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問い合わせ先
〒780－0850
高知県高知市丸ノ内２丁目４番１号
高知県庁北庁舎３階
高知県人事委員会事務局　職員課　任用担当

【対応時間】平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※Ｅメールによるお問い合わせは、saiyou230101@ken.pref.kochi.lg.jp まで
　（メールの件名は、「採用試験に関する質問」としてください。）

平成31年３月発行

http://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/
【高知県職員等採用試験情報サイト】【高知県職員等採用試験情報サイト】

　過去数年分の教養・専門試験問題の例題、集団討論課題、論文・小論文課題について、高知県庁本庁舎１階の県民室及び高知
県職員等採用試験情報サイトで公表しています。

●社会人経験者・上級：東京会場、大阪会場　●中級・初級：幡多会場　●警察官 A：東京会場、大阪会場　●警察官 B：幡多会場
※障害者を対象とした採用選考試験は、高知市のみで実施しています。

088－821－4627
088－821－4641（直通）TEL 

FAX

高知県職員
採用案内



県の組織機構図（平成 31年４月１日現在）

2 高知県は、次のような人材を求めています
　高知県は、美しく豊かな自然に恵まれ、よさこい祭りに代表される個性豊か
な地域の文化を発展させてきました。一方で、時代の大きな流れでもある人口
減少と高齢化、それに伴う経済の縮み、南海トラフ地震をはじめとする災害へ
の備えなど、たくさんの課題を抱えています。
　高知県では、課題解決の先進県を目指して、経済の活性化や日本一の健康長
寿県づくりをはじめとする５つの基本政策と、中山間対策の充実・強化などの
３つの横断的な政策を全力で実行してまいりました。その結果、例えば、本県
経済は今や人口減少下においても拡大する経済へと構造を転じつつあるなど、
明るい兆しも見えるようになりました。今後も、各分野でさらなるバージョン
アップを図り、官民協働、市町村政との連携協働のもと、県勢浮揚の実現に向
けてより実効性の高い施策をスピード感を持って展開し、飛躍への挑戦を続け
てまいりたいと考えています。
　高知県は、先例なき時代において、県民の皆様のため、課題に正面から取り
組み、創造性を発揮し、新しい時代を切り拓いていく人物を求めています。
　私たちと共に働きましょう。困難に立ち向かい、苦楽を共に分かちあいましょ
う。皆さんのチャレンジを、心からお待ちしています。

1

知事からのメッセージ

県の基本政策 ※最新の内容は、高知県庁のホームページでご確認ください。

　高知県は、５つの基本政策と３つの横断的な政策のさらなるバージョンアップを図り、県勢浮揚の実現に向けてより
実効性の高い施策をスピード感を持って展開していきます。

【５つの基本政策】

５つの基本政策に横断的に関わる政策

中山間対策の充実・強化

経済の活性化
～産業振興
計画の推進～

日本一の
健康長寿県
づくり

教育の充実と
子育て支援

インフラの
充実と有効活用

第３期計画の総仕上げ
に向け必要な施策を強
化。次のステージを見
据え、新たな付加価値
を絶えず創造し続けて
いく仕組みを進化

集落活動センターを中心とした中山間地
域の「産業をつくる」、「生活を守る」対
策をさらに強化

文化芸術とスポーツの振興

文化芸術に触れる機会の充実などに取り
組むとともに、スポーツ参加の拡大、競
技力の向上、スポーツを通じた活力ある
県づくりを推進

少子化対策の充実・強化
と女性の活躍の場の拡大
働きながら子育てしやすい環境づくりな
ど少子化対策を充実強化するとともに、
就労支援などによる女性の活躍の場の拡
大を推進

「県民の誰もが住み慣
れた地域で、安心して
暮らし続けることので
きる高知県」の実現を
目指す施策をさらに充
実・強化

チーム学校の取組の徹
底による「知」「徳」「体」
のさらなる向上、厳し
い環境にある子どもた
ちへの支援を充実・強
化

対策の時間軸をこれま
で以上に長く捉えて、
応急期や復旧・復興期
の取組も充実、要配慮
者への対策を加速化

公共土木施設の事前防
災対策に引き続き重点
的に取り組むなど、地
域の実情を踏まえたイ
ンフラ整備を推進

議　　会

知　　事

副　知　事

教育委員会

公安委員会

選挙管理委員会

監査委員

人事委員会

労働委員会

収用委員会

海区漁業調整委員会

内水面漁場管理委員会

教育委員会事務局

警察本部

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

人事委員会事務局

労働委員会事務局

収用委員会事務局

海区漁業調整委員会事務局

内水面漁場管理委員会事務局会計管理者

議会事務局（議決機関）

（執行機関）

（公営企業）公営企業局

3

1 2 3 4 5

高知県知事

尾﨑正直

南海トラフ
地震対策の

抜本強化・加速化

総　務　部

危機管理部

健康政策部

地域福祉部

文化生活スポーツ部

産業振興推進部

中山間振興・交通部

商工労働部

観光振興部

農業振興部

林業振興・環境部

土　木　部

会計管理局

水産振興部

全体の奉仕者として、高い倫理性、
コスト意識を持って行動する人

外部からの情報や知見を積極的に
取り込みながら、全国区の視点を
持って判断し行動する人

課題に正面から向き合い、
創造性やチームワークを発揮
しながら果敢に挑戦する人

県民の皆様の目線に立って
物事を捉え、課題を自ら見出し
設定することで、進化し続ける人

ー 2 ー ー 3 ー
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※警察事務
　経理、庶務、広報、統計、交通安全その他あらゆる分野における事務に従事します。具体的には、職員の給与
や旅費の支給、福利厚生、人事管理、予算・物品管理、運転免許の交付・更新事務など業務内容は多岐にわたっ
ています。

【主な配属先】　警察本部各課及び各警察署など

　健康管理、福利厚生、各種手当てに関する業務等を通じて、警察活動を効率的・
合理的にサポートする活動は、派手ではありませんが、組織を陰ながら支援する
ことには喜びを感じています。
　採用当初から音楽隊員を兼務しているのですが、派遣先で「楽しかった。」「ま
た来てほしい。」などの声をいただく度に、音楽隊が「県民と警察を結ぶ音の架け橋」
となっていることを実感し、うれしく思います。
　警察組織は何かと堅いイメージを持たれがちだと思うのですが、職場は明るく
風通しが良いため、やりがいを持って楽しく仕事ができています。
　誇りと使命を持って、警察職員として一緒に働いてみませんか？

