
（１）「宮崎県職員になってよかった！」と思うことは？

職種 回答

一般行政 漠然と抱いていた、郷土愛をかたちにでき、故郷に還元できていると感じられること。

一般行政 未知だった分野に触れる機会ができた。

一般行政
・他業種の友達と比較しても，年休を含め休みが取りやすく、自分なりのペース配分で仕事をすることができる。

・不況時にも安定した収入が得られ、心の安定にもつながる。

一般行政

周りの先輩や上司の方は、様々な職種で、いろんな経験をしてきているため、話の一つ一つが非常に面白くためになるものが多

い。

県民の役に立っている、県のためになっていると感じたとき。

基本的に土日祝日が休み。
一般行政 休みがしっかりと確保できる。

一般行政
地域に貢献できていると感じること。

人のために働き、目に見える形で貢献できていると感じること。

一般行政 福利厚生が手厚い。ボーナスが出たこと。

一般行政 定時退庁しやすい環境にあること。

一般行政

宮崎の魅力的なところ、楽しいスポットなどを知る機会が大いにあるため、私生活でそれらを反映させて充実させることができ

ている。

面接の際に、宮崎の方々は、人が良い、温かい人格の方が多いと述べたのですが、それに違わず、県職員の方もよい人が多く、

良好な職場環境であると感じる。

一般行政

前職までは、営業職として価値をお金に換えることばかり意識し

サービス＝人が選択するものという認識だった。

宮崎県の職員になったことで、様々なサービスの根幹を見ることが

できたため、今まで意識したことの無い行政サービスの意味や効果を

考えるようになり、自身の仕事が人につながる感覚を持つことが出来た。

一般行政

大きく分けて、２点あります。１点目はワークライフバランス、２点目は業務へのやりがいです。

まず１点目についてです。

私は県外出身者ですが、妻の地元である宮崎で子育てをしたいと、転職を決意しました。

前職では県をまたぐ転勤、宿泊を伴う出張及び深夜残業が頻繁にあり、中々家族の時間が取れませんでした。県では、ワークラ

イフバランスの向上に積極的に取り組んでおり、原則定時退庁（これは所属次第という面が大きいかと思いますが）ができてい

ます。家族との時間が取れるようになったことが、県職員になって一番よかったと思うことです。

次に２点目です。複雑な内容の仕事も多くありますが、上司や先輩職員の方が親身になって相談に乗ってくれるので、安心して

仕事に取り組めています。逆に、「これは効率が悪いのではないか」といった提案を自分からしたときも、意見をしっかり受け

止めてもらっています。転職者や経験の浅い職員であっても、「正しいことは正しい」と発言することができ、やりがいをもっ

て仕事に臨めています。

一般行政

コロナ検査の応援をする中で

住民の方々に「お疲れ様です。」「対応ありがとうございます。」と言われた時は

微力ながら、住民の方の為に仕事が出来ていると感じる事が出来て嬉しかったです。

一般行政 定時退庁できたり、年休を取りやすい職場環境なので、生活にゆとりを持てていること。

一般行政 県民と多く関わることがあり、要望等に前向きな回答ができたとき、感謝されたときは仕事のやりがいを感じます。

一般行政
良い上司・先輩方に出逢え、のびのびと仕事をさせていただけている環境があること。

休みを取りやっすかったりと、福利厚生がしっかりしている点。

一般行政

県外の大学から宮崎に帰ってこれたこと。

合格が決まったとき祖父母や家族が喜んでくれたこと。

土日に自分の時間が取れる。

一般行政
・やりがいを感じられること

・職場の雰囲気が良いこと

一般行政 安定しているため、人生設計をしやすい。

一般行政 一般行政であれば、知事部局や教育委員会を回ることになるため、いろいろな面で宮崎県を見ることができると思う。

一般行政

入庁する前は定時退社のイメージがあり、入庁後非常に大変に感じることも多かったのですが、県民のために必ずやらなければ

ならない必要な仕事をしている、というやりがいや達成感、責任感を感じることができるところです。また、大きな組織であ

り、事務は本当に幅広いためさまざまなことが経験できるところです。

一般行政
・出身である宮崎について、より深く知ることが出来ること。

・働きやすい環境があること。

一般行政 宮崎県を拠点としながらワークライフバランスを考えるなら県職員は良い選択肢になると感じました。

一般行政 様々な場所で勤務できる。

一般行政 気の合う同期や何でも話せる同期と出会えたこと。

一般事務

県職員になって初めて学校事務も県職員の仕事なんだと知りました。学校事務がどういった仕事をしているのか自分が学生の頃

