試験案内の入手方法
◎ホームページからダウンロード

和歌山県人事委員会ホームページ（下記）の「和歌山県職員採用情報」から印刷できます。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/saiyou.html
◎直接入手する（配布先については、組織の改編により変更する場合があります。）
名称

場所・住所

県庁内

人事委員会事務局（北別館5階）、サービスステーション
（正面玄関）

和歌山県パスポートセンター

和歌山市本町2丁目1 フォルテワジマ4階

振興局

海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁の各振興局総務県民課、海草振興局建設部海南工事事務所、
東牟婁振興局串本建設部総務用地課

和歌山県東京事務所

東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階

わかやま紀州館

東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館地下1階

和歌山県名古屋観光センター

愛知県名古屋市栄4-16-36 久屋中日ビル4階

和歌山県警察本部警務課、交通センター、県内各警察署
※配布場所まで受け取りに行くことができない方は、和歌山県人事委員会事務局までご連絡ください。郵送によりお送りします。

県庁職場ガイドに参加して、実際の仕事に触れることができます
行政のプロフェッショナルとして、和歌山県職員をめざしている方に県庁を訪問していただき、県の施策や仕事の魅力などについて、県
庁の先輩職員が直接お話しし、
また、県の仕事などに関する皆さんの疑問や質問にお答えします。

●対象者

●受付期間

●訪問日時

●申込方法

和歌山県職員をめざしている方。

参加希望があれば随時受け付けています。

申込み受け付け後、
日程調整の上、電話等により連絡します。
（土・日・祝日
及び12/29～1/3を除く）
なお、同一日に多数の申込者が集中した場合や、その他の事由により、希
望に添えない場合がありますのであらかじめご了承ください。

下記「和歌山県職員採用情報URL」にアクセスして
「県庁職場ガイド」ペー
ジより申込書をダウンロードし記入の上、電子メール・郵送・FAXにて送付
してください。
ただし警察事務職は電話のみの受付となります。

（電話による問い合わせ受付時間は9:00～17:45）
◎申込先（問い合わせ先）職種により申込先が異なりますのでご注意ください。

① 一般行政職
及び②③以外の職

〒640-8585
（県庁専用郵便番号のため住所不要）

和歌山県総務部総務管理局 人事課 人事班

TEL 073-432-4111（内線2125・2121）
TEL 073-441-2122（直通）
FAX 073-422-9312
e0102001@pref.wakayama.lg.jp

表紙の写真について
1

2

3
4
5

①ロケット／串本町に国内初の民間
ロケット射場を誘致予定
②大学／和歌山県立医科大学が薬
学部の設置を進めています。
③南紀熊野ジオパークセンター／串
本町潮岬に令和元年7月オープン
④和歌山マリーナシティ／IR誘致計
画の候補地
⑤和歌山南スマートIC／平成31年3
月開通
○その他、和歌山県の文化など／写
真提供：公益社団法人和歌山県観
光連盟

② 学校事務・学校栄養職員
和歌山県教育委員会事務局
学校教育局 学校人事課 小中学校人事班

TEL 073-441-3655（直通）
FAX 073-441-3664
e5008001@pref.wakayama.lg.jp

③ 警察事務職
和歌山県警察本部 警務課 採用係
※電話のみの受け付けとなります。

TEL 073-423-0110（内線2626）
薔 0120-217-314（フリーダイヤル）

●和歌山県職員採用情報URL

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/saiyou.html
このパンフレットの内容は、人事委員会ホームページ
でも紹介しています。
（職場ガイドの申込書も掲載）

HP

Facebook・Twitter・Instagramでも情報発信しています。
試験案内の配布開始や受付開始、採用説明会の開催
情報、職種紹介などをタイムリーにお届けします。

●和歌山県人事委員会事務局

〒640-8585 和歌山市小松原通1-1  TEL 073-432-4111（内線3763）
・TEL 073-441-3763（直通）  FAX 073-433-4085

このパンフレットは再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用しています。

あなたの想いを、
和歌山の未来のために

和歌山県が求める人物像

01

02

03

県民の幸せのために

与えられた仕事を

考えたことを実行し、

力がある人

できる人

一所懸命考えて
行動する「情熱」と

「正義感」がある人

こなすだけではなく、
自らが考え提案する

その目的のために
力を尽くすことが

県の施策紹介

未来を拓く子供を育てる環境づくり

世界に向けて和歌山の

未来を拓く子供を育むため、和歌山県
では結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ
目のない支援に取り組んできました。安心
して子育てができる環境づくりのために
は、
これまで行ってきた支援をさらに充実
させるとともに、地域や企業などとさらな
る連携を図り、社会全体で子育て支援に取
り組む必要があると考えています。
そこで、県では、結婚支援のための婚活

和歌山県では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参
詣道」をはじめ、自然景観、食、温泉など本県ならで
はの魅力を国内のみならず世界中の方々に体験
いただくため、世界の国･地域をターゲットに、本
県の認知度向上･観光客誘致を目的とした様々な
取組を実施しています。
平成30年には世界的な宿泊サイトAirbnb公表の
「2019年に訪れるべき19の地域」に日本で唯一選
出され、本県の注目度が高まる中、
この機を捉え、

て、仕事と子育てが両立できる社会の実
現を進めています。

歌山の魅力」を発信し、将来に繋がる持続可能な観
光地づくりを目指しています。

イベントを主催するとともに、子育て支援
については、国制度の幼児教育・保育無償
化に加えて、県独自で多子世帯を対象とし
た保育料等の無償化や在宅で育児を行う
家庭への支援など国に先行して実施して
います。また、安心して仕事と子育てが両
立できる職場環境づくりを県全体に広げ
ようと、
「わかやま結婚・子育て応援企業同
盟」を立ち上げ、和歌山県庁も一員となっ

海外26か国・地域をターゲットとしたプロモーショ
ン活動の強化や、大阪・京都からのプラスワント
リップを促進する移動手段の充実など、戦略的な
誘客活動を展開しています。
また、サイクリングと旅を融合する
「サイクリング
王国わかやま」、自然をテーマにした「水の国、わか
やま。」キャンペーン、歴史・文化をテーマにした「わ
かやま歴史物語」など県内周遊の促進を目的とし
た取組を行うことで、まだまだ知られていない「和

「災害による犠牲者ゼロ」の実現に向けて
和歌山県は、地理的、気象的な特性から、度重なる災害による被
害を受けてきました。繰り返し発生する災害から何よりも守らなけ
ればならないのは人命であり、和歌山県では、地震や津波、風水害
等のあらゆる自然災害から尊い命を守る「災害による犠牲者ゼロ」
を実現するための防災・減災対策を最優先で実行しています。
特に、本県は今後発生が予測される南海トラフ地震の震源域に
近く、津波到達時間までに安全な場所に避難することが困難な地域
（津波避難困難地域）が存在することから、令和6年度までに全ての
津波避難困難地域の解消を図るために、
「津波から『逃げ切る!』支
援対策プログラム」に基づいて、津波からの避難時間の確保と地域
被害の軽減のための、堤防の嵩上げや耐震化等の整備を着実に進
めています。
また、避難場所安全レベルの設定、避難カードの普及のほか、津
波予測システムを活用した緊急速報メールによる情報伝達やス
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マートフォン用防災ポータルアプリ
「和歌山県防災
ナビ」の配信による情報伝達手段の多重化など、
ソ
フト、ハードの両面から総合的な防災・減災対策を
推進しています。

魅力発信!