先輩職員からのメッセージ

行　政
　地域振興、防災対策、社会福祉、国際交流、産業振興、観光振興、農林水産振興、環境対策、都市計画、教育
など高知県庁の行政全般にわたる業務に従事します。職務内容も、県税徴収など、直接県民の方と接する業務から、
政策立案、企画調整など様々な業務に携わります。

※
【主な配属先】　本庁（知事部局、議会事務局、各種委員会、教育委員会）又は出先機関

先輩職員からのメッセージ

先輩職員からのメッセージ

　県庁は高知県が抱える課題に対して行政に限らずみなさんの協力を得ながら解
決に努力し、高知を盛り上げていくことが仕事です。その中であらゆる分野に携
われるチャンスがあることが魅力であり、各分野で活躍する先輩方から刺激を受
け、自分自身も成長できる職場だと思います。
　これからいろいろなことを学び、経験させていただく機会を得ながら仕事をす
る中で高知を元気にする役割を果たせたらと思います。
　県庁職員として一緒に働ける日を心待ちにしています。

　県庁の仕事は、様々な職種や関係者と関わりが持てる点が魅力の一つだと思い
ます。大変な事も多いですが、自分自身への成長にもつながりますし、結果的に
それが県全体への恩返しにもつながると思います。何でもやってみないと分から
ないと思うので「迷っているなら挑戦してみる」くらいの気持ちで受験されては
どうでしょうか。多様な価値観や意見を生で聞けるのは魅力ですよ。
　ちなみに、私は高知県出身ではないので、同じ境遇で悩んでる方がいればお聞
きします！一緒に頑張りましょう。

平成28年度採用　中山間地域対策課

平成 28年度採用　福祉指導課

職
種
紹
介

児童家庭課　課長
田村　敬子

県庁生活を振り返って
　私の場合は、新設組織への配属や、新たなことを立ち上げる仕事
（ものづくりの地産地消、防災関連産業の振興、起業・新事業展開
の促進等）が多かったように感じます。こうした仕事は、苦労はあ
りますが、最初は小さく始めたチャレンジングな事業が、ステップ
を踏みながら大きな政策になっていく充実感はこのうえないものが
あります。その中で感じたことは、個人でできることには限界があ
りますし、人それぞれ得意分野や、物事を見る視点なども様々です
ので、自分だけで悩まず、早めに問題を共有・相談することで物事

産学官民連携・起業推進課　課長
池澤　博史

土佐長岡郡
福祉事務所

中央
保健所 管財課 監理課 こども課 生涯学習課

香南市へ
派遣

地域支援
企画員

地域
観光課こども課幼保支援課園芸流通課

昭和
59年度

平成
元年度

平成
4年度

平成
7年度

平成
10年度

平成
13年度

平成
15年度

平成
17年度

平成
18年度

平成
23年度

平成
25年度

平成
27年度

おもてなし課 児童家庭課

平成
29年度

平成
30年度

チーフ級 課長補佐 課 長

農業
経済課

南国
土木事務所 安芸病院 情報企画課 情報基盤課 工業振興課 工業振興課 産学官民

連携センター商工政策課業務改革
推進室商工政策課

昭和
62年度

昭和
63年度

平成
4年度

平成
7年度

平成
12年度

平成
15年度

平成
16年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
25年度

平成
27年度

平成
29年度

産学
官民連携・
起業推進課

計画推進課

平成
28年度

チーフ級 課長補佐 課 長

が良い方向に進んでいくということです。高知県は、庁内外ともに
フラットな関係を築ける風土ですし、応援し合う産学官民の仲間が
必ずいます。

ともに働くうえで求める人材像
　高知県は、全国に先駆けて人口減少・高齢化社会に突入した課題
先進県です。だからこそ、課題解決の先進県として、前例のない取
り組みにチャレンジし解決策を生み出そうという文化があります。
チーム一丸となって取り組んでいくためにも、庁内外の関係者のお
話をよく聴き、自分事として物事を捉えながら、賛同者を増やして
いくための立ち振る舞いができる人材が大事になってきます。
　最初は戸惑いもあると思いますが、自分の思いや考えを整理しな
がら、何か一つ行動に移すことで、共感してくれる方も次第に増え、
信頼される県職員に成長していくと信じています。

受験を検討されている方へのメッセージ
　皆さんの中には、県庁の仕事はデスクワーク中心で、決められた
ことをこなす堅苦しいイメージを持たれている方もいらっしゃるか
もしれません。実際は、若い感性や創造性を発揮しながら政策を創
り上げ実行していく仕事も数多くあり、やり遂げた時の達成感や充
足感は、他ではなかなか味わえないものがあると思います。
　また、県職員は、立場や世代、地域等を超えて、いろんな方とお
話をする機会にも恵まれています。多くの方と出会い、ネットワー
クが広がることで自分自身も成長させることができますので、ぜひ、
一緒に高知県を盛り上げていきましょう。

県庁生活を振り返って
　これまでの県庁生活では、健康福祉分野、子ども・教育分野、産
業振興・観光分野等幅広い業務に携わることができ、上司や同僚の
みなさん、市町村や関係機関のみなさんに支えられながら務めるこ
とができました。
　特に、自治大学校の研修では、ハードなスケジュールでのレポー
ト作成と仕事との両立に苦労しましたが、全国の自治体から集まっ
た同世代の仲間たちと寮生活の中で学び、交流できたこと、また、
市町村派遣や地域支援企画員では、文化の違いに戸惑いながらも市
町村の立場で現場を経験し共に仕事ができたことは、将来にわたる
大きな財産となっています。

ともに働くうえで求める人材像
　高知県の抱える過疎化、少子高齢化などに伴う課題の解決に向け
て、県民本意志向で、率先して挑戦し、粘り強く取り組んでいく姿
勢があることが、まずは求められていると思います。そのためにも、
周囲の方々と連携協調できるコミュニケーション力や、チームワー
クで困難を乗り越えていく力が必要です。
　何事にも誠実に向き合い、行動することで前に進めていくことが
大切だと思います。

受験を検討されている方へのメッセージ
　県庁の仕事は、多岐にわたるとともに、人材育成のための研修制
度やジョブチャレンジ制度等が充実しており、個々の能力を発揮し、
チャレンジできる機会が多くあると実感しています。また、女性も
男性も、自らのライフステージに応じた働き方を選択でき、周囲か
らも配慮いただける職場環境が整っていると思います。
　「高知県はひとつの大家族やき！」をキャッチフレーズに、官民
協働で「高知家」の産品や観光・移住のプロモーションを展開して
います。こんな、あったかな高知県で、志ある皆様をお待ちしてい
ます。