は全く考えていなかったので、生徒が過ごしやすい環境を整えるために多くの業務をこなしていることを知り、感謝の気持ちが

大きくなりました。

-1-



職種 回答

一般事務

社会の厳しさや社会人としての責任を学ぶことが出来ている。

辛いことも沢山あるが、毎日成長できていると思う。

私は学校事務をしているため、少しではあるが、生徒と交流できて楽しい。

業務はまだ慣れないところもあり、大変なこともあるが、良い刺激を受けている。

一般事務
職場の先輩方が仕事でわからないことがあったら、優しく教えて下さるため、働きやすい雰囲気の職場であること。また、仕事

を通して、新しい知識を得られたりすることが楽しい。

一般事務

まず、結論から私は、宮崎県職員になってよかったと心から思います。入庁前の県の仕事や県職員に対するイメージと実際働い

てみて思うことは、仕事に対する達成感を感じることや、また周りの方々や上司からのフォローもあり、想像以上に楽しく仕事

しやすい環境だなと思いました。また、宮崎県職員は私の夢でもあり、様々な業務を任されていただくと思うので今後も楽しみ

です。

一般事務
公立小中学校の事務職員として採用されたので、学校ならではの行事に参加し児童生徒と交流を深めることができるのでその点

は大変貴重な体験だと思っています。

一般事務 世界が広がったと感じています。

一般事務
やりがいを感じながら、仕事が出来ていることが宮崎県職員になって良かったと思う所です。

あと、職場の方がとても優しく、丁寧に教えてくださるので仕事に励みやすいところです。

一般事務 固定給なので、月々の見通しが立てやすい。

社会福祉 とても頭の回転が速く、優秀で自分の目指すべき先輩方が多くいる。

社会福祉 少しでも県民が安心して生活できるように力になれたと感じたとき。

電気 地元宮崎県のために自分が行っている仕事が役に立っていると考えると、仕事に対して達成感を感じられる。

土木
業務についての質問に丁寧に教えてもらえる。

様々な制度等があり、働きやすい。

土木 休みがしっかり取れること。

土木 地元である宮崎の行政に携われること。

化学 両親や祖父母が喜んでくれたこと。

農業 幅広い方と関わりがあり、仕事もプライベートも充実していること

農業 宮崎県の農業の発展に少なからず寄与でき、将来の宮崎県の農業をコーディネートできること。

農業 休みがとりやすい雰囲気で、プライベートも充実できる。

農業 ワークライフバランスや福利厚生が充実している。

農業 研修がとても手厚く、またハラスメント等への職場での意識も高い。なにより、今の職場の方がとても優しく雰囲気が良い。

農業
県職員は、精神的に大人だと感じることが多くある。情緒が安定している。指導いただく際にも、言い方が優しい。

余計なストレスを感じることが少ないので良かったと思う。

農業
私は、農業職なので農家の方とふれあう機会が多いのですが、困ったことに関して何か支援ししたことで、感謝されると非常に

うれしくなり、県職員になって良かったと思います。

農業 県内勤務なのでコロナ禍でも比較的帰省しやすい。また、長期休暇でなくても土日などで帰省できる。

農業土木 休みが多く、自分の時間が作りやすい。趣味に時間を多くかけられることはとてもよかった。

畜産 同期や他所属の先輩方との交流を通して、自分の担当分野以外についても学ぶ機会があること。

林業

私は隣県の県職員からの転職で入庁したのですが、自分の出身県の県職員として働けることに喜びを感じています。

また、自分の所属外などで、県の振興に繋がる業務が進んでいるのを見たり聞いたりすると、同じ県職員として嬉しくもあり、

自分も頑張る活力になります。

地元愛、郷土愛の中で仕事ができることにとても満足しています。

保健師

様々な職種の方と係わることができてとても楽しいです。

サークルもあるので、終業後に参加しています。

コロナが落ち着けば、もっと気軽に参加することができると思います。

薬剤師

・様々な職種の方がいるので、今まで知らなかったことを学んだり、交流できること。

・現在の配属先では、定時退庁する人も多く、定時で帰りやすいこと。

・休みを取りやすいこと。

獣医師
現在の職場について

明るい性格で、親身になって指導して下さる先輩が多く素敵な職場だと感じています。

獣医師 大きな組織で働いているので、安心感がある。

獣医師 前職と比べて家族といる時間が増えました。
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（２）県職員志望者へのメッセージ