紀の国わかやま文化祭2021の開催に向けて
令和3年（2021年）10月30日から11月21日に国
内最大の文化の祭典である「国民文化祭」
と
「全国
障害者芸術・文化祭」を和歌山県で初めて開催し、
全国から文化芸術活動を行っている多くの方々が
来県します。
本文化祭では、各種の文化活動を全国規模で発
表し、競演し、交流する場を提供します。また、日頃
の活動成果の発表の場を提供することで、障害の
ある人の芸術及び文化活動の活性化を図ります。

和歌山県では、県民総参加で盛り上げていける
よう県内市町村、文化団体や障害者関係団体など
と協力しながら準備を進めているところです。
和歌山県が誕生して150年を迎える節目の年
に、本文化祭を通して更に和歌山を元気にしてい
くため、心豊かで多様な価値観が共生する社会の
形成を進め、先人から受け継いできた豊かな文化
を新しい時代へと発展・継承していく取り組みを
進めています。

和歌山県から提案する新しいライフスタイル（和歌山ワーケーションプロジェクト）
ワーケーションとは、仕事（Work）
と休暇（Vacation）を組み合わ
せた欧米発の造語で、
ノートパソコンやスマートフォン、テレビ会議
システム等ICTを活用し、普段の職場や居住地から離れ、
リゾート地
などの地域で普段の仕事を継続しつつ、その地域ならではの活動
を行うものです。
和歌山県では、豊かな自然や温泉地、
「紀伊山地の霊場と参詣道」
として世界遺産に登録された熊野古道や高野山などの地域資源に
恵まれ、
ブロードバンド基盤やWi-FiスポットなどICT環境も整ってい
ることから、平成29年に全国に先駆けてこの新しいライフスタイル
を提案しました。
ワーケーションを知っていただくために、東京都内等において
フォーラムを開催し、先駆的に実施している方々に講演していただ
くとともに、県内において、
ワーケーション体験会を企画・開催し、企
業・個人にモデルケースとしてワーケーションの実施を働きかけて

います。
ワーケーションを実施される方々が、地域に滞在することで、地域
貢献活動なども実施することができ、地域の活性化にもつながるた
め、何度もワーケーションに来ていただけるよう、地域の方々と連携
して受け入れ環境を整備し、普及活動に取り組んでいます。
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派 遣

を通じた
研修について

〜国際的な業務〜

新規採用職員には、県職員としての自覚と意識の確立を図
り、職務上必要な知識を習得し、職場への適応能力を養うこ
とを目的とした研修が行われます。また、経験年数に応じた
研修や昇任に際しての研修のほか、国・民間企業・海外等へ

の派遣研修等もあります。県内市町村への人事交流を含め、
毎年公募を実施し、若手職員を中心に派遣しています。

土 木

インフラ
を創る

和歌山県では、企業立地や産業振興など本県の将来のチャンスを保障するものとして、
また、大規模災害への備えとして、高速道路や幹線道路等の早期整備を推進しています。

企画部 企画政策局 国際課 副主査

西牟婁振興局 建設部 工務課 主査

（当時所属名：海草振興局 建設部 工務課）

梶本 堅史郎 〈平成22年度採用〉

森本 春樹 〈平成19年度採用〉

Kajimoto Kenshiro

Morimoto Haruki

私の担当は、和歌山南スマートインターチェンジにアクセスするバイパス
道路整備の計画・工事監督でした。
この道路は、インターチェンジと同時開通することで、観光・産業、医療、災
害時等のルート拡大を期待され、早期完成が望まれていました。
このため、
事業期間5年・延長2.5kmという条件のもと、私が最も重点を置いたのが工
程管理でした。
事業地内には、橋梁、山岳トンネル、高速道路下トンネル等の道路施設は
もとより、埋蔵文化財調査といった、期間を要する案件が多数ありました。そ
のため、設計段階から常に工程を注視した施工計画を立案し、
より効果的な

県職員をめざす人へメッセージ
県庁の仕事は多岐にわたります。いろんな職

種や業界の方と一緒に仕事を進めていくことで
視野も広がり、自分自身の成長につながることに
大きな魅力を感じています。和歌山県のために
頑張りたい！という熱い思いを持った皆さんと一
緒に仕事ができる日を楽しみにしています。

研修先

中国山東省

期

平成26年9月～
平成29年3月

間

和歌山県は、初めての海外との提携先として昭和59年に中国山東省と
友好提携を締結しました。以来、経済・観光・文化など様々な分野において
交流を実施しており、平成21年からは人事交流の一環として職員を毎年山
東省に派遣しています。
私は、山東省の大学において約1年間語学研修を受講した後、山東省政
府で行政研修、現地旅行会社で民間企業研修を受けることができました。

海外

⃝宮内庁
⃝復興庁
⃝内閣官房
⃝総務省（2）
⃝外務省
⃝財務省（2）
⃝厚生労働省（2）⃝農林水産省（3）
⃝経済産業省（4）⃝資源エネルギー庁
⃝中小企業庁
⃝消費者庁
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⃝国土交通省（4）
⃝文化庁

⃝自治体国際化協会（ロンドン、シド
ニー（2）、ニューヨーク）
⃝中国・山東省（3）
⃝インド・マハラシュトラ州
⃝日本貿易振興機構・シンガポール
⃝国際観光振興機構・シドニー
⃝ミカミトラベル・スペイン

用地取得を集中的に行い、工事施工を可能にすることで工程短縮を実現し
ました。また、施工時の現場は、関係者が混在し調整が多岐にわたるため、
度重なる工程協議、施工協議を適切に行った結果、平成31年3月10日に無
事、同時開通させることができました。
完成後、地元関係者から交通網の利便性向上と周辺道路の渋滞が緩和さ
れたという事を聞き、インフラ整備のやりがいを実感することができました。

行政職
［特別枠］について

一般行政職には、
［通常枠］
と
［特別枠］
という試験内容の異なる試験区分を設けていま
す。
［特別枠］は、高い目標を持って特定分野の活動に打ち込んでいたので、公務員試験の

勉強はできなかったけれど、誰にも負けない「能力」を身につけた方を対象にしています。
これまでの経験で得られた意欲・行動力・精神力を、和歌山県のためにどう生かしたいか
等アピール論文と面接を重視した従来の公務員試験にとらわれない試験制度です。
企画部 企画総務課 IR推進室 副主査

戸根 大輔 〈平成25年度採用〉

県職員をめざす人へメッセージ
民間で得た経験は、県庁で働くようになっても
役に立つと思います。受験する際は自分のセール
スポイントとしてしっかりアピールしてください。

Tone Daisuke

令和元年度：81名（うち女性12名）

省庁

次世代に引継ぐインフラを整備し、災害から県
民の方々を守る仕事です。今まで経験した自分の
得意分野を活かす場面が多々ある職場です。

一 般

研修期間中は、通常業務に加え、各分野での交流の調整や和歌山県か
らの訪問団受け入れのほか、現地在外公館等と協力して日本文化イベント
や現地旅行会社向け観光セミナーなどに参加して和歌山県のPRを実施し
ました。その他、
日本語学習を行う大学を個別に訪問する機会も多く得て、
和歌山県の紹介や梅酒作り体験など様々な活動ができたことも貴重な思
い出となっています。
ちょうど私が赴任していた頃、中国でキャッシュレス化が急速に進み、ほ
んの1、2ヵ月の間に生活スタイルが一変するのを目の当たりにしました。
中国語のスキルを身に付けられたことはもちろん、現地での生活、交流を
通じて中国のことを理解し、多くの人脈を形成するとともに、中国の勢いを
体感できたことはかけがえのない経験となっています。