職員インタビュー
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※警察事務
　経理、庶務、広報、統計、交通安全その他あらゆる分野における事務に従事します。具体的には、職員の給与
や旅費の支給、福利厚生、人事管理、予算・物品管理、運転免許の交付・更新事務など業務内容は多岐にわたっ
ています。

【主な配属先】　警察本部各課及び各警察署など

　健康管理、福利厚生、各種手当てに関する業務等を通じて、警察活動を効率的・
合理的にサポートする活動は、派手ではありませんが、組織を陰ながら支援する
ことには喜びを感じています。
　採用当初から音楽隊員を兼務しているのですが、派遣先で「楽しかった。」「ま
た来てほしい。」などの声をいただく度に、音楽隊が「県民と警察を結ぶ音の架け橋」
となっていることを実感し、うれしく思います。
　警察組織は何かと堅いイメージを持たれがちだと思うのですが、職場は明るく
風通しが良いため、やりがいを持って楽しく仕事ができています。
　誇りと使命を持って、警察職員として一緒に働いてみませんか？

先輩職員からのメッセージ

行　政
　地域振興、防災対策、社会福祉、国際交流、産業振興、観光振興、農林水産振興、環境対策、都市計画、教育
など高知県庁の行政全般にわたる業務に従事します。職務内容も、県税徴収など、直接県民の方と接する業務から、
政策立案、企画調整など様々な業務に携わります。

※
【主な配属先】　本庁（知事部局、議会事務局、各種委員会、教育委員会）又は出先機関

先輩職員からのメッセージ

先輩職員からのメッセージ

　県庁は高知県が抱える課題に対して行政に限らずみなさんの協力を得ながら解
決に努力し、高知を盛り上げていくことが仕事です。その中であらゆる分野に携
われるチャンスがあることが魅力であり、各分野で活躍する先輩方から刺激を受
け、自分自身も成長できる職場だと思います。
　これからいろいろなことを学び、経験させていただく機会を得ながら仕事をす
る中で高知を元気にする役割を果たせたらと思います。
　県庁職員として一緒に働ける日を心待ちにしています。

　県庁の仕事は、様々な職種や関係者と関わりが持てる点が魅力の一つだと思い
ます。大変な事も多いですが、自分自身への成長にもつながりますし、結果的に
それが県全体への恩返しにもつながると思います。何でもやってみないと分から
ないと思うので「迷っているなら挑戦してみる」くらいの気持ちで受験されては
どうでしょうか。多様な価値観や意見を生で聞けるのは魅力ですよ。
　ちなみに、私は高知県出身ではないので、同じ境遇で悩んでる方がいればお聞
きします！一緒に頑張りましょう。

平成28年度採用　中山間地域対策課

平成 28年度採用　福祉指導課

職
種
紹
介

児童家庭課　課長
田村　敬子

県庁生活を振り返って
　私の場合は、新設組織への配属や、新たなことを立ち上げる仕事
（ものづくりの地産地消、防災関連産業の振興、起業・新事業展開
の促進等）が多かったように感じます。こうした仕事は、苦労はあ
りますが、最初は小さく始めたチャレンジングな事業が、ステップ
を踏みながら大きな政策になっていく充実感はこのうえないものが
あります。その中で感じたことは、個人でできることには限界があ
りますし、人それぞれ得意分野や、物事を見る視点なども様々です
ので、自分だけで悩まず、早めに問題を共有・相談することで物事

産学官民連携・起業推進課　課長
池澤　博史

土佐長岡郡
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が良い方向に進んでいくということです。高知県は、庁内外ともに
フラットな関係を築ける風土ですし、応援し合う産学官民の仲間が
必ずいます。

ともに働くうえで求める人材像
　高知県は、全国に先駆けて人口減少・高齢化社会に突入した課題
先進県です。だからこそ、課題解決の先進県として、前例のない取
り組みにチャレンジし解決策を生み出そうという文化があります。
チーム一丸となって取り組んでいくためにも、庁内外の関係者のお
話をよく聴き、自分事として物事を捉えながら、賛同者を増やして
いくための立ち振る舞いができる人材が大事になってきます。
　最初は戸惑いもあると思いますが、自分の思いや考えを整理しな
がら、何か一つ行動に移すことで、共感してくれる方も次第に増え、
信頼される県職員に成長していくと信じています。

受験を検討されている方へのメッセージ
　皆さんの中には、県庁の仕事はデスクワーク中心で、決められた
ことをこなす堅苦しいイメージを持たれている方もいらっしゃるか
もしれません。実際は、若い感性や創造性を発揮しながら政策を創
り上げ実行していく仕事も数多くあり、やり遂げた時の達成感や充
足感は、他ではなかなか味わえないものがあると思います。
　また、県職員は、立場や世代、地域等を超えて、いろんな方とお
話をする機会にも恵まれています。多くの方と出会い、ネットワー
クが広がることで自分自身も成長させることができますので、ぜひ、
一緒に高知県を盛り上げていきましょう。

県庁生活を振り返って
　これまでの県庁生活では、健康福祉分野、子ども・教育分野、産
業振興・観光分野等幅広い業務に携わることができ、上司や同僚の
みなさん、市町村や関係機関のみなさんに支えられながら務めるこ
とができました。
　特に、自治大学校の研修では、ハードなスケジュールでのレポー
ト作成と仕事との両立に苦労しましたが、全国の自治体から集まっ
た同世代の仲間たちと寮生活の中で学び、交流できたこと、また、
市町村派遣や地域支援企画員では、文化の違いに戸惑いながらも市
町村の立場で現場を経験し共に仕事ができたことは、将来にわたる
大きな財産となっています。

ともに働くうえで求める人材像
　高知県の抱える過疎化、少子高齢化などに伴う課題の解決に向け
て、県民本意志向で、率先して挑戦し、粘り強く取り組んでいく姿
勢があることが、まずは求められていると思います。そのためにも、
周囲の方々と連携協調できるコミュニケーション力や、チームワー
クで困難を乗り越えていく力が必要です。
　何事にも誠実に向き合い、行動することで前に進めていくことが
大切だと思います。

