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福井県職員採用試験 

先輩職員の合格体験記 

～行政職～ 
 

  

 

 

 

 

 

 

福井県の先輩職員が、 
 

  採用試験を受験した理由や受験当時の感想、 
 

  さまざまな職業から福井県を選択した理由、 
 

  仕事を始めて感じていることを 
 

  合格体験記として掲載！ 
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【主な担当業務】 

・自動車税の定期賦課 

・自動車税減免申請の受付 

・狩猟税・鉱区税の課税業務 

【行政職】令和３年度採用             

福井県税事務所 

酒井 栞  
（大阪大学 文学部卒）  

 

 

 

 

 

 

 

◎福井県職員を志望した理由 

 住み慣れた福井県に愛着があったことが挙げられます。私のように県外に進学して

福井に戻ってきた U ターン者や、新たに福井を好きになってくれる I ターン者が増

えるような環境づくりをしたい気持ちから、県職員を志望しました。 
 
◎受験のアドバイス 

 筆記試験は科目が多いですが、完璧を目指そうとせず得意科目を伸ばすと良いと思

います。面接はやはり緊張しますが、将来の先輩と話す機会でもあるので、素直な言

葉で会話をすることが大切だと思います。 
 
◎仕事のやりがい 

 県税事務所に寄せられる税制度への不安の声を少しでも解消できたときや、感謝の

言葉をかけていただいたときに大きなやりがいを感じます。まだまだ勉強不足で失敗

することもありますが、先輩職員に助けていただきながら精一杯頑張っています。 
 
◎仕事をはじめて感じていること 

 県庁ではデスクワークをイメージしていましたが、窓口対応など直接県民と接する

ことも多く、租税教室や納税通知書発送といった県税特有の仕事もありました。 

特に、小学校へ出張しての租税教室は、子どもたちが熱心に話を聞き、逐一反応を

返してくれたので賑やかで楽しい授業となり、とても思い出に残っています。部署に

よって様々な経験を積めることも、県職員の魅力の一つだと思います。 
 
◎定時後・休日の過ごし方 

 休日は、県職員の割引を利用して美術館や温泉に出かけたりしています。緊急事態

宣言が解除された後は、土日と年休を組み合わせて、家族や友人と小旅行に出かける

こともあります。 
 
◎これから採用試験を受ける受験生に一言 

 今は不安が大きいと思いますが、大変な時期を乗り越えてきた皆さんならきっと合

格できます。一緒に働ける日を楽しみにしています。 
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【主な担当業務】 

・各種窓口業務（電気工事、火薬、 

ガス、旅行業、中小企業等協同組合） 

・局内の公用車の管理 

【行政職】令和３年度採用             

嶺南振興局若狭企画振興室 

西 涼佑  
（福井大学 教育学部卒）  

 

 

 

 

 

 

  
◎福井県職員を志望した理由 

 大学４年間を福井で過ごし、地域の小学生と料理をする活動などを通して、「ふく

い地域創生士」の認定を受けました。その過程で地域の人々や場所、食材に触れ、改

めて福井の暮らしやすさや魅力を実感しました。そこで、「福井のよさ」を伝え、磨

き上げられる職に就きたいと思い志望しました。 
 
◎受験のアドバイス 

 勉強ももちろん必要ですが、試験や県政の情報を幅広く収集することも同じくらい

重要だと思います。身の回り以外の状況が分かると、自身のモチベーションも上がり

ます！二次試験対策では、練習の合間に「福井県職員クレド」や「福井県長期ビジョ

ン」を熟読していました。 
 
◎仕事のやりがい 

 担当業務の欄に記載した窓口業務では、県庁内では４つの課が担当しており、それ

らを独り占めしています（笑）。その分勉強量も多くなりますが、今まで知らなかっ

た分野について日々詳しくなっていくので成長を実感でき、やりがいを感じています。 
 
◎仕事をはじめて感じていること 

 採用１年目から、「チャレンジ政策提案」（若手職員が知事に直接政策を提案する場）

に参加する機会をいただき、貴重な経験となりました。採用直後から県のリーダーに

熱意を伝えられることに今でも驚いています。 
 
◎定時後・休日の過ごし方 

 実家が嶺北にあるので、職員寮から通勤しています。実家の周辺より栄えています

（笑）。年齢問わず多くの職員が入居していますが、ちゃんとプライベートは保証さ

れています。同じ部署の先輩職員も近くに住んでおり、海釣りに連れて行っていただ

くなど、嶺南の暮らしを満喫しています。 
 
◎これから採用試験を受ける受験生に一言 

 勉強や就職活動で悩む場面もあると思いますが、その苦悩も含めて楽しむ気持ちで

乗りきってください！そして当日までに徳を積みましょう！ 
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【主な担当業務】 