派 遣 実 績

県職員をめざす人へメッセージ

民間等
⃝海洋研究開発機構（JAMSTEC）
⃝新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
（2）
⃝（株）地域経済活性化支援機構
⃝みずほ総合研究所（株）
⃝（株）紀陽銀行 ⃝農業協同組合連合会 ⃝住友林業（株）
⃝ナイス
（株）
⃝日本貿易振興機構
⃝地方公共団体金融機構
⃝地方公共団体情報システム機構
⃝2019年G20大阪サミット関西推進協力協議会

私は県職員になる前、財務諸表の作成方法や会計理論、原価計算や管理会計、経営
管理や財務管理及びこれらに関連する法令などの勉強をし、公認会計士試験に合格し
ました。会計に関する知識を身につけていたので、県職員採用試験受験時にはこれら
の知識を活かして地元企業の振興に貢献したい等のアピールをしました。また、システ
ムエンジニアとしてシステムの設計やプログラムの作成に従事したこともありました。
入庁してからは和歌山県の貸付金の管理を行う仕事や、県立病院の経理の仕事に
携わりました。貸付先の財務の状況を分析して返済の条件等を考えたり、病院の決算
書を作成したりする際には、会計に関する知識が非常に役立ちました。また、病院で
は新たなシステムの導入を担当することになり、事業者との打ち合わせやシステムの
データ整備等を行うなかで、システムエンジニアであった経験が活かされました。
民間では、ほとんど異動がありませんでしたが、県庁ではだいたい2〜3年ごとに異
動があります。新たな分野で今まで経験したことのない仕事ができ、また多くの方々と
人脈を築くことができるのが県庁で仕事をするうえで魅力だと思います。
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先 輩 からのメッセージ

一般行政職

建築職

広報課 主事

西牟婁振興局 建設部 建築課 副主査

上西 里奈 〈平成31年度採用〉

稲葉 翔大 〈平成27年度採用〉

Uenishi Rina

広報課では、広報誌やメディアを通じた県民
の方々への情報提供や、県内外の皆さまへの
和歌山県の魅力発信に取り組んでいます。
その中でも私は、SNSでの情報発信等を担当
しています。常に和歌山県内で行われているイ
ベントやニュースに目を向け、新しい情報を発
信できるように心がけています。県民の方々と
接する機会も多いので、県職員として責任を持
ち、対応しています。

県職員をめざす人へメッセージ
県庁職員の業務は本当に幅広く、やりがいのある仕事ばかりです。
「世界とつながる愛着ある和歌山」
を目指して、一緒に働きませんか。

Inaba Syota

スケジュール
7:00
8:30
9:00

12:00

出勤
メールチェック
SNS管理と新着情報の
確認・投稿
昼休み

13:00

インスタグラム
運営会議

16:00

問合せ対応

18:00

退庁

20:00

私の主な業務は、建築基準法に関する審査・
指導や、県営住宅の管理です。
安全安心な建物を提供できるよう、確認申請
の審査や検査、違反建築物の指導等を行って
います。特に検査では、様々な建物をみる機会
があり、
とても良い経験ができます。
県営住宅の管理では、入居者からの問合せ
対応や修繕工事の発注等を行っています。施設
の老朽化に伴い様々な問題が生じていますが、
どのように解決していくかが、技術職の頑張り
どころと感じながら取り組んでいます。

スケジュール
7:00
9:00

出勤
申請書審査、団地入居
者問合せ対応

12:00

昼休み

16:00

申請書審査、団地入居
者問合せ対応

19:00

退庁

13:00

検査、現地確認等

県職員をめざす人へメッセージ

20:00

警察事務職

農学職

警察本部 警務部 警務課 主任

農林水産部 農業生産局 果樹園芸課 農業環境・鳥獣害対策室 技師

下村 彩 〈平成24年度採用〉

勘代 博文 〈平成27年度採用〉

Shimomura Aya

警察職員の給与や諸手当の支給業務を担当してい
ます。業務を進める上で条例や規則等の勉強は欠か
せませんが、上司や先輩に教えてもらいながら一つ
ずつ問題を解決することにやりがいを感じています。
また、以前は警察署で落とし物の窓口業務や、音楽
隊員として音楽を通じた広報業務に携わっていまし

た。県民の方と直接ふれあい、｢ありがとう｣と言って
もらえた時は｢この仕事を選んでよかった｣と感じるこ
とができました。その他にも、物品購入業務や勤務管
理、福利厚生等の一般的な業務だけでなく、鑑識業
務、運転免許業務等といった警察ならではの業務が
たくさんあります。

Kandai Hirofumi

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、
農地への防護柵設置の支援を担当しています。
野生のイノシシやシカが農地に侵入して農
作物を食べてしまう事は、生産者にとって大き
な問題です。現在所属している室では、防護柵
設置のほか、野生鳥獣の捕獲や狩猟者の育成

スケジュール
7:00
8:30
9:00

12:00

13:00

出勤
給与システム及びメー
ルチェック、所属からの
問合せ対応
昼休み
給与運営会議
給与支払い手続き・
書類整理等

県職員をめざす人へメッセージ
県職員をめざす人へメッセージ

18:00

退庁

20:00

幅広い業務があるので、自分の特技や能力を発揮することができま

す。“安全で安心な和歌山”を目指して私たちと一緒に働きませんか。

情報職

県職員をめざす人へメッセージ
ICT分野のバックグラウンドを活かして和歌山県の未来のために日々
新たなチャレンジをしてみたいと感じたら、ぜひ和歌山県をおすすめしま
す。民間企業等では味わうことができない活躍の場があると思います。

農学職は生産対策等の事務業務や、現場で技術指導等を行う普及業
務、試験場での試験研究業務など、様々な視点で和歌山県の農業に関
わることができます。一緒に和歌山の農業を盛り上げていきましょう。

商工観光労働部 企業政策局 企業立地課 副主査

環境生活部 環境政策局 環境管理課 副主査

坂野 悠司 〈平成25年度採用〉

髙野 晃輔 〈平成23年度採用〉

私が所属する企業立地課では、新たな雇用の創出
や県内産業の活性化を目的に、ものづくり分野・ICT
分野の企業や高級ホテルの誘致を行っています。
私は主に情報職としての知識を活かし、ICT企業の
誘致を担当しており、県外ICT企業への誘致交渉や進
出する際のサポート等を行っています。
和歌山県では、若年者の県内就職・定着を促進し
ています。そこで首都圏からのアクセスの良さ、優れ
たロケーションに加え、働きやすいビジネス環境な
ど、地域のポテンシャルを活かし、特に今後成長が見
込まれるICT企業を誘致し、若い人たちが和歌山で活
き活きと働くことができる環境を目指しています。

などに取り組み、被害防止に努めています。
農家の方々の生活に直結する業務で、やりが
いも大きい仕事です。

スケジュール
7:00
8:50
9:00

10:00
12:00

出勤
メールチェックや問合せ
申請書のチェック
昼休み

13:00

申請書のチェック

17:45

退庁

14:00

資料作成や打合せ

20:00

化学職

Sakano Yuji
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前職では、ゼネコンの設計部署で構造設計の業務に携わっていました。
転職し、職場環境がかわることに不安はありましたが、職場は愉快な方々が
多く、明るい雰囲気で業務を行っています。ぜひ一緒に仕事をしましょう。