受験を検討されている方へのメッセージ
　県庁の仕事は、多岐にわたるとともに、人材育成のための研修制
度やジョブチャレンジ制度等が充実しており、個々の能力を発揮し、
チャレンジできる機会が多くあると実感しています。また、女性も
男性も、自らのライフステージに応じた働き方を選択でき、周囲か
らも配慮いただける職場環境が整っていると思います。
　「高知県はひとつの大家族やき！」をキャッチフレーズに、官民
協働で「高知家」の産品や観光・移住のプロモーションを展開して
います。こんな、あったかな高知県で、志ある皆様をお待ちしてい
ます。

職員インタビュー
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水　　産
　水産業の振興と漁村の活性化を図るため、海洋及び水産業に関する業務を行います。職務内容は、本庁での総
合企画、漁協検査・指導、漁業許可・取締、水産業の振興などの行政事務から、出先機関での普及指導や試験研
究等の業務に従事します。

【主な配属先】　本庁（知事部局　水産振興部など）又は漁業指導所、水産試験場などの出先機関

　水産技術職は高知県の水産業を盛り上げていける、とても魅力的な仕事だと思
います。
　浜のお困り事を聞いて、それを解決する企画を考えたり、試験研究に携わるなど、
様々な仕事に関わることが出来ます。また、“ 億 ” 単位の施設の整備にも関わる機
会もあるなど、スケールの大きい仕事に携われるのも、県庁で働く魅力のひとつ
です。きっとみなさんの想像を超える仕事が出来る職場だと思いますので、私た
ちと一緒に働いてみませんか？ 平成24年度採用　水産流通課

先輩職員からのメッセージ

建　　築
　建築に関する行政、住宅政策についての企画・立案、建築確認、県有施設の設備などの業務を行います。安全・
快適で環境などに配慮した施設の提供と建築確認や検査、建築に関する相談への対応などに従事するほか、市町
村と連携したまちづくりに取り組んでいます。

農　　業

　生産性・収益性の高い農業や、活力ある農村社会を目指し、各種農業関係施策の企画立案、新技術の開発や
新品種の育成及びこれらの普及による産地育成、農家の経営改善などの業務に従事します。

【主な配属先】　本庁（知事部局　農業振興部など）
　　　　　　　　又は農業振興センター、農業技術センターなどの出先機関

林　　業

　森林計画の策定、森林・林業技術の普及指導、林業事業体の経営指導、森林整備、林道整備、治山工事の設計・実施、
木材販売の推進など、川上から川下までの林業・木材産業の全般にわたる様々な業務に従事します。また、試験
研究機関で勤務する場合もあります。

【主な配属先】　本庁（知事部局　林業振興・環境部など）又は林業事務所、
　　　　　　　　森林技術センターなどの出先機関

【主な配属先】　本庁（知事部局　土木部など）又は土木事務所などの出先機関

　私は右も左も分からない状態で入庁したため仕事についていけるかどうか不安
でしたが、上司・先輩や研修など多くの方の力を借りながら、栽培管理や試験課
題について取り組むことができました。
　まだピーマンの新品種の開発という結果に繋げられてはいませんが、いつか私
の育成した品種が農家の方に栽培され、出荷された果実が、全国のこのメッセー
ジをお読みになっている皆様のもとへ届いてほしいと思い、日々研究を続けてい
ます。
　受験される皆様が入庁された際には私も先輩として少しでも支えるよう努力し
ますので、皆様が来られることを心からお待ちしています。

平成28年度採用　農業技術センター

先輩職員からのメッセージ

　林業は森林の有する公益的機能の発揮を促すとともに、木材を加工して利用し、
木造建築物として長年にわたり人々の暮らしに関わる、魅力ある産業です。
　高知県では、学校で林業を学んだ職員はもちろん、林業未経験者の職員もたく
さん活躍しています。
　森林率日本一を誇る高知県で、一緒に林業に携わりませんか。

先輩職員からのメッセージ

　公務員で建築職というとイメージが湧きにくいかと思いますが、建築に関する
ことに幅広く携わることができ、やりがいのある仕事だと思います。
　また、南海トラフ地震対策が急務となっており、建築行政も非常に重要な役割
を担っています。高知県のより安全･安心なまちづくりを目指し、一緒に働いてみ
ませんか。

平成25年度採用　建築指導課

先輩職員からのメッセージ

平成 25年度採用　須崎林業事務所

職
種
紹
介

学校事務

　学校の運営が円滑に実施されるよう、学校内における庶務、財務、物品管理、経理、渉外などの事務に従事します。
また、学校組織の一員として、学校における教育活動の一翼を担うとともに、家庭・地域・学校の連携協力体制
を支援する立場として、渉外業務などに従事します。

　授業やクラス運営などで生徒と直接関わる先生方と比べると、学校事務は、書
類やコンピュータ上の仕事というイメージがあるかもしれません。
　しかし実際には、予算の執行や設備管理、学校生活を送るうえでの手続きなど、
先生・生徒、学校運営の双方に密接に関わるやりがいのある仕事です。
　教育制度改革や教職員の働き方改革など、学校教育をめぐる状況が日々移り変
わる中、学校事務職員への期待は年々大きくなっていると思います。
　「チーム学校」として一丸となり、高知県の将来を担う子供たちの成長を支えて
いく学校事務職員として、ぜひ一緒に働きましょう。

※ 【主な配属先】　県立学校及び市町村立小中学校など（市町村立小中学校の職員に採用された方は、
　　　　　　　　高知県教育委員会が任命権を持つ市町村職員となります）

土　　木

　県民の生活や産業を支える社会基盤を整備するため、道路・河川・ダム・砂防・港湾・都市計画・下水道など
幅広い分野にわたる業務を行います。企画立案、設計積算、施工管理など整備に係る一連の業務のほか、既存施
設の維持管理や災害復旧などの業務に従事します。

　土木職の担う事業は、道路・河川・海岸等様々あり膨大な専門知識や各法令等
を理解し、遵守する必要があります。そのため、常に知識を習得する必要があり、
苦労することもありますが、工事が完成した時には何とも言えない気持ちになり、
本当にやりがいを感じます。ぜひ一緒に働きましょう。

【主な配属先】　本庁（知事部局　土木部など）又は土木事務所などの出先機関

平成 28年度採用　高知県立伊野商業高等学校

平成 27年度採用　中央西土木事務所

※　採用試験においては、「行政」、「警察事務」、「学校事務」の３つの職種を、「選択志望職種」としており、いずれかを第１志望とし、残りの試験区分のいずれかを第２志望
として申込むことができます。