職種 回答

一般行政 思ってたよりきついけど、まあまあ楽しいです。

一般行政
やりがいのある仕事ができます。

宮崎県をより良くするために、共に頑張りましょう。

一般行政
幅広い業務を通して、様々な角度から宮崎のために貢献できるところが魅力です。ひとりひとりの職員の頑張りがつながっ

て、宮崎県が発展していくと思うとがんばる気力が湧いてきます。一緒にがんばりましょう！

一般行政
仕事の一つ一つが直接的ではないにしても、必ず県や県民のためになるものであるため、宮崎県が好きであれば、ぜひ宮崎県

職員になってほしいと思います。

一般行政
つらい仕事もあるかと思いますが、やりがいもある仕事です。

頑張ってください。

一般行政 就職・転職活動頑張ってください。

一般行政
多忙な職場もあると思いますが、福利厚生もしっかりしていますし先輩方も親切で自分の知識や能力を高められる環境にあり

ます。ぜひ一緒に働きましょう。

一般行政 試験は大変ですが、頑張ってください！

一般行政

社会人枠で検討されている方は給与面の不安があると思います。

私自身の状況で言えば、地元である宮崎に戻ることで、子育て環境が良くなり、これまで専業主婦であった妻が働くことがで

きるようになり、収入は大きく変化せずに済みました。（節税にも）

また、以前よりストレスフリーな環境での生活に満足しております。

転職にあたっては、不安要素も多くあると思いますが、生活トータルでの計算から転職のすべきかどうかを検討されることを

おすすめします。

一般行政

県外から県庁へ就職してまだ1年も経っていませんが、宮崎で暮らして働くことにかなり魅力を感じています。

私は漠然と宮崎の魅力をより知ってもらいたい、広めたいとの思いで入庁しましたが、実際に働く中で少しでも貢献できる仕

事ができているように感じます。

県庁は、何をやっているか正直わかりませんでしたが、様々な場面で、多くの職員が動いていることも分かり、世の中の動き

が少し見えるようになった気もします。

何か宮崎のためにしたいと少しでも考えている方は、県庁で働いてみて、具体的に考えていくのもいいのではと思います。

一般行政 イメージややりたいことにマッチしているか、よく情報収集してから受験するのがいいと思います。

一般行政
民間企業と大きく違う点として、一生懸命取り組めばおおよそ成果がでるような仕事ではないですが、誰かがやらないと当た

り前の社会が成り立たない事を実感出来ます。仕事の価値観を変えることができる仕事です。

一般行政

県職員としてまだ１年目ではありますが、転職をしてよかったと思っています。

全庁を挙げてワークライフバランスの向上に取り組んでおり、公私ともに充実させることができる職場だと思います。

業務内容については多岐に渡り、日々勉強は必要ですが、県の公務は他の職場では経験することのできない貴重な機会であ

り、自分自身の成長にも繋がると思います。

一般行政

県職員(特に行政職）の仕事は多岐にわたり大変ですが、

色々な事にチャレンジ出来、その中で自分自身も成長していけると入庁して

改めて感じています。１０年後、２０年後の将来像を明確に持って働ける仕事だと

思います。

一般行政 宮崎県庁は、穏やかで優しい方が多く、とても働きやすい職場だと思います。

一般行政 生活にゆとりと安定がほしい人にはとても合った職場だと思います。

一般行政 コロナ禍で大変な時期だとは思いますが、宮崎県の課題や目標に向かって一緒に業務に取り組んでいければと思います。

一般行政

県はとても大きな組織で一体感を感じる職場です。縦と横のつながりがしっかりしており、「宮崎県」というチームで仕事を

しているように思えます。宮崎県で宮崎のために働きたいと思っている方は、ぜひ宮崎県庁という「チーム宮崎」で、一緒に

宮崎を支えましょう！

一般行政

先輩方は穏やかな方が多く、日々安心して仕事をすることができます。

担当の業務によって度合いは違うかもしれませんが、

退庁後や土日に自分の時間を確保しやすく、プライベートの充実も実現しやすいのが県職員ではないかと感じているところで

す。

いつか同僚として皆さんにお会いできることを楽しみにしています。

皆さんのこれからが明るくありますように。

一般行政

宮崎県職員の仕事は、大変なこともありますが、大きなやりがいを感じることができます。

また、職員の方々は明るい方が多く、楽しい職場です。

試験勉強など大変だと思いますが、頑張ってください！

一般行政

県職員は多方面から県政に関わることの出来る貴重な職業だと思います。様々な部署や地域で経験を積むことが出来るので視

野も広がり、自分を高めるチャンスにも恵まれています。

教育行政もまた、多方面から県内の教育に関わることの出来る仕事です。特に、学校で児童生徒たちの元気な声を聞きながら

仕事をすることは他では味わえない楽しさがあると思います。

試験勉強は大変だと思いますが、入庁したらやりがいのある楽しい職場が待っています。今「これがしたい！」という明確な

目標や目的がなくても、入庁してから様々な部署や出会いを経験することで自分も知らなかった新しい自分や、自分に合った

仕事を発見していけるのではないでしょうか。

迷っている方は、県職員になる道を是非考えてみてほしいと思います。一緒に働ける日を楽しみにしています。

一般行政

公務員は「安定している」といったイメージを持たれると思うが、それは県民に対してコンスタントに行わなければならない

仕事があるからこそ、安定的に給料をいただくことができています。

県民のため、地元のために働く選択肢として、県職員はいかがですか。

一般行政 地元のために働きたいというのであればぜひ入庁して宮崎県庁で働くことで地元に貢献できると思います。
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職種 回答