Takano Kosuke

スケジュール
7:00
8:30
9:00

12:00

出勤
メール・新聞等の
メディアチェック
進出検討企業の
県内アテンド
昼休み

14:00

課内協議

10:00

13:00
15:00

進出に係る書類作成

16:30

進出企業の
フォローアップ
書類作成

18:00

退庁

20:00

環境管理課では環境関係法令に基づく申請、届
出の審査、届出事業場の立入検査や大気、水質等
に係る環境の測定など環境保全に関する幅広い
業務を行っています。私は、主に土壌の汚染に関
する事務を担当しており、内容は申請、届出書の審
査など事務仕事が中心ですが、審査の過程におい
て、必要に応じ現地調査を行うこともあります。
環境問題は、一度発生してしまうと周辺の生活
環境に大きな影響を及ぼすことになるため、迅速
な対応を求められる業務もあります。県民の安全、
安心を守るという強い思いのもと、やりがいを感じ
ながら仕事に取り組んでいます。

スケジュール
7:00
8:30
9:00
9:30
12:00

13:00

出勤
メールチェック
書類の審査
昼休み

事業場の現地調査

16:00

事業者との打合せ

19:00

退庁

20:00

県職員をめざす人へメッセージ
私は学生時代、
「環境学」のような環境に関する分野を全く勉強したこ
とがなく、当初は仕事に対する不安がありましたが、先輩方のサポート
のお陰もあり、徐々にではありますが仕事を理解し、化学職として成長し
たと感じています。ぜひ一緒に環境を守る仕事をしましょう！
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先 輩 からのメッセージ
林学職

薬剤師

農林水産部 森林・林業局 林業振興課 技師

環境衛生研究センター 副主査研究員

有田 貴洋 〈平成30年度採用〉

上野 智子 〈平成24年度採用〉

Arita Takahiro

林業振興課では低コスト林業の推進、林道等
の基盤整備、林業の担い手確保・育成、木材利
用の推進、森林計画等の業務を幅広く行ってお
り、私は主に台風等で被災した林道の復旧や
林業機械導入の支援に関する業務を担当して
います。
特に林道復旧の業務では、台風等で被災し
た際、早期に林道の機能を回復させ、林業の木
材生産に支障が出ないよう努めています。
私の業務が林業の発展、ひいては山村地域の
活性化に貢献できることに責任感や、やりがい
を感じています。

Ueno Tomoko

スケジュール
7:00
8:15
9:00
12:00
13:00
15:00

18:00

出勤
新聞チェック
メールや問合せの対応
昼休み

国からの調査とりまと
めや資料作成
林道等打合せ

退庁

20:00

県職員をめざす人へメッセージ
森林が好きで、和歌山県のために何かしたいと考えている人にとっ
て、県職員はそれを実現できる職場だと思います。最初は経験や知識が
なくても、経験豊富な上司や先輩方がサポートしてくれるので安心して
働くことができます。和歌山県の林業を一緒に盛り上げましょう。

水産職
農林水産部 水産局 水産振興課 副主査

子ども・女性・障害者相談センター 福祉主事

内田 廉 〈平成26年度採用〉

西岡 美咲 〈平成28年度採用〉

私は、漁村の持つ豊かな観光資源を活用し
たブルーツーリズムの推進を主に担当してい
ます。具体的には漁村地域の活性化や漁家所
得の向上を目的として、漁業者が新たに取り組
む漁業体験や漁船クルーズ等の体験型観光漁
業、民泊事業への支援を行っています。

水産職と一口に言っても、担当する業務は多岐に渡ります。
「こんな仕
事がしたい！」
という熱い思いを持つことも大切ですが、
どんな仕事にも
興味を持って取り組める柔軟さもあれば、なお良いと思います。

病院や調剤薬局での勤務経験は、一見関連のない現在のような職場
に配属になっても、多くの知識が役に立ちます。
また色々な職種の人と
一緒に仕事をすることで、
自分の視野を広げることもできます。

水産業は漁獲量の減少や漁業者の高齢化等
の特に課題が多い分野であり、中々うまくいか
ない場面も多いですが、仕事を完遂した際の
達成感も大きいと思います。

スケジュール
7:00
8:50
9:00
12:00
13:00

出勤
新聞チェック
国への申請書類の確
認、会議資料の作成
昼休み

漁協との事業打合せ

16:30

報告書作成

19:00

退庁

20:00

現在は子供に関する虐待、非行、不登校など
の相談支援業務を担当しています。関わる子供
たちやそのご家庭は様々な課題を抱えており、
当事者と話し合いを重ねながら一緒に課題解
決の方法を考えていくのが当センターでの仕
事です。

出勤

9:30

分析

8:30

分析の準備

12:00

昼休み

15:00

データの解析

17:00

退庁

13:00

16:00

分析

報告書の作成

20:00
※朝型勤務制度利用

現在、子供たちやご家庭が抱える問題は複雑
になってきており、解決に向けて取り組んでい
くのも容易ではありません。一人で対応方法を
考えるのが難しくても、相談できる上司、先輩、
同僚はたくさんおり、お互いに思いを共有しな
がら仕事に取り組んでいます。

スケジュール
7:00
9:00

10:00

出勤   電話対応
所内会議

12:00

昼休み

14:00

事務作業

13:00

来所面接

15:30

家庭訪問

17:00

面接記録の作成

18:00

退庁

20:00

県職員をめざす人へメッセージ
福祉の現場での問題は益々多様化・複雑化し、
それらに携わるのは大
変なことですが、取り組んでいた課題が解決したときの達成感は大きく、
やりがいを感じます。
これから県職員をめざす方々にもそのようなやりが
いを感じてもらいたいです。

保健師

農林水産部 農業生産局 畜産課 副主査

福祉保健部 健康局 健康推進課 医療技師

宮本 泰成 〈平成27年度採用〉

池田 仁美 〈平成26年度採用〉

Miyamoto Yasunari
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7:00
7:45

Nishioka Misaki

獣医師

私が担当している業務は家畜衛生の分野に
加え、本県独自の業務である家畜診療、家畜改
良に関する分野です。家畜衛生については家畜
伝染病発生に備えた防疫演習の企画や防疫計
画の取りまとめ、関係機関との連絡調整など、ま
た家畜診療、家畜改良については、家畜保健衛
生所での業務が円滑に行われるよう連絡調整、
医薬品や凍結精液の購入等の後方支援業務を
行っています。幅広い分野にまたがり、多くの知
識を必要とする難しい業務ですが、いずれも本
県の畜産振興に欠くことのできない重要な業務
であり、非常にやりがいを感じています。

スケジュール

社会福祉士

Uchida Ren

県職員をめざす人へメッセージ

県職員をめざす人へメッセージ

和歌山県の環境保全のため、調査研究や検
査業務を行っています。
これまで使用したこと
がない分析機器も多かったのですが、同じ職場
の先輩や同僚のアドバイスを受けながら日々
の業務に取り組んでいます。
現在の職場では、膨大な分析データの解析
など地道な作業も多くあります。
しかし、有害
大気汚染物質の調査や煙道排ガス調査などの
様々な調査を行うことが、和歌山県の大気環境
の安心安全の確保に繋がり、県民の皆様の健
康を守ることに貢献できるところにやりがいを
感じています。