先輩職員からのメッセージ

先輩職員からのメッセージ
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水　　産
　水産業の振興と漁村の活性化を図るため、海洋及び水産業に関する業務を行います。職務内容は、本庁での総
合企画、漁協検査・指導、漁業許可・取締、水産業の振興などの行政事務から、出先機関での普及指導や試験研
究等の業務に従事します。

【主な配属先】　本庁（知事部局　水産振興部など）又は漁業指導所、水産試験場などの出先機関

　水産技術職は高知県の水産業を盛り上げていける、とても魅力的な仕事だと思
います。
　浜のお困り事を聞いて、それを解決する企画を考えたり、試験研究に携わるなど、
様々な仕事に関わることが出来ます。また、“ 億 ” 単位の施設の整備にも関わる機
会もあるなど、スケールの大きい仕事に携われるのも、県庁で働く魅力のひとつ
です。きっとみなさんの想像を超える仕事が出来る職場だと思いますので、私た
ちと一緒に働いてみませんか？ 平成24年度採用　水産流通課

先輩職員からのメッセージ

建　　築
　建築に関する行政、住宅政策についての企画・立案、建築確認、県有施設の設備などの業務を行います。安全・
快適で環境などに配慮した施設の提供と建築確認や検査、建築に関する相談への対応などに従事するほか、市町
村と連携したまちづくりに取り組んでいます。

農　　業

　生産性・収益性の高い農業や、活力ある農村社会を目指し、各種農業関係施策の企画立案、新技術の開発や
新品種の育成及びこれらの普及による産地育成、農家の経営改善などの業務に従事します。

【主な配属先】　本庁（知事部局　農業振興部など）
　　　　　　　　又は農業振興センター、農業技術センターなどの出先機関

林　　業

　森林計画の策定、森林・林業技術の普及指導、林業事業体の経営指導、森林整備、林道整備、治山工事の設計・実施、
木材販売の推進など、川上から川下までの林業・木材産業の全般にわたる様々な業務に従事します。また、試験
研究機関で勤務する場合もあります。

【主な配属先】　本庁（知事部局　林業振興・環境部など）又は林業事務所、
　　　　　　　　森林技術センターなどの出先機関

【主な配属先】　本庁（知事部局　土木部など）又は土木事務所などの出先機関

　私は右も左も分からない状態で入庁したため仕事についていけるかどうか不安
でしたが、上司・先輩や研修など多くの方の力を借りながら、栽培管理や試験課
題について取り組むことができました。
　まだピーマンの新品種の開発という結果に繋げられてはいませんが、いつか私
の育成した品種が農家の方に栽培され、出荷された果実が、全国のこのメッセー
ジをお読みになっている皆様のもとへ届いてほしいと思い、日々研究を続けてい
ます。
　受験される皆様が入庁された際には私も先輩として少しでも支えるよう努力し
ますので、皆様が来られることを心からお待ちしています。

平成28年度採用　農業技術センター

先輩職員からのメッセージ

　林業は森林の有する公益的機能の発揮を促すとともに、木材を加工して利用し、
木造建築物として長年にわたり人々の暮らしに関わる、魅力ある産業です。
　高知県では、学校で林業を学んだ職員はもちろん、林業未経験者の職員もたく
さん活躍しています。
　森林率日本一を誇る高知県で、一緒に林業に携わりませんか。

先輩職員からのメッセージ

　公務員で建築職というとイメージが湧きにくいかと思いますが、建築に関する
ことに幅広く携わることができ、やりがいのある仕事だと思います。
　また、南海トラフ地震対策が急務となっており、建築行政も非常に重要な役割
を担っています。高知県のより安全･安心なまちづくりを目指し、一緒に働いてみ
ませんか。

平成25年度採用　建築指導課

先輩職員からのメッセージ

平成 25年度採用　須崎林業事務所

職
種
紹
介

学校事務

　学校の運営が円滑に実施されるよう、学校内における庶務、財務、物品管理、経理、渉外などの事務に従事します。
また、学校組織の一員として、学校における教育活動の一翼を担うとともに、家庭・地域・学校の連携協力体制
を支援する立場として、渉外業務などに従事します。

　授業やクラス運営などで生徒と直接関わる先生方と比べると、学校事務は、書
類やコンピュータ上の仕事というイメージがあるかもしれません。
　しかし実際には、予算の執行や設備管理、学校生活を送るうえでの手続きなど、
先生・生徒、学校運営の双方に密接に関わるやりがいのある仕事です。
　教育制度改革や教職員の働き方改革など、学校教育をめぐる状況が日々移り変
わる中、学校事務職員への期待は年々大きくなっていると思います。
　「チーム学校」として一丸となり、高知県の将来を担う子供たちの成長を支えて
いく学校事務職員として、ぜひ一緒に働きましょう。

※ 【主な配属先】　県立学校及び市町村立小中学校など（市町村立小中学校の職員に採用された方は、
　　　　　　　　高知県教育委員会が任命権を持つ市町村職員となります）

土　　木

　県民の生活や産業を支える社会基盤を整備するため、道路・河川・ダム・砂防・港湾・都市計画・下水道など
幅広い分野にわたる業務を行います。企画立案、設計積算、施工管理など整備に係る一連の業務のほか、既存施
設の維持管理や災害復旧などの業務に従事します。

　土木職の担う事業は、道路・河川・海岸等様々あり膨大な専門知識や各法令等
を理解し、遵守する必要があります。そのため、常に知識を習得する必要があり、
苦労することもありますが、工事が完成した時には何とも言えない気持ちになり、
本当にやりがいを感じます。ぜひ一緒に働きましょう。

【主な配属先】　本庁（知事部局　土木部など）又は土木事務所などの出先機関

平成 28年度採用　高知県立伊野商業高等学校

平成 27年度採用　中央西土木事務所

※　採用試験においては、「行政」、「警察事務」、「学校事務」の３つの職種を、「選択志望職種」としており、いずれかを第１志望とし、残りの試験区分のいずれかを第２志望
として申込むことができます。

先輩職員からのメッセージ

先輩職員からのメッセージ
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　薬事、食品衛生、環境衛生等の分野において、許認可及び監視指導、試験検査等、各分野の行政全般にわたる
業務に従事します。
　なお、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務（事務）に従事することもあります。

獣 医 師
　衛生・畜産行政の企画指導など、食品衛生・環境衛生などの監視・指導等、と畜検査及び家畜の診療・防疫・
衛生指導等の業務に従事します。
　なお、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務（事務）に従事することもあります。