一般行政

宮崎県職員として働いてみると、地元である宮崎の魅力についてまだまだ知らないことを実感させられます。また、様々な業

務があり、多くのことを経験したい方には向いていると思います。

少しでも宮崎に興味のある方、興味のある仕事がまだ見つからない方、是非受験してください。

一緒に働ける日が来ることを楽しみにしています。

一般行政 宮崎県を生活の拠点にしながら自己啓発をしながら働きたい方は是非とも県庁職員を目指して下さい。

一般行政 筆記、面接と大変ですが、頑張ってください。

一般事務

入庁してみないと分からないことばかりだと思いますが、周りの人がサポートしてくれるため安心して働けます。

気軽に悩みを話せる人や同期を大切にすると、より働きやすいかもしれません。

さまざまな業務を経験でき、自己成長につなげられるところも魅力です。

宮崎県への愛を持っている方には、この上なくやりがいを感じられる仕事だと思いますので、ぜひ受験されてみてはどうで

しょうか。

一般事務
県庁はイメージしていたよりも、働きやすい環境であり、素敵な先輩方がたくさんいます。私も一緒に働けることを心待ちに

しています。楽しい県職員ライフを送りましょう！

一般事務

県職員は、様々な分野で沢山のことを学び、経験しつつ、宮崎県、宮崎県民のために働くところです。最初は、わからないこ

とが多く、不安に感じてしまうと思います。実際私もそうでしたが、先輩方のサポートもあるので、安心です。また、自分自

身を高めることや現在社会の状況も見えてくる、仕事とプライベートも充実できます。皆さんと共に働く日を楽しみにしてい

ます。

一般事務
県の職員は県内各地で宮崎県をささえている、とてもやりがいのある仕事だと思います。

私たちと一緒に宮崎県のために働きませんか？？

一般事務

就職氷河期世代採用や中途採用の方へ

年齢を重ねていると、さまざまな人生経験も積み上がっています。

非正規雇用、子育てなどの経験はその悩みを持つ人のために仕事に生かしていけます。

思い切ってチャレンジしてみて下さい。

一般事務
宮崎県職員は、職場の雰囲気は明るくとても良い人ばかりで、やりがいを持って仕事ができます。試験勉強や面接練習などが

大変だとは思いますが、県職員を目指して頑張ってください。

一般事務

頑張ってください！試験はすごく緊張しますが、ほんの一瞬です。

その一瞬で人生が決まるので大切にしてください。

一緒に働けることをとても楽しみにしています。

社会福祉 とても大変な仕事ですが、やりがいを持って仕事をすることができます。

社会福祉 宮崎県職員として働くためには、宮崎県のことをよく知ることが大切であること。

電気 宮崎県民がより暮らしやすいまちの実現をめざしましょう！

機械

上司も優しく、先輩も気にかけてくださり、とても働きやすいと思います。

定時退社や有休が取りやすいなどの魅力もあります。

最初は不安なことが多いと思いますが、すぐに慣れると思います。

まだ就職先を考えてる方は県職員を候補の一つに入れてみてはいかがでしょうか

土木
県の仕事は多種多様な業務があり、非常にやりがいのある職場です。

皆さんと一緒にお仕事ができることを楽しみにしています。

土木 休日は自分のために時間を使えるのでとても良い職場だと思います。

土木
大変なこともたくさんありますが、やりがいのある仕事だと思います。

多くの趣味を共有し合い、楽しみながら働きましょう。

土木
県職員として県民にどう還元できるかを求められる職場です。

県の職員になって自分がなにをしたいかを面接の際に伝えることが1番大切だと思います。

建築
世間一般的な公務員はお堅いというイメージがガラっと変わるほど、

明るくてユニークな方々が多く、楽しく仕事ができています。

化学