Ikeda Hitomi

スケジュール
7:00
8:40
9:00
12:00
13:00

出勤
メールチェック
書類作成、関係機関と
の連絡調整
昼休み

関係機関との打合せ

15:00

書類作成、班内打合せ

18:00

退庁

20:00

県職員をめざす人へメッセージ
本県では、現場、行政、試験研究と畜産に関するあらゆる業務を公務
員獣医師がカバーしています。幅広いゆえ、難しい仕事もありますが、畜
産分野におけるゼネラリストになれる仕事だと思います。

県職員をめざす人へメッセージ
和歌山県では、統括保健師やプリセプター保健師の支援、新人保健
師交流会等、指導体制が充実しています。また保健所以外にも本庁や
精神保健福祉センター等さまざまな配属先があります。魅力ある和歌山
県でぜひ一緒に働いてみませんか。

入庁後4年間は保健所で母子保健と精神保
健業務を担当しました。精神障害者の方への家
庭訪問では、その人がよりよい生活を送るため
の方法を共に考え、次のステップに繋ぐ支援が
できたことは心に残る体験です。
現在は本庁勤務となり、結核やエイズ対策業
務を担当し、結核地域医療連携体制の整備や
感染症の正しい知識の普及啓発に取り組んで
います。本県の実情に合わせた取り組みを多機
関・多職種と連携しながら実践していくことにや
りがいを感じています。

スケジュール
7:00
8:45
9:00

出勤
新聞チェック
メール、問合せ対応

12:00

昼休み

15:00

関係機関からの照会
対応、資料作成等

18:30

退庁

13:00

病院担当者との協議

20:00
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「暮らしやすい和歌山」で活躍！
！

出 産 育 児 と仕事の両立について
時短勤務や早出遅

子育てを通して得

出勤務など色々な制

た経験により社会の

事を両立している先
輩職員が男性も女性

になり、考えにも幅が
できたと思います。

度も利用しやすく、子

間 になって、次 世 代

度があり、子育てと仕

課 題 等も見えるよう

もたくさんいます。制

是 非、私たちの仲

育てのアドバイスもも

の多様なロールモデ

らえるので、安心して
働くことができます。

ルとして活躍してくだ
さい。

一般行政職
平成27年1月4日

〈平成21年度採用〉

妊娠中は、つわり休暇を取得したり、ま
た遠方の出張をかわってもらうなど周囲
の方に配慮してもらい勤務することができ
ました。
育休中は、毎日、両親の家や子育て支援
センター等に出かけ、私も子供も気分転換
しつつ過ごしました。
二子連続の休業なのでブランクが長く、
復帰前は不安でしたが、周りのサポートの

環境生活部 県民局 青少年・男女共同参画課 主幹

〈産休・育休期間〉

井村 容子

▼

平成31年3月31日

Nakabayashi Sachi

和歌山で就職すると
「給料が少ない」
と思っていませんか？ 確かに都会の給料は高いですが、
都会と比べて和歌山は物価、特に家賃が安いので、若い時期に、趣味を楽しんだり、友達と遊
んだり、自由に使えるお金は充分あります。

都会では、通勤時間が長くて大変ですよね。和歌山
なら、通勤時間が短く、帰宅時間も早いので、自分
の時間や家族との時間を持つことができます。

和歌山
①大学卒初任給
②25〜29歳の平均月給

ケジュール
ある1日のス
4:00

起床、家事

8:00

幼稚園へ送る

6:30
8:30

15:45
16:30
18:00
20:00

出産・育児の

〈昭和63年度採用〉

〈産休・育休期間〉

平成元年9月13日
▼

平成2年1月3日

184,900円
256,100円

③家賃平均月額

家族で朝食
出勤

退庁、幼稚園迎え
帰宅、お風呂

夕食、子どもと遊ぶ

子どもと一緒に就寝

※育児短時間勤務取得中

▼

平成6年2月22日

経歴
昭和63年
平成7年
平成8年
平成10年
平成13年
平成14年
平成15年
平成17年
平成19年

海草県事務所（主事）
厚生援護課
社会福祉課
児童家庭課
子育て推進課（副主査）
用地対策室（主査）
事業進行課
総務学事課
子ども未来課
（主任:平成22年）
平成23年 人権政策課
平成27年 子ども・女性・障害者
相談センター
（課長:平成28年）
平成31年 青少年・男女共同
参画課（主幹）

サ ポ ー ト 制 度

和歌山県庁は、産前産後休暇や育児休業をはじめとした出産や子育てを支援する各種制度が整備されているとともに、代替の職
員が配属されるなど、実際に制度が利用しやすい職場環境となっています。配属、仕事内容、昇任、研修とも男女の差はありません。

主な有給の制度
●産前産後休暇

出産予定日前8週間〜出産後8週間取得できる
休暇

●育児時間休暇

無給の制度
子が3歳になるまでの期間に取得できる休業
〈任期付きの代替職員が配属されます〉

●育児部分休業

3歳になるまでの子を育てるための休暇
〈1日2回各60分、又は1日1回120分〉

子が小学校就学前までの期間に取得できる休業
〈1日2時間以内〉

妻が出産する場合に取得できる休暇
〈入院の日から産後2週間の間で3日以内〉

身内の介護を必要とする場合に取得できる休暇
〈6か月以内〉

●妻の出産休暇

●男性職員の育児参加休暇

産まれてくる子や小学校就学前の子の養育のた
めの休暇
〈妻の産前産後期間中の5日以内〉

●子の看護休暇

満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある子の看護をするための休暇
〈1年につき5日まで〉
※対象となる子を2人以上養育する場合は10日まで

●介護休暇

近畿2府4県の待機児童数 4月1日時点

■大阪 ■兵庫 ■滋賀 ■奈良 ■京都 ■和歌山
和歌山県は近畿の他府県と比べて
待機児童が少ない状態をキープしています。
1500
1000
500
250
100
50
25
10
（人）

H27

10
H28

29
H29

⑦持ち家の延べ面積
⑧持ち家比率

③週3日
1日あたり7時間45分勤務
④週2日半 1日あたり7時間45分勤務×2日
1日あたり3時間55分勤務×1日
⑤週19時間25分〜24時間35分〈交替制勤務の職場のみ〉

54
16
H30

H31

20

26 26

27 27

Ⅰ種

H27

H28

H29

308,200円

280,600円

77,174円

53,603円

104.4

100.0

※制度内容は令和元年10月1日現在の制度です。変更される場合があります。

128.8㎡
74.8％

⑨世帯主の片道通勤時間
50.0分
40.0分
30.0分
20.0分

43.8分

27.6分

22.7分

36.1分

10.0分
0.0分

和歌山

全国平均

東京

大阪

⑩有業者の平日の帰宅時間
19:30

東京

大阪

51,072円

354,600円

149,200円

122.3㎡

90.7㎡

101.6㎡

3,782万円

5,592万円

61.7％

一般行政職、総合土木職、
建築職、警察事務職等

（勤務公署にかかわらず）

薬剤師

※大卒時に資格を取得している場合

※大卒時に資格を取得している場合

保健師

※大卒時に資格を取得している場合

100％

H30

35,400円

3,778万円

大学新卒（一例）

獣医師

育休取得率は

10
（人）

全国平均

初任給（給料月額）

化学職、農学職、林学職、
水産職

〈女性職員の育児休業取得状況〉※知事部局の職員
36 36

206,300円

4,264万円

45.8％

54.2％

して資格免許取得後の経験年数のみ経歴に換算されます）。資格免許職や化
学・農学・林学・水産職は、勤務公署により適用される給料表が異なります。
また
給料月額は、給与改定により変更される場合があります。福利厚生や休暇・昇
任など、
しっかりと仕事に取り組めるようにサポートします。