【主な配属先】　本庁（健康政策部及び農業振興部）又は出先機関

社会福祉
（児童福祉）

　社会福祉に関する面接・相談・指導などのケースワーク、児童施設における生活指導や自立支援などに従事し
ます。また、市町村の児童相談への支援などの業務にも従事します。

【主な配属先】　本庁（知事部局　地域福祉部など）又は児童相談所、福祉保健所、
　　　　　　　　希望が丘学園などの出先機関

　児童相談所は、「児童のため」を第一に様々な職種の職員が意見を出し合い、相談し
ながらチームとして働ける職場です。責任の大きな仕事ではありますが、高知県庁の
一員として、児童相談所の一員として、役割をしっかり果たし、苦労もやりがいに変
えていけるような仕事が出来るよう、日々取り組んでいます。
　児童福祉に関心のある皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

先輩職員からのメッセージ

先輩職員からのメッセージ
　県の保健師は高知県全体を対象に、様々な保健分野に携わります。県民の方は
もちろん、様々な職種や機関との関わりの中で、日々自身の成長を感じられる職
種だと考えています。
　これからの地域を支える仲間と出会えることをとても楽しみにしています。

保 健 師
　母子・高齢者・障害者・成人などあらゆる分野の保健業務に従事します。また、地域保健福祉に関する調査研
究を行い、保健・医療・福祉の広域的な企画調整などにも従事します。
　なお、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務（事務）に従事することもあります。

【主な配属先】　本庁（健康政策部及び地域福祉部）又は福祉保健所、児童相談所などの出先機関

平成 27年度採用　健康対策課

先輩職員からのメッセージ
　県庁の薬剤師は、薬局や病院の薬剤師と比べて、県民の方と１対１で接する仕事
は少ないかもしれません。
　しかし、薬学分野にとどまらず、幅広い内容の業務に携わることができること、
また、幅広い内容で県民全体に向けた取組を立案・実行し、高知県全体に影響を与
えることができるのは、行政の薬剤師だから出来ることだと感じています。
　みなさんと一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。

平成27年度採用　医事薬務課

先輩職員からのメッセージ
　近年、獣医師に求められる仕事は多様化・高度化が急速に進んでおり、抜本的
な解決には思っていた以上に幅広い視野と柔軟な思考、そしてチャレンジ精神が
必要だと感じています。
　小難しいことも書きましたが、農家の方と談笑したり、動物とふれあったり、
基本的に和気あいあいとした職場ですし、最初から気負う必要はありません。
　高知県の畜産業の発展と、安心・安全な畜産物の生産のため、一緒に学んで、
挑戦して、そして共に笑う仲間をお待ちしています。

平成28年度採用　西部家畜保健衛生所

平成 27年度採用　中央児童相談所

その他 ～選考による採用～

その他 ～選考による採用～

　医師、薬剤師、獣医師、看護師などの職種については、欠員の状況などに応じて、随時、各任命権者が選考による採用を
実施しています。
　選考により採用試験を実施している職種については、高知県職員等採用情報サイトにも掲載していますが、詳しくは各任
命権者のホームページでご確認ください。

薬 剤 師 【主な配属先】　本庁（健康政策部及び林業振興・環境部）又は試験研究機関、
　　　　　　　　福祉保健所などの出先機関

職
種
紹
介

先輩職員からのメッセージ
　一言で電気職と表しますが、内情は様々な仕事が存在します。地元と密接に関
わり、他の部局や職種の方々と一緒に仕事をする機会も多い他、再生可能エネル
ギーの利用促進や南海トラフ地震をはじめとした災害対応等の課題も存在し、各々
の活躍が期待されているだけにとてもやりがいがある職種です。高知県の安全と
安心を守るため、皆様と一緒に働ける事を楽しみにしています。

電　　気

　県有施設の電気設備に関する設計・監理・維持保全などの施設整備のほか、水力・風力発電などの電気事業、
工業用水道事業（設備の運転・維持管理・改修工事の設計など）の業務に従事します。

【主な配属先】　本庁（知事部局、公営企業局）
　　　　　　　　又はダム管理事務所、発電管理事務所などの出先機関

平成 27年度採用　高知土木事務所鏡ダム管理事務所

先輩職員からのメッセージ

化　　学

　清流や水環境の保全、工場等の排水やばい煙、アスベスト等の公害規制、廃棄物のリサイクルや適正処理の推
進と指導、大気・水質・騒音等の環境調査・分析のほか、試験研究機関での研究・技術開発・県内企業への技術
支援などの業務に従事します。

【主な配属先】　本庁（知事部局　林業振興・環境部など）
　　　　　　　　又は福祉保健所、試験研究機関などの出先機関

　高知県は水質日本一に輝いたこともある仁淀川や最後の清流と呼ばれる四万十
川を始めとした美しい自然環境に囲まれています。これらの環境は都会にはない
地方ならではの強い魅力です。
　皆さんの持つ化学に関する知識・技術や対人折衝能力を豊かな高知県の環境を
守るために活かしていきましょう。一緒の職場で働くことができることをお待ち
しています。

平成26年度採用　安芸福祉保健所

ー 8 ー ー 9 ー



　薬事、食品衛生、環境衛生等の分野において、許認可及び監視指導、試験検査等、各分野の行政全般にわたる
業務に従事します。
　なお、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務（事務）に従事することもあります。

獣 医 師
　衛生・畜産行政の企画指導など、食品衛生・環境衛生などの監視・指導等、と畜検査及び家畜の診療・防疫・
衛生指導等の業務に従事します。
　なお、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務（事務）に従事することもあります。

【主な配属先】　本庁（健康政策部及び農業振興部）又は出先機関

社会福祉
（児童福祉）

　社会福祉に関する面接・相談・指導などのケースワーク、児童施設における生活指導や自立支援などに従事し
ます。また、市町村の児童相談への支援などの業務にも従事します。

【主な配属先】　本庁（知事部局　地域福祉部など）又は児童相談所、福祉保健所、
　　　　　　　　希望が丘学園などの出先機関

　児童相談所は、「児童のため」を第一に様々な職種の職員が意見を出し合い、相談し
ながらチームとして働ける職場です。責任の大きな仕事ではありますが、高知県庁の
一員として、児童相談所の一員として、役割をしっかり果たし、苦労もやりがいに変
えていけるような仕事が出来るよう、日々取り組んでいます。
　児童福祉に関心のある皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

