ あなたは民間企業の就職活動をしましたか。
【全体割合】

途中で活動を
はい いいえ 辞めた

行政職 ９ ６０ ４

技術職 １８ ７２ ６

計 ２７ １３２ １０

※無回答 行政職２

４ 民間企業の内定を辞退し （または途中で活動を辞め）県職員を選択さ、
れた理由は何ですか。
公務員になると決心を固めたため（勤務形態や職務内容が魅力 （８人）NO1 ）

【その他】
・第１志望が宮崎県庁だったため（７人）
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採用後 編

１ 県職員となって実際に働いてみてどのように感じましたか。
仕事が大変（忙しい （３３人）NO1 ）

【その他】
・上司に恵まれた（優しい人が多い （１８人））
・やりがいがある（１７人）
・学ぶこと、覚えることがたくさんある（法律等 （１３人））
・働きやすい環境が整っている（明るい （１０人））
・業務が幅広い（様々 （９人））
・仕事が楽しい（８人）
・新規職員であっても思っていた以上に責任がある（６人）
・職員同士協力しながら職務に取り組んでいる（コミュニケーションが大事 （６人））

２ 入庁前と入庁後で、県の仕事や県職員に対するイメージのギャップはあ
りましたか。

堅い、まじめ （３７人） スポーツマンや優しい人が
（雰囲気、職員、仕事） 多い、職場の雰囲気が明るく

働きやすい

残業が少ない、定時に帰れる 時期や部署によるが残業も
（３１人） ある（忙しい）

３ 自分自身が変わったと思うところ。
コミュニケーション能力が高くなった（２１人）NO1

【その他】
・責任感が出てきた（１２人）
・公私ともに積極性が出てきた（１０人）
・規則正しい生活になった（１０人）
・物事のとらえ方、考え方が変わった（思慮深くなった （８人））
・社会人としての心構え（県職員としての意識）ができた（７人）
・自分自身のマネジメントを始めるようになった（６人）
・周囲に目を配るようになった（視野が広がった （６人））
・日常生活でも節度ある行動をとるようになった（６人）

４ 入庁してからの失敗談があれば教えてください。
業務に時間がかかりすぎて遅れが出てくることがあった（１６人）NO1

【その他】
・上司への連絡不足により業務に支障が出た（報告、連絡、相談不足 （１３人））
・電話、来客対応で失敗があった（１０人）
・調査、勉強、確認不足（７人）



５ 「宮崎県職員になってココがよかった！ 」
多くの人と関わることができる（人脈が広がった、働きやすい環境 （４２人）NO1 ）

【その他】
・県民の方に感謝される（人の役にたてる、宮崎県の役にたてる （１８人））
・福利厚生が充実している（プライベートも充実する （１５人））
・やりがいがある（１０人）
・幅広い業務に携わることができる（幅広く学べる （８人））
・行政について意識するようになった（仕事の意義等を強く感じる （７人））

６ 受験者へのメッセージ

・自分が今している仕事も最終的には県のためになるので、県の発展に役立ちたいと思っ
たなら、県職員になった方が良いと思います！

・レベルも高くなっており、失敗することもあるかもしれません。でも何回でも挑戦し、
夢をあきらめずに頑張ってください！

・宮崎県に貢献できる上、多くの分野に携わることができる仕事はほかにはないと思いま
す。県と自分を活性化させられる素敵な職場なので、試験勉強に励んでください！

・採用試験は年齢や学歴に関わらず公平に行われています。くじけそうになったりあきら
めそうになったりすることも少なくないと思いますが、どんな境遇にあっても勉強を続け
てください！

・県で働いていると宮崎県について様々な事を質問されることがあるので宮崎県の良いと
ころや県内での出来事、ニュースを関心を持って見ながら宮崎県について知ることも大事
だと思います！

・やりがいのある仕事がたくさんあるので、宮崎が大好きという方は県職員として宮崎を
盛り上げて行きましょう！

・県のために努力する大変な仕事だが、それなりにやりがいがあり「県職員」という誇り
を持って働けるので頑張ってください！

・県職員と一口に言っても様々な仕事があります。ただ、どんな仕事に就いても県民の方
々の役に立ちたいという気持ちがある方にとっては、他にはないやりがいのある仕事なの
ではないかと思います。

・いろんな職種の方と知り合うことができ、こんな仕事もあったのかと気づくことが多い
です。研修等、サポートがあり働きやすいと思います！

・良い大学を出た人が必ず良い仕事をするかというと、必ずしもそうではないと入庁して
感じました。履歴書を書く中で「弱いな」と感じる人がいるかもしれませんが、全ては入
庁してからの頑張りが大事だと思います。ですので、学歴等はあまり気にせず、自分をし
っかりアピールしてください。１次試験もしっかり頑張ってください！