小学校就学前までの子等の養育等のため、始業
及び終業の時刻を変更することができます

30 30

100.0

214,900円

下記に記載している給料月額は平成31年4月1日採用者の額であり、一例で
す。経歴その他により給料月額は異なります（資格免許の必要な職種は、原則と

●早出遅出勤務制度

■育休対象者
■育休取得者

54,052円

大阪

19:00
18:30
18:00

18:53

18:35

和歌山

19:13

全国平均

東京

19:05

大阪

出典／①②H29賃金構造基本統計調査【企業規模10人以上】
（厚生労働省）③⑦
⑧⑨H25住宅・土地統計調査（総務省）④H29小売物価調査（総務省）⑤H30都道
府県地価調査（国土交通省）⑥H29独立行政法人住宅金融支援機構調査⑩H28
社会生活基本調査（総務省）

給 与 待 遇 について

子が小学校就学前まで、勤務形態が選択できます
※給料月額は、勤務時間数に応じた額となります
①週5日
1日あたり3時間55分勤務
②週5日
1日あたり4時間55分勤務

30
18

⑤1㎡当たり住宅地平均価格

●育児短時間勤務制度

40

252,900円

100.0

和歌山

勤務形態の選択ができる制度

●育児休業

201,800円

東京

和歌山なら家賃も安いですし、家を建てる場合にも、少ないお金で建てられます。安くて大き
な家で、ゆったりとした生活ができるのも、和歌山の魅力です。

⑥土地付住宅建築費

でしたが、仲間のサポートのおかげで両立に弾みが
つきました。また、児童福祉の現場においては重責に
押しつぶされそうになりながらも、仲間と一緒に困難
を乗り越え、やり甲斐や強い絆も生まれました。

39,861円

④消費者物価地域差指数

平成5年1月4日

私が就職活動を行った頃は、男女雇用機会均等法
は施行されてはいましたが、民間での現状は厳しく、
就職説明会に行ったものの女性は採用しないと言わ
れ、また、女性には採用年齢制限がある場合もありま
した。そのような中、仕事と家庭の両立のためには公
務員しかないと考えました。県庁に採用後、職場には
たくさんの先輩がいて、当たり前のように出産後も仕
事をする姿が頼もしくもあり、新鮮に思えました。私も
育休取得後職場に復帰し、不安を抱えながらの毎日

全国平均

住まいのこと

Imura Yoko

おかげで徐々に慣れました。ずっと子供と
一緒だったので、働くのが新鮮で、毎日楽し
く仕事をしています。
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時間のこと

一般行政職

紀北県税事務所 課税課 主事

中林 紗知

お金 のこと

Ⅲ種

初任給（給料月額）

187,200

本 庁・振 興 局
試験研究機関
本

庁

保 健 所・病 院
試験研究機関
本

庁

保 健 所・病 院
試験研究機関
本

庁

保 健 所 等

187,200
203,900
204,800
212,000
231,300
204,800
212,000
231,300
187,200
216,400

大卒後民間企業等
経験8年（一例）

219,100

（勤務公署にかかわらず）
本 庁・振 興 局
試験研究機関
本

庁

保 健 所・病 院
試験研究機関
本

庁

保 健 所・病 院
試験研究機関
本

庁

保 健 所 等

期末・勤勉手当（ボーナス）及び各種手当
期末・勤勉手当（ボーナス）が6月、12月に支給されます。
（平成30年度実績 計4.50月分）また各種手当として、状
況に応じて扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当な
どが支給されます。

勤務時間（週休2日制）
勤務時間は、原則として月曜日から金曜日の午前9時か

ら午後5時45分まで。完全週休2日制（1週38時間45分）
を実施しています。
※注 これは平成31年4月1日現在の勤務時間です。変更される場合があります。

219,100

休暇等

222,400

1年につき20日の年次有給休暇が与えられます。この
他、夏季休暇、結婚休暇、産前産後休暇、病気休暇等が
あります。
また、育児休業、介護休暇の制度もあります。

262,500
229,400
262,500
229,000
244,800
283,900
219,100
255,800

短大卒

高校卒

164,200

153,000

福利厚生
●職員の健康管理

心身ともに健康な状態で働けるように、定期的に各種
の健康診断、健康指導・健康相談などを実施して、職員
の健康の保持増進、疾病の早期発見に努めています。

●給付・貸付制度

職員の福利厚生のために共済組合・互助会があり、給
付・貸付事業、
レクリエーション事業等を行っています。

●その他

互助会が指定する宿泊施設、
レジャー施設、各種サービ
スが割引価格で利用できます。
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組 織 図

県の

和歌山県の組織は知事をトップに、多岐にわたる部
門で構成されています。それぞれが専門の知識と経験

を有したスペシャリティ集団です。

知事室

監察査察監

総務部

企画部

環境生活部

県政に関する広報や県民の

不正行為等通報の処理、不

条例等の公布、情報公開、行

県行政全体の企画立案、地

環 境 保 全や循 環 型 社 会の

意見を聴く広聴活動、県内

主要プロジェクトの進行管
理や政策調整などの仕事を

しています。

当要求行為に対する助言、 財政改革、職員の人事・健康
行政監察、服務監察などの
仕事をしています。

管理、予算編成、県税の賦課
徴収、市町村行財政運営の
助言、財産管理をはじめ、危

機管理、消防・防災対策など

の仕事をしています。

知

者など全ての人が地域で安

会計局
県関係の収入・支出、決算などの会計事務、給与事務及び軽易な支出
事務等総務事務の集中処理、物品調達などの仕事をしています。

配 属 先

主な

（職種説明）
新規採用職員は、本庁又は出先機関、各試験研究
機関等に配属されます。
Ⅰ種試験合格者の場合、採用
時に本庁に配属された人は2年程度で出先機関の勤

務となり、出先機関に配属された人は3〜4年で本庁
等の勤務となります。その後、平均4〜5年サイクルで
各課を異動し、さまざまな職場を経験することで、幅
広い能力・知識の習得を図っています。また、年に一
度希望する勤務先、職務について、申告する機会があ
ります。
※注

主な配属先は令和元年10月1日現在のものです。組織改正により変更になる場合があります。

4~5年

本庁など サイクル 各課
3~4年
程度

各課

※Ⅰ種試験合格者で、採用時に本庁に配属された場合

主な役職は、主査（係長級）、主任（課長補佐級スタッフ）、
班長（課長補佐級ライン）、副課長、課長、局長、部長となって
います。
Ⅰ種試験合格者で比較的速いペースの昇任は経験
年数12年で主査となり、本庁と地方機関で合計8年の主査経
験を経て主任になるケースです。
昇任試験を実施していないので、昇任は人事評価等を踏
まえ、総合的な能力・実績主義に基づいて判定し、やる気・能
力のある若手職員の抜擢人事も行っています。
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県議会事務局

教育委員会事務局

本会議・委員会の運営や、県行政に関する議員

教育の充実、文化芸術・スポーツの振興や文化

公安委員会

監査委員

警察本部

監査委員事務局

犯罪から県民の生命・身体・財産を守り、安全と

県の財務に関する事務の執行や県が運営する

の調査研究活動を補佐する仕事をしています。 財の保護に関する仕事をしています。

調査や人権尊重の社会づく 成、男女共同参画の推進な

りの仕事をしています。

農林水産部

県土整備部

商工業振興のため、県産品

農林水産業振興のための支

道路、河川、砂防、
ダム、下水

のブランド力強化や販路開

援や研究開発をはじめ、流

拓、研究開発等を支援する 通販売対策、担い手育成、
ほか、観光の振興、雇用対 農地・森林・漁場の整備、漁
策などの仕事をしています。 業調整・取締などの仕事を
しています。