先輩職員からのメッセージ

先輩職員からのメッセージ
　県の保健師は高知県全体を対象に、様々な保健分野に携わります。県民の方は
もちろん、様々な職種や機関との関わりの中で、日々自身の成長を感じられる職
種だと考えています。
　これからの地域を支える仲間と出会えることをとても楽しみにしています。

保 健 師
　母子・高齢者・障害者・成人などあらゆる分野の保健業務に従事します。また、地域保健福祉に関する調査研
究を行い、保健・医療・福祉の広域的な企画調整などにも従事します。
　なお、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務（事務）に従事することもあります。

【主な配属先】　本庁（健康政策部及び地域福祉部）又は福祉保健所、児童相談所などの出先機関

平成 27年度採用　健康対策課

先輩職員からのメッセージ
　県庁の薬剤師は、薬局や病院の薬剤師と比べて、県民の方と１対１で接する仕事
は少ないかもしれません。
　しかし、薬学分野にとどまらず、幅広い内容の業務に携わることができること、
また、幅広い内容で県民全体に向けた取組を立案・実行し、高知県全体に影響を与
えることができるのは、行政の薬剤師だから出来ることだと感じています。
　みなさんと一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。

平成27年度採用　医事薬務課

先輩職員からのメッセージ
　近年、獣医師に求められる仕事は多様化・高度化が急速に進んでおり、抜本的
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種
紹
介
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　平成31年４月１日現在の行政職の職員の初任給を例示すれば、
右記の表のとおりですが、採用前の職歴などに応じて加算される場
合があります。
　また、期末・勤勉手当が年２回（６月、12月）支給されます。
　このほかに条件を満たす人には、扶養手当、住居手当、通勤手当
などが支給されます。

勤務条件・福利厚生勤務条件・福利厚生 研修制度（知事部局における取組例）

■ 給与

　行政職の最初の配属は、本庁各課室又は出先機関に配属されます。一般の職員の異動サイクルは４年を基本としてい
ますが、新規採用職員については、おおむね３年での異動サイクルとなります。なお、採用時に出先機関に配属となっ
た者は、次期の異動において、本庁各課室への配属を基本とします。
　警察事務は警察本部又は県内各警察署に、学校事務は県立学校又は市町村立小中学校に、原則配属され、異動サイク
ルは任命権者により異なります。

■ 配属・人事異動

　昇任は、勤務成績等の人事評価に基づき、選考で行います。
　上級及び初級試験の行政職であれば、主事で採用されます。
　社会人経験者採用試験の行政職は、主査での採用を基本としますが、民間企業等での職歴や年齢などを勘案し、より
上の職位で採用されることもあります。ただし、主査への格付けに必要な経験年数を満たさない場合、主事で採用され
ることがあります。

■ 昇任

　原則として、午前８時 30分から午後５時 15分までで、完全週休２日制となっています。（一部職種を除く。）
　年次有給休暇は、１年間に20日（採用年は４月１日採用者で15日）あり、そのほか夏期休暇、結婚休暇、病気休暇、
看護休暇、出産休暇や育児休業制度があります。

■ 勤務時間・休暇制度

　特に入庁してからの数年間は、県職員としての基礎的な能力を形成する重要な時期（育成期間）としてとらえており、
職場で日常的に仕事を進めながら学んでいただくとともに、専用の研修機関での集合研修で必要な基礎知識や考え方を
学んでいただきます。新規採用時には、公務員の心構えやビジネスマナー、基本政策、会計事務など、職員としての基
本意識の確立と基礎知識の習得を通して、職場への適応能力を養成する研修を実施しています。

■ 新規採用職員研修

　公務員のための法律講座やコミュニケーション、プレゼンテーションスキルを磨
く講座など、多様な研修メニューの中から自ら選んで受講できる主体性を尊重した
研修を実施しています。

■ 一般能力開発研修

　幅広い視野、柔軟な思考力、高度な専門知識などを習得するため、国の省庁・民
間企業・県内市町村・海外に拠点を置く機関などとの人事交流や派遣研修を実施し
ています。

■ 派遣研修

　高知県では、創造性やチームワークを発揮し成果をつかみとる職員の育成を目指し、様々な人材育成に関する取組を
行うことで、職員が負担無く仕事に従事できるよう支援しています。

■ 人材育成

　高知県では、平成27 年４月に策定した県政運営指針において、職員が能力を
最大限発揮できる環境を整える取組の一つとして、女性の働きやすい職場づく
りに取り組んでおり、女性職員を対象としてキャリア形成を支援する講座の充
実や女性職員の管理職への登用に向けて、企画や管理、事業部門など様々な職
へ配置することにより、多様な経験の蓄積に努めています。 
　また、男女を問わず出産を控えている全ての職員に対し、管理職員による面
談において、様々な両立支援制度の活用促進やキャリアプランに関する助言を
行い、仕事と家庭の両立支援を支援しています。 
　なお、新規採用職員に占める女性職員の割合は、近年、概ね半数程度で推移
しており、全職員に占める女性職員の割合も高まってきています。

■ 女性職員の活躍推進

初任給額
１８４，９００円

１６４，８００円

１５０，８００円

区　　分
上　級

中　級

初　級

主　事 主　査 主　幹 チーフ 課長補佐 課　長 副部長 部　長昇任モデル
（行政職）

高知県職員等採用試験情報サイト　http://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/

高知県職員等採用試験情報サイトでは「先輩職員からのメッセージ」として、若手職員の仕事
内容や職務の状況、やりがいなど、もっと詳しい内容を掲載しています。また、今回、掲載で
きなかった職種についてもメッセージを掲載していますので、ぜひご覧ください。

農業

学校事務警察事務

林業

行政

ー 10 ー ー 11 ー



　平成31年４月１日現在の行政職の職員の初任給を例示すれば、
右記の表のとおりですが、採用前の職歴などに応じて加算される場
合があります。
　また、期末・勤勉手当が年２回（６月、12月）支給されます。
　このほかに条件を満たす人には、扶養手当、住居手当、通勤手当
などが支給されます。

勤務条件・福利厚生勤務条件・福利厚生 研修制度（知事部局における取組例）

■ 給与

　行政職の最初の配属は、本庁各課室又は出先機関に配属されます。一般の職員の異動サイクルは４年を基本としてい
ますが、新規採用職員については、おおむね３年での異動サイクルとなります。なお、採用時に出先機関に配属となっ
た者は、次期の異動において、本庁各課室への配属を基本とします。
　警察事務は警察本部又は県内各警察署に、学校事務は県立学校又は市町村立小中学校に、原則配属され、異動サイク
ルは任命権者により異なります。