宮崎県のことが好きだったり、宮崎県のために何か少しでも力になりたいと思う方は是非、県職員の就職をおすすめします。

その意思をしっかり持って、試験や面接に挑めば必ず結果はついてくると思います。頑張ってください。

農業
・試験に合格することで精一杯かもしれませんが、入庁してから自分が何をしたいのか、県庁では何ができるのかをしっかり

調べて入庁するとより充実すると思います。

農業

県職員といっても様々な職種があります。

一人一人が宮崎県に貢献できる職種がきっとあると思います。

一緒に宮崎県のために働けることを楽しみにしています。

農業
自分たちの仕事が、宮崎県の発展に繋がるとてもやりがいのある仕事です。

みなさんと一緒に働ける日を楽しみにしています！一緒にがんばりましょう！

農業 何事も準備が大切なので、早め早めの情報収集や試験対策を心がけて頑張ってください。

農業 いろいろな仕事があるので、人のために何かしたい思いがあったら県庁はとてもぴったりだと思います。

農業
実際、仕事をしてみると就職する前と変わった雰囲気、業務に出会うと思います。特に宮崎県庁は明るく働きやすい環境にあ

ると思うので、一緒に県庁で楽しく働きましょう！！

農業

入庁してすぐの頃は分からないことも多いですが、先輩や上司が優しく指導してくださり、研修も充実しているので、一つ一

つ知識を身につけていくことができます。

皆さんと一緒に働けるのを楽しみにしています。

農業土木

新社会人として覚えることや大変なことも多くありますが、支えてくれる上司や同僚がいてくれるのはとても良い環境である

と感じます。また、同期も多く、仕事での困りごとなど気軽に相談することが出来ます。

忙しい時期もありますが、有給休暇や夏休み休暇といった休み等を使って、自分の趣味の時間を作り、リフレッシュすること

も出来るので、仕事に追われすぎて休みが全くとれないといったことはありませんでした。

県民のために責任ある仕事をすることができる良い就職先だと思います。

農業土木 自分が思った以上に県民の方と接する機会が多いと思いました。
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職種 回答

畜産 県職員に対して堅物な人が多いイメージがあるかもしれませんが、明るく、あたたかく接してくれる人の多い職場です。

畜産

公務員は固い印象が強いかと思いますが、私の職場は明るく賑やかな人が多いです。そして全員が、どうすれば県民の皆さん

のためになるかを考えて仕事をしています。

誰かの役に立ちたい、と考えている人は是非県庁に就職して活躍してほしいと思います。

林業

配属される部署によっては、仕事量も多く大変かもしれないが、県全体を対象とした業務に携わることもでき、スケールの大

きい業務を行うことができると思うので、宮崎県全体のために働きたいという思いが強い人ほど県職員には向いていると思い

ます。

林業

（県職員を受験されているかたは、おそらく市町村なども並行して受験していると思いますが）、県職員は宮崎県の職員とし

て広く県の発展のために働くことができて、県内での異動はあるものの、赴任先の県内のいろいろな地域と関わることができ

ます。

　県内の各地域の振興のために盛り上げていきましょう！

保健師
職場の雰囲気はとても良く、風通しのよい職場です。

異動もありますが、知らない宮崎を知ることができるため、とても楽しいです。

薬剤師

地域の方と接する機会も多く、宮崎のために貢献したいと思っている方には、とてもやりがいのある仕事だと思います。ま

た、福利厚生がしっかりしていることや休みなども取りやすいため、仕事とプライベートのバランスを重要視している方には

とても良い職場だと思います。
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