・福井駅の恐竜に関すること 

・恐竜ホテルに関すること 

・ジオパーク推進協議会に関すること 

【行政職】令和３年度採用             

交流文化部 ブランド課 

井下 雄翔  
（横浜国立大学 教育学部卒）  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎福井県職員を志望した理由 

 「幅広く様々な経験ができる点」と「慣れ親しんだ福井県に関われる点」に惹かれ

て県職員を志望しました。当時は、国家一般職や東京都職員になろうか迷いましたが、

今は福井県での仕事が楽しく、県職員になってよかったと思っています。 

 

◎受験のアドバイス 

 とにかく慣れることが一番重要だと思います。何度も繰り返すことで穴が減り、 

自信を持って本番に挑めるはず。面接練習は一度声に出すことが大事だと思います。 

 

◎仕事のやりがい 

 恐竜に関する仕事をしています。福井ブランドの一つである「恐竜」をどのように

福井のＰＲに生かすか、１つの正解がある仕事ではないので難しい部分もありますが、

その分やりがいを感じています。今は、一度は泊まりたい魅力的な「恐竜ホテル」を

もっと増やしていきたいと思っています。 

 

◎仕事をはじめて感じていること 

 仕事の内容が想像以上に多岐にわたっていて、「え、これも県の仕事なんだ！」と

新しい発見がありました。事務的な仕事だけではなく、より良い地域づくりのために

いろいろな仕事があり、様々な職種の職員が働いていることを実感しています。 

 

◎定時後・休日の過ごし方 

 同期の職員と遊びに行ったり、県庁サッカー部で汗を流したりしています。社会人

になって運動をするとは思っていませんでしたが、良いリフレッシュになっています。 

 

◎これから採用試験を受ける受験生に一言 

 ほどほどに息抜きも挟みながら、頑張ってください！ 
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【主な担当業務】 

・私立幼稚園の届出、運営指導、 

監査、補助金に関すること 

【行政職】令和３年度採用             

健康福祉部 子ども家庭課 

田邉 涼  
（金沢大学 人間社会学域 法学類卒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎福井県職員を志望した理由 

 昔から漠然と公務員になりたいという思いがありました。大学は県外でしたが、就

職は実家から通勤できる場所が良かったので、県内にしました。県庁の二次試験の面

接官が受験生をしっかり見てくださっていると感じたので、県職員を選びました。 
 
◎受験のアドバイス 

 私は面接が苦手だったので、大学の就職支援センター等を利用して何度も練習しま

した。たくさん練習したという実績が自信に繋がるかと思います。 
 
◎仕事のやりがい 

最初は専門的な内容の話ばかりで、分からないことだらけでしたが、グループの

方々に教えていただくうちに、少しずつできることが増えていき、周囲の方に頼らず

仕事を終えられた時は、自分の成長を感じることができました。机上の書類の山を処

理し終えた時は達成感があります。 
 
◎仕事をはじめて感じていること 

 県職員として働く前は、県民に近いのは市町で、県は国や市町とのやり取りが多い

と思っていました。働いてみると、現場と直接やり取りしたり、現場に訪れたりする

機会が多く、意外と県民と距離が近いと感じました。知事や福井県職員クレドが目指

している現場主義が表れていると思います。 
 
◎定時後・休日の過ごし方 

 定時後は同期と映画を見に行ったり、食事をしたりすることがあります。 

休日は友人と出かけたり、家で過ごしたりしています。 
 
◎これから採用試験を受ける受験生に一言 

 就職活動中は悩んだり辛いこともあると思いますが、息抜きをしながら頑張ってく

ださい。 
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【主な担当業務】 

・生活保護のケースワーク 

・生活困窮者や障がい者支援 

・児童福祉に関すること 

【行政職】令和３年度採用             

丹南健康福祉センター 

相木 理玖  
（千葉大学 教育学部卒）  

 