■ 配属・人事異動

　昇任は、勤務成績等の人事評価に基づき、選考で行います。
　上級及び初級試験の行政職であれば、主事で採用されます。
　社会人経験者採用試験の行政職は、主査での採用を基本としますが、民間企業等での職歴や年齢などを勘案し、より
上の職位で採用されることもあります。ただし、主査への格付けに必要な経験年数を満たさない場合、主事で採用され
ることがあります。

■ 昇任

　原則として、午前８時 30分から午後５時 15分までで、完全週休２日制となっています。（一部職種を除く。）
　年次有給休暇は、１年間に20日（採用年は４月１日採用者で15日）あり、そのほか夏期休暇、結婚休暇、病気休暇、
看護休暇、出産休暇や育児休業制度があります。

■ 勤務時間・休暇制度

　特に入庁してからの数年間は、県職員としての基礎的な能力を形成する重要な時期（育成期間）としてとらえており、
職場で日常的に仕事を進めながら学んでいただくとともに、専用の研修機関での集合研修で必要な基礎知識や考え方を
学んでいただきます。新規採用時には、公務員の心構えやビジネスマナー、基本政策、会計事務など、職員としての基
本意識の確立と基礎知識の習得を通して、職場への適応能力を養成する研修を実施しています。

■ 新規採用職員研修

　公務員のための法律講座やコミュニケーション、プレゼンテーションスキルを磨
く講座など、多様な研修メニューの中から自ら選んで受講できる主体性を尊重した
研修を実施しています。

■ 一般能力開発研修

　幅広い視野、柔軟な思考力、高度な専門知識などを習得するため、国の省庁・民
間企業・県内市町村・海外に拠点を置く機関などとの人事交流や派遣研修を実施し
ています。

■ 派遣研修

　高知県では、創造性やチームワークを発揮し成果をつかみとる職員の育成を目指し、様々な人材育成に関する取組を
行うことで、職員が負担無く仕事に従事できるよう支援しています。

■ 人材育成

　高知県では、平成27 年４月に策定した県政運営指針において、職員が能力を
最大限発揮できる環境を整える取組の一つとして、女性の働きやすい職場づく
りに取り組んでおり、女性職員を対象としてキャリア形成を支援する講座の充
実や女性職員の管理職への登用に向けて、企画や管理、事業部門など様々な職
へ配置することにより、多様な経験の蓄積に努めています。 
　また、男女を問わず出産を控えている全ての職員に対し、管理職員による面
談において、様々な両立支援制度の活用促進やキャリアプランに関する助言を
行い、仕事と家庭の両立支援を支援しています。 
　なお、新規採用職員に占める女性職員の割合は、近年、概ね半数程度で推移
しており、全職員に占める女性職員の割合も高まってきています。

■ 女性職員の活躍推進

初任給額
１８４，９００円

１６４，８００円

１５０，８００円

区　　分
上　級

中　級

初　級

主　事 主　査 主　幹 チーフ 課長補佐 課　長 副部長 部　長昇任モデル
（行政職）

高知県職員等採用試験情報サイト　http://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/

高知県職員等採用試験情報サイトでは「先輩職員からのメッセージ」として、若手職員の仕事
内容や職務の状況、やりがいなど、もっと詳しい内容を掲載しています。また、今回、掲載で
きなかった職種についてもメッセージを掲載していますので、ぜひご覧ください。

農業

学校事務警察事務

林業

行政

ー 10 ー ー 11 ー



Ｑ＆Ａ
どの職種も毎年採用試験が実施されますか。Q

　年度により、採用試験を実施する試験区分は異なります。試験日程公表（例年３月上旬）の際に、実施予定の試験区分を
公表していますが、あくまでも予定であり、公表後に変更する場合がありますので、必ず試験案内で確認してください。

　高知市以外の試験会場（第 1 次試験）は、次のとおりです。ただし、年度により変更になる場合がありますので、詳しくは
試験案内でご確認ください。

　受験地の希望は、受験申込みの際に必ず記入してください。なお、申込受付後は受験地を変更できません（災害又は転居によりや
むを得ないと認められ、試験の実施に支障がない場合のみ認めます）。第 2次試験については、高知市のみで実施しています。

　上級試験及び初級試験の選択志望職種（「行政」、「警察事務」、「学校事務」など）及び障害者を対象とした採用選考試験（「行政」、「警
察事務」、「学校事務」など）については、いずれかの試験区分を第１志望とし、残りの試験区分の中から第２次志望を選んで申
し込むことができます。
　その他の試験区分については、高知県人事委員会が実施する試験であって、第１次試験日が同じものは複数の試験区分を申し
込むことはできません。（例：上級試験の「土木」と「建築」など）
　なお、それぞれの受験資格を満たしており、第１次試験日が重なっていない場合は、それぞれ受験を申し込むことができます。
（例：上級試験の「行政」と警察官Ａの「警察官Ａ（男性）」など）

性別、年齢、職歴や他の都道府県の出身であることなどが、試験の合否に影響しますか。Q

高知市以外でも受験は可能ですか。Q

複数の試験に申し込むことはできますか。Q

　性別、年齢、職歴や出身地が合否に影響することはありません。採用試験は、公平・公正に実施しており、合格者は実施した
試験種目の成績により確定した順位に基づいて決定しています。

過去の試験問題は公表していますか。Q

よくいただく質問については、上記以外の内容も高知県職員等採用試験情報サイトに掲載しています。
また、ご不明な点や質問などありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先
〒780－0850
高知県高知市丸ノ内２丁目４番１号
高知県庁北庁舎３階
高知県人事委員会事務局　職員課　任用担当

【対応時間】平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※Ｅメールによるお問い合わせは、saiyou230101@ken.pref.kochi.lg.jp まで
　（メールの件名は、「採用試験に関する質問」としてください。）

平成31年３月発行

http://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/
【高知県職員等採用試験情報サイト】【高知県職員等採用試験情報サイト】

　過去数年分の教養・専門試験問題の例題、集団討論課題、論文・小論文課題について、高知県庁本庁舎１階の県民室及び高知
県職員等採用試験情報サイトで公表しています。

●社会人経験者・上級：東京会場、大阪会場　●中級・初級：幡多会場　●警察官 A：東京会場、大阪会場　●警察官 B：幡多会場
※障害者を対象とした採用選考試験は、高知市のみで実施しています。

088－821－4627
088－821－4641（直通）TEL 

FAX

高知県職員
採用案内