さまざまな部署で業務に就き、行政をトータルに見つめる幅広い視野を養ったうえ
で、各自の適性を見極めていきます。

配属先

庁 ▶ 本庁各課、県議会事務局、教育委員会事務局、
各種委員会事務局
地 方 機 関 ▶ 各振興局、各保健所、各県立学校
学 校 事 務（ Ⅲ 種 ）▶ 市町村立小中学校等
警
察
事
務 ▶ 警察本部・警察署等
行政職

本

情報職
情報通信技術を利活用することにより、県民生活の向上、行政事務の効率化、県内産
業の振興、災害への対策などに取り組んでいます。情報政策課を中心にさまざまな
部署で業務に就き、行政全体を理解した情報政策の専門家として活躍していきます。
配属先

本

道、公園、住宅、港湾、漁港

等の建設と管理などの仕事

をはじめ、建築の指導や都
市計画の立案などの仕事を
しています。

どの仕事をしています。

庁 ▶ 情報政策課

配属先

本
庁 ▶ 県土整備部各課、農業農村整備課
地 方 機 関 ▶ 各振興局、和歌山下津港湾事務所、ダム管理事務所（二川・椿山・七川）

県有施設の新設・改修に当たっての設計、施工、監理や県庁舎等の維持管理を行ってい
ます。また、公共下水道施設の建設及び工業用水道施設の運転・管理も行っています。
配属先

配属先

県有施設の新設・改修に当たっての設計、施工、監理や県庁舎等の維持管理を行ってい
ます。また、公共下水道施設の建設及び工業用水道施設の運転・管理も行っています。
配属先

本
庁 ▶ 公共建築課、公営企業課
地 方 機 関 ▶ 工業用水道管理センター

人事委員会事務局

労働委員会事務局

局が、地域の発展のための
仕事をしています。

県職員、警察官の採用試験や給与の調査研
究、不利益処分の審査請求の審査などの仕事
をしています。

不当労働行為の救済申立ての審査や労使間の
争議の調整などの仕事をしています。

本
庁 ▶ 環境生活総務課、循環型社会推進課、環境管理課
地 方 機 関 ▶ 環境衛生研究センター、各保健所

配属先

本
庁 ▶ 薬務課、食品・生活衛生課、医務課
地 方 機 関 ▶ 環境衛生研究センター、各保健所、
こころの医療セン
ター、工業技術センター

農学職

栄養 士

新品種育成や栽培技術の研究開発をはじめ、農家に対する生産技術や農業経
営の指導、農産物の販売促進、担い手対策などを通じ、収益性の高い農業づく
りを進めています。

県民の健康づくりを推進するため、生活習慣病の予防や食育の推進に取り組む
ほか、特定給食施設への指導や患者さんへの栄養管理等の業務を行っていま
す。また、県民の食の安全・安心の確保のため、食品表示の監視・指導等を行っ
ています。

配属先

本
庁 ▶ 農林水産総務課、食品流通課、果樹園芸課、経営支援課
地 方 機 関 ▶ 各振興局､農業試験場、暖地園芸センター、果樹試験
場、かき・もも研究所、
うめ研究所、農林大学校、就農
支援センター

林学職
「木の国」の名にふさわしく、県土の約8割が森林。林業・木材産業を支える人材
育成及び良質な木材生産を推進し、県土を守る森林づくりを進めています。ま
た、紀州備長炭の振興など、豊かで魅力ある山村づくりに取り組んでいます。
配属先

本
庁 ▶ 林業振興課、森林整備課
地 方 機 関 ▶ 各振興局、林業試験場、農林大学校林業研修部

配属先

本

庁 ▶ 食品・生活衛生課、健康推進課、果樹園芸課

地 方 機 関 ▶ 各保健所、
こころの医療センター

社会福 祉 士
社会福祉の知識・技術をもって援助に当たる専門職として、児童福祉法や生活
保護法等に基づく相談対応などあらゆる相談・指導業務や福祉施策の企画・運
営を行っています。
配属先

本
庁 ▶ 障害福祉課、子ども未来課、長寿社会課
地 方 機 関 ▶ 各振興局、子ども・女性・障害者相談センター、紀南児
童相談所、仙渓学園

水産職

保健 師

和歌山県の水産の特性に応じた資源管理・漁場造成の推進、漁業経営の安定
指導、漁場環境・漁場資源の調査研究、有用な水産動植物の増養殖研究などを
通じ、収益性の高い水産業づくりに取り組んでいます。

家庭訪問などの地区活動をとおして住民の健康状態や地域の特性を把握し、
県民が健康でいきいきと住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる地域
づくりに取り組んでいます。

配属先

本
庁 ▶ 公共建築課、管財課、公営企業課
地 方 機 関 ▶ 工業用水道管理センター、ダム管理事務所（ニ川・椿山・七川）

機械職

す。県 内 全 域で7つの振 興

薬剤 師

認、建築士指導及び公共施設の設計・工事監理により安全で安心な県土づくりに取り組んでいます。

安全・安心な活力ある県土の実現のため、道路、河川、砂防、下水道、都市計画、港湾
など幅広い分野で基盤整備に取り組むとともに、農業王国和歌山の産地を支える基
盤づくり、元気な農村づくりに取り組んでいます。

労働委員会

医薬品などの安全安心を確保する業務、水道と食の安全確保のための業務、環
境保全を推進するための業務など、県民の健康を守るため多くの分野で活躍し
ています。

まちづくり施策、景観施策及び住宅施策により調和のとれた地域づくりに取り組むとともに、建築確

総合土木職

人事委員会

知 事 の 権 限 に属 する業 務

の全般を各地域で担当しま

化学職

建築職

本
庁 ▶ 都市政策課、建築住宅課、公共建築課
地 方 機 関 ▶ 各振興局建設部

かを監査する仕事をしています。

振興局

環境の保全や循環型社会の形成、廃棄物の適正処理、災害時の廃棄物処理等
に関する施策の企画立案、工場等への検査指導、環境に係る調査研究・試験分
析を行うなど、地球規模での環境問題を含め、快適な生活環境の維持形成に取
り組んでいます。

行政・学校・警 察

電気職
昇任について

対策・文化振興・国際交流・ 策、動物愛護、消費・生活安
移 住 定 住の推 進 及び統 計 全、NPO支援、青少年の育

商工観光労働部

事務職

各課

出先機関
2年
程度

心して生活ができるように福
祉、保健、医療に関する仕事
をしています。

配属先

〈配属と異動の一例〉
本庁

福祉保健部
障害のある人や子供、高齢

会計管理者

推進、食品の安全・安心対

教育委員会

社会正義を実現するための仕事をしています。 事業の管理などが適正に行われているかどう

副知事

事

域の活性化・情報化、交通

県議会

本
庁 ▶ 水産振興課、資源管理課
地 方 機 関 ▶ 各振興局、水産試験場

配属先

獣医師
家畜伝染病等の疾病予防と家畜の健康管理、食品衛生監視と検査等を通じ、食
の安全・安心を提供するほか、バイオテクノロジーをはじめとした試験研究、動
物愛護精神の普及啓発と適正な飼い方等の指導を行っています。
配属先