 

 

 

 

 

 
 
◎福井県職員を志望した理由 

 大学で関東の都市部に移住して、改めて福井や地方の「住みやすさ」に気づいたこ

とが将来を考えるきっかけになったと思います。そんな地元の発展や維持に一番近く

で携われる仕事は何か、と考えたとき自然と県庁職員を志望していました。 

 

◎受験のアドバイス 

 一次試験はさておき、二次試験は「面接官や同じ受験生の人たちとお話しにいく」

くらいの楽な気持ちで臨む方が、良い結果に繋がると思います。対策や練習ももちろ

ん大切ですが、最後はありのままの自分で臨めるよう、リラックスしていきましょう。 

 

◎仕事のやりがい 

会議で市町職員の方々や地区の委員さんたちと話したり、市町を訪問したりする機

会が多くあります。県職員でありながら、地域を支える方々やそこに住む県民と深く

関わることができるのは、この仕事ならではの「やりがい」だと思います。 

 

◎仕事をはじめて感じていること 

 配属一年目から自分が主体となる業務が多いことに驚きました。大変なことも多い

ですが、周囲の方々から様々なことを教わりながら、毎日色んな経験をさせてもらえ

るのは幸せなことだと思っています。 

 

◎定時後・休日の過ごし方 

 平日の定時後や休日には近所のスポーツクラブ等に参加して、体を動かしています。

有休は積極的に使うことを推奨されるので、趣味はたくさんあって良いと思います。 

 

◎これから採用試験を受ける受験生に一言 

 公務員試験は自分との戦いです。長い戦いになると思いますが、その経験を後々笑

って話せる日が来ます。今まで努力してきた自分を信じて、最後まで頑張りましょう。 



6 

 

【行政職】令和３年度採用             

産業労働部 産業政策課 

玉木 里英   
（立命館大学 経済学部卒）  

 
◎福井県職員を志望した理由 

 大学のゼミで「公営企業の経営改革」の研究に取り組むなかで、地域の暮らしを支

える仕事に就きたいと思うようになりました。その中でも、広域的に暮らしの基盤を

構築することに関わりたいと考えたため、県職員を志望しました。 
 
◎受験のアドバイス 

 筆記試験は重要科目（数的処理、法律、経済等）を最優先に取り組み、基礎を固め

ることを意識しました。人物試験は自分の経験をベースに伝えたいことをあらかじめ

まとめておくといいと思います。普段から自分の考えを人前で話すことにチャレンジ

するように心がけるといいと思います。 
 
◎仕事のやりがい 

 県産品の販路拡大のためアンテナショップは設置されていますが、県内事業者がア

ンテナショップでの商品販売を足掛かりに、首都圏から日本全国で活動、活躍される

姿を実際に目にすることができるのは大きなやりがいです。 
 
◎仕事をはじめて感じていること 

 １年目から主担当となって業務を持つことに不安はありましたが、県庁には「トレ

ーナー制度」があり、先輩職員がサポートしてくれる体制が築かれているため、助言

をもらいながら仕事を進めていくことができています。 
 
◎定時後・休日の過ごし方 

 定時後は「エクササイズ」や「ヨガ」（YouTube を見ながら）で１日の疲れを吹

き飛ばします。休日は、友人と季節の食べ物を求めて外に出かけています。 
 
◎これから採用試験を受ける受験生に一言 

 採用試験でも仕事を始めてからも、悩みを相談できる先輩・仲間の存在がとても大

きいです。そういった仲間を大切にしてください！一緒に県職員として働けることを

楽しみにしています。  

【主な担当業務】 

・アンテナショップの店舗運営、 

施設利用に関すること 
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【主な担当業務】 

・特別電源所在県科学技術振興補助金 

・公設試験研究機関科学技術情報 

ネットワークシステム   

【行政職】令和３年度採用             

産業労働部 産業技術課 

小高 桃子  
（名古屋大学 教育学部卒）  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎福井県職員を志望した理由 

 県外の大学へ進学しましたが、福井の素敵なところや住みやすさを再確認し、県民

の文化や生活、暮らしの向上に貢献したいと考え、県職員を志望しました。また、生

涯にわたる豊かな学びや、音楽等の文化活動の発展にも貢献したいと考えていました。 

 

◎受験のアドバイス 

 筆記試験は専門分野の配点が高いため、専門分野に力を入れ勉強を行うと良いと思

います。面接試験では、やりたい仕事の内容について具体的なイメージを持って語る

ことができるよう、模擬面接なども取り入れると良いです。 

 

◎仕事のやりがい 

 県内の試験研究機関の予算や研究内容をまとめる業務を担当しています。研究機関

で行われているさまざまな研究の内容について学び、他部署の人に理解しやすく説明

することができた際にやりがいを感じました。 

 

◎仕事をはじめて感じていること 

 1年目から責任のある仕事を任せていただき、はじめは不安に思うこともありまし

たが、分からないことがあれば同じグループの先輩方が優しく丁寧に相談にのってく

ださるため、安心して取り組むことができています。 

 

◎定時後・休日の過ごし方 

 音楽が好きなので休日は歌を歌ったり、友人とおしゃべりしたりしています。 

 

◎これから採用試験を受ける受験生に一言 

 試験勉強や就職活動は不安も大変なことも多いかと思いますが、自分を信じコツコ

ツ取り組めば必ず結果はついてきます！心から応援しています！ 
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【主な担当業務】 

・企業や家庭での食育の推進 

・課の庶務に関すること 

【行政職】令和３年度採用             

農林水産部 流通販売課 

松原 由奈  
（金沢大学 人間社会学域 法学類卒）  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎福井県職員を志望した理由 

 昔から地元福井に貢献できるような仕事がしたいと考えていました。特に、幅広い

分野から福井の発展を支える県職員として、ふるさと福井の自然や食、文化の魅力を

県外にアピールする仕事がしたいと考え、志望しました。 
 
◎受験のアドバイス 

 一次試験は出題範囲が広いため、問題集を繰り返し解いて大事なポイントをつかむ

ことが大切です。二次試験は実践練習を重ねて面接の雰囲気に慣れておくことで、本

番でも緊張せずに話せるようになると思います。 
 
◎仕事のやりがい 

１年目から主担当の業務が割り当てられるので、毎日勉強することが沢山あります

が、その分一つ一つの仕事を終えた時には大きな達成感とやりがいを感じます。 

私は毎月企業向けに配信する食育マガジンを作成しているので、関連書籍を読んで食

材や栄養学について勉強しています。業務を通じて、今まで知らなかった分野の知識

が身につくのもやりがいの一つだと思います。 
 
◎仕事をはじめて感じていること 

 複数の業務を同時に進めていく必要があるので、常に優先順位を考えて効率よく取

り組むことが大切だと感じています。そのため、私は毎朝その日に行う業務をノート

等に書き出し、自分の業務内容を整理するよう心がけています。 
 
◎定時後・休日の過ごし方 

 週に１回、趣味で書道教室に通っています。休日は友人と映画を見に行ったり、ご

飯を食べに行ったりしてリフレッシュしています。 
 
◎これから採用試験を受ける受験生に一言 

 受験までは悩んだり不安になったりすることも多いかと思いますが、自分を信じて

頑張って下さい！ 
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【主な担当業務】 

・ふくい園芸カレッジ運営 

・課内、出先の予算担当 

【行政職】令和３年度採用             

農林水産部 園芸振興課 

前田 浩  
（富山大学 経済学部卒）  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎福井県職員を志望した理由 

 富山で大学生活を送る中で、同じ北陸地方なのに福井の魅力があまり認知されてい

ないことに気付き、北陸だけでなく全国に魅力が認知されるような県にしたいと思い

県職員を目指すようになりました。 

 

◎受験のアドバイス 

 僕は大学時代部活動をしていたため試験対策との両立に苦戦しましたが、チーム内

に公務員志望の仲間がいたため大変心強かったです。自分自身の試験対策の進捗状況

を知る上でも仲間を作ることはとても重要な事だと思うので、部活・サークルや公務

員講座などでぜひ仲間を作ってみてください。 

 

◎仕事のやりがい 

 私のグループでは新たに農業にチャレンジする方への支援や、研修施設の運営を行

っています。実際に圃場に出る機会も多く、普段のデスクワークでは体験できない仕

事もできるのでとてもやりがいがあります。 

 