本
庁 ▶ 食品・生活衛生課、畜産課
地 方 機 関 ▶ 動物愛護センター、各保健所、畜産試験場、養鶏研究
所、各家畜保健衛生所

本
庁 ▶ 医務課、健康推進課、長寿社会課、職員厚生室
地 方 機 関 ▶ 各保健所、精神保健福祉センター、難病・子ども保健
相談支援センター

精神保健福祉 相 談 員
精神疾患により様々な障害を抱えた方や家族が、安心して地域で生活できるよ
う専門的な知識をもって、関係機関等と連携し、相談業務や社会復帰・社会参
加促進を図るための支援を行っています。
配属先

本
庁 ▶ 障害福祉課
こころの医療センター
地 方 機 関 ▶ 各保健所、精神保健福祉センター、
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試 験

申込から採用までの流れ

について

試験の申し込みは、
「和歌山県電子申請サービ
ス」からの申し込みとなります。和歌山県HPにて
電子申請サービスの利用方法を、また人事委員
会HPにて申し込みから採用までのおおまかな流

れなどを確認してからお申し込みください。
また、平成30年度の和歌山県職員採用Ⅰ種
試験・資格免許職職員採用試験から、第1次試験
（筆記試験）の内容が変更となり、より受験しや
すくなりました。
令和2年度の試験日程は、令和2年3月上旬（予
定）から配布する総合案内でお知らせします。

現時点での日程（案）
です        （Ⅰ種（大学卒業程度）試験の受付開始は令和2年4月下旬を予定）

4月下旬〜

6月下旬

7月上旬

7月〜8月

8月中旬（一般行政職通常枠以外）
9月上旬（一般行政職通常枠）

受験申込

第一次試験

第1次試験
合格発表

第2次試験

最終合格発表

採用候補者
名簿作成・提示

和歌山県ホームページ

筆 記 試 験を行 います。

合格者受験番号を県庁

第1次試験合格者に対

合格者受験番号を県庁

最終試験合格者を、試

サービス」から申し込ん

田辺市です。

事務局前掲示板及び人

ます。試 験 会 場は和 歌

事務局前掲示板及び人

者 名 簿に記 載し、任 命

の「和歌山県電子申請

でください。

試験会場は和歌山市、

北別館5階・人事委員会

し、面接試験などを行い

事委員会ホームページ
に掲載します。

山市です。

教養試験の解答数が少なく、試験時間が短くなりました
平成30年度から
「第1次試験・教養試験」解答数が50題から40題に減り、試験時間も2時間30分から2時間に短縮されました。
●対象は「全試験区分」です。

平成29年度まで
出題分野

解答数

区分

出題分野

25題

選択問題 知識分野（社会科学、人文科学、
自然科学）

15題

必須問題 知能分野（文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈）

25題

必須問題 知能分野（文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈）

25題

計

50題

計

40題

変更

専門試験の出題分野の選択が可能になりました

政治学、行政学、憲法、行政法、
民法、刑法、労働法、経済学、
財政学、社会政策、国際関係

科目

変更

出題分野 ※出題分野は変更になる可能性があります

解答数

法律

憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学・財政学

40題

経済

経済原論、財政学、経済史、統計学、経済事情、経済政策、憲法・行政法・民法

40題

従来の分野

政治学、行政学、憲法、行政法、
民法、刑法、労働法、経済学、
財政学、社会政策、国際関係

新規追加

総合B
（選択型）

政治学、行政学、憲法、行政法、
民法、刑法、労働法、経済学、
財政学、社会政策、国際関係

新規追加

総合A
（選択型）

従来の分野
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平成30年度から

40題

の意思を確認します。

権 者（ 知 事 、教 育 委 員
会 、警 察 本 部 長 等 ）に

教育学、社会福祉概論、
社会学概論、心理学概論

40題
選択解答

数学・物理・化学

40題
選択解答

採用は、原則として4月1

日です。

提示します。

試験のあれこれ
Q

Ⅰ種試験は大学卒業（見込み）者でないと受験できま
せんか

A

Ⅰ種試験の「大学卒業程度」
とは、試験問題の程度が
大学卒業程度であるということであり、受験資格を
満たしていれば、学歴に関係なく受験ができます。
受験資格の詳細は試験案内で確認してください。

Q & A
Q

A

試験に合格しても採用されないことがあるのですか
競争試験の場合、試験に合格すると採用候補者とな
り、採用候補者名簿に氏名が登載され、任命権者は人
事委員会が提示した名簿の中から採用します。退職
者の状況等により、試験に合格しても採用されない場
合がありますが、例年、本人が採用を辞退したり、採用
に必要な資格等を満たすことができなかった場合を

除き、試験に合格された方は全員採用されています。

Q

Ⅰ種試験の「一般行政職特別枠」で求める人材は具
体的にどのようなものですか

A

特別枠で求められる人材例は以下のとおりです。
・海外での活動経験や海外とのハイレベルな交流
経験がある人
・国内外での顕著な社会貢献活動で中心的な役割
を担った経験がある人
・国際・全国レベルのスポーツ大会で優秀な成績を収めた人
・高度な専門的知識・経験を有する人

事務系の試験区分を受験する場合、従来は出題分野の選択はできませんでしたが、平成30年度から、申し込み時に4科目から得意の1科目を選択して受
けることができるようになりました。
「法律」
「経済」は40題必須（出題分野限定）、
「総合A」
「総合B」は60題から40題を自由選択で解答。
●対象はⅠ種のうち
「一般行政職」
と
「警察事務職」
です。※第2次試験では専門試験で選択した科目にかかわらず、従来どおり試験区分（一般行政職または警察事務職）毎に一括して最終合格者を決定します。

解答数

い、和歌山県への就職

解答数

選択問題 知識分野（社会科学、人文科学、
自然科学）

出題分野

任命権者が面談等を行

験区分ごとに採用候補

採用

任命権者の管轄

平成30年度から

平成29年度まで

事委員会ホームページ
に掲載します。

意向確認

人事委員会の管轄

平成30年度
「和歌山県職員採用Ⅰ種試験・資格免許職職員採用試験」から
第1次試験（筆記試験）の内容が変更になりました。

区分

北別館5階・人事委員会

4月

Q

出身地、出身校、学部、性別、職歴などによって有利・
不利はありますか

A

一切ありません。採用試験は公平・公正に行っています。

Q

第1次試験の際の服装はどんなものがよいのですか

A

服装は特に指定していません。過ごしやすい服装で
受験してください。

Q

採用後の研修とはどういったものですか
職員に採用されると、県職員としての自覚と意識の確

立を図り、職務上必要な知識を習得し、職場への適応
能力を養うために、
「 新規採用職員研修」を前期、中

A

期、後期に分けて受けていただきます。その後、経験
年数に応じた研修や昇任に際しての研修があります。

Q

その他どのような職種の採用がありますか

A

毎年定期的に行われる職員採用試験のほかに、急
を要する欠員補充の場合等、採用試験を随時実施
しています。その際は、和歌山県人事委員会ホーム
ページ（裏表紙参照）、県広報紙「県民の友」に職員
採用情報を掲載しますので、確認してください。

特に、主査（係長級）昇任までの間、
「対人能力」、
「政
策形成能力」等を集中的に身に付けるための研修制
度を設けています。また、国・民間企業等への派遣研
修等もあります。
（派遣研修についてはP3を参照）
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