◎仕事をはじめて感じていること 

 入庁前は農業の知識が全くなかったので、専門用語が飛び交う職場に戸惑いもあり

ましたが、周りの方々が丁寧に教えてくださるので不安なく業務に取り組めています。 

 

◎定時後・休日の過ごし方 

 休日は YouTube 等で動画や映画を見ています。入庁してからは農業関係の動画

を見る機会が増えました。特に、県の園芸体験施設「園芸 LABOの丘」の公式

YouTubeチャンネルは毎回欠かさずチェックしています。 

 

◎これから採用試験を受ける受験生に一言 

 受験勉強や面接対策など、事前対策が大変だと思いますが頑張ってください！  
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【行政職】令和３年度採用             

三国土木事務所 管理用地課 

礒見 恒樹   
（神戸大学 法学部卒）  

 

◎福井県職員を志望した理由 

 私は「地元福井で県民のために働くこと」を就職活動の軸に、直接県民とやりとり

ができる分野で働きたいと思っていました。幅広い分野で働くことができ、様々な場

面で県民と接することができることは、県職員の大きな魅力だと思います。 
 
◎受験のアドバイス 

 採用試験に合格するには塾に通う必要があるという話を耳にしますが、合格が目的

なら独学でも十分だと思います。特に、一次試験は過去問の繰り返しで足ります。試

験のハードルが高いと感じている人も、「塾に通っていないから」「法・経済学部生

ではないから」としり込みせず、堂々と受験してください。 
 
◎仕事のやりがい 

 完成した道路や改修が済んだ河川を県民から評価された時、やりがいを感じます。 
 
◎仕事をはじめて感じていること 

 例えば、用地交渉の場面で県民と契約締結に至る過程は様々であり、マニュアルや

前例だけでは対応できない課題に対して、先輩職員が独自のノウハウで課題解決して

いることに気が付きました。 
 
◎定時後・休日の過ごし方 

 体を動かすために出身高校の部活動（柔道部）に週に 1度参加しています。県庁

柔道部にも入部し、コロナ禍で活動自体は少ないですが、配属先以外の先輩職員との

つながりを持つことができています。 
 
◎これから採用試験を受ける受験生に一言 

 就職活動中は将来について思い悩むことが多いと思います。試験対策が思うように

進まないときはなおのことでしょう。適度に休みつつ、楽しみながら対策をしてみて

ください。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています！  

【主な担当業務】 

・道路、河川等の工事で必要となる 

用地の取得 

・上記に伴う損失の補償に関する業務 
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＜ １日のスケジュール ＞ 

流通販売課 松原主事のある日 

 
８：３０ 始業 

→ メールチェック、当日業務の確認 

→ 庶務業務 
   

１０：００ 来客・電話対応 

→ 食育リーダー派遣申請への対応 
 

１２：００ お昼休憩 

 

１３：００ 休憩終了 

→ 新規登録のあった食育推進企業を訪問 
 

１５：００ 帰庁 

→ 企業訪問記録作成 

→ 次の日の仕事の確認 
 

１７：１５ 退庁 

 
 

嶺南振興局若狭企画振興室 西主事のある日 

 
８：３０ 始業 

→ メールチェック、庶務業務 
 

９：３０ 打合せ 

→ 火薬類消費業者とヒアリング 
 

１０：３０ 書類審査 

→ 電気工事士免状の交付手続き 
 

１２：００ お昼休憩 
 

１３：００ 休憩終了 

→ 公用車の点検依頼・納車 
 

１３：３０ 保安指導 

→ 液化石油ガス販売店へ立入検査 
 

１６：３０ 帰庁 
 

１７：００ 嶺南振興局 SNS更新 
 

１７：１５ 退庁 

 

イベントに登場したいちほまれとたべりゅう 

火薬類消費現場の立入検査 
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＜ 写真紹介 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
予算要求事業を自ら体験。農業機械（園芸振興課） 土木部長杯ソフトボール大会（三国土木事務所） 

福井県のアンテナショップにて（産業政策課） 

小学校での租税教室（福井県税事務所） 

ホテル事業者さんと（ブランド課） 

課内フリーアドレス（産業技術課） 
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