平成 30 年度
会津若松市職員
（大学卒程度、社会人採用枠及び保健師）
採用候補者試験 受験案内

会津若松市では、明日の会津若松市を担う

【志高く快活で、地域とともに、未来を切り拓く 職員】
を目指す、以下の資質を備えた人材を求めます。
(１) 地域を支える市の職員としての強い責任感と高い倫理感
(２) 他者と積極的に関わり、協働して物事に取り組む意識
(３) 地域や組織、自分自身の課題の発見に努める向上心と
その課題の解決のために主体的に取り組める行動力

１

第一次試験日：１０月２７日（土）
事務職（行政）【後期】
土木職
土木職
保健師

大学卒程度
大学卒程度
社会人採用枠

申込受付期間：１０月１日（月）～１０月１５日（月）
※ 受付は８時３０分から１７時１５分まで行います。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
※ 郵送による申し込みは、１０月１５日の消印のあるものまで受け付けます。
※ ウェブサイトからの申し込みは、１０月１５日申込分のものまで受け付けます。

今回の採用試験の特徴
１

（土木職のみ）教養試験に代えてＳＰＩ試験で受験可能です

ＳＰＩ試験とは一言でいうと、一般企業・地方公共団体等での活躍可能性をテストするマークシー
ト式の検査です。従来の教養試験と異なり、知識の蓄積量をはかるものではないものです。

２

（土木職のみ）社会人採用枠を実施します

土木職について社会人採用を実施します。社会人経験者の方が受験しやすいように、上記のＳ
ＰＩ試験の導入や試験日時の変更などを行いました。

２

３

試験職種、採用予定人数及び職務内容
試験職種

採用予定人数

職務内容

事務職（行政）【後期】
（大学卒程度）

２名程度

市長部局（本庁、出先機関）、各行政委員会等で一般事務
に従事します。

土木職
（大学卒程度）

１名程度

土木職
（社会人採用枠）

１名程度

保健師

１名程度

市長部局（本庁、出先機関）、各行政委員会等で専門技術
的業務に従事します。

受験資格

次の（１）から（３）までのすべての要件を満たす者
（１）次のいずれかに該当する者
ア 日本国籍を有する者
イ 出入国管理及び難民認定法別表第２に掲げる在留資格をもって在留する者
ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例
法に定められている特別永住者
（２）次のいずれにも該当しない者
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わるまで、又はその執行を受けることがな
くなるまでの者
ウ 会津若松市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

（３）下記に記載したそれぞれの試験区分の受験資格に該当する者
受験資格

試験職種

年齢にかかる条件

年齢以外の条件

事務職（行政）
【後期】
（大学卒程度）

平成元年４月２日から平成９年４月１日
までに生まれた者（学歴は問いません）

土木職
（大学卒程度）

平成元年４月２日から平成９年４月１日
までに生まれた者（学歴は問いません）

土木職
昭和５８年４月２日以降に生まれた者
（社会人採用枠）

保健師

平成元年４月２日以降に生まれた者

これまで民間企業等における土木工事
の設計、施工管理に関する職務経験
（※）が通算して１年以上ある者（学歴
および現在の職は問いません）
保健師資格取得者又は平成３０年度中
に資格取得見込者（学歴は問いませ
ん）

※民間企業の正規社員・非正規社員の他、自営業者や公務員等の職務経験も含みます。

４

試験の方法及び内容等

※各試験の合格者は、総合得点の高い順に決定されますが、合格基準に達しない試験種目
が一つでもある場合には、他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。
また、各試験の順位にかかわらず、一定程度の成績に達しない場合は不合格となる場合も
あります。
（１）第一次試験
ア 事務職（行政）
試験種目

内容

教養試験

社会、人文、自然に関する一般知識及び文章理解、判断推理、数的推理、資料
解釈に関する一般知能についての大学卒程度の筆記試験（マークシート方式）

事務適性試験 事務職員としての適応性を、正確さ、迅速さ等の作業能力の面からみる試験
専門試験

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
策及び国際関係についての大学卒程度の筆記試験（マークシート方式）

イ 土木職
試験種目

内容

専門試験

数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（都市計画を含む。）、
材料・施工についての大学卒程度の筆記試験（マークシート方式）

ＳＰＩ試験

知識の蓄積量を示す学力とは異なる、「思考力／判断力」「新しい知識の吸収力」
「コミュニケーション能力」「応用力」などの基礎となる能力についてを検査する筆
記試験（マークシート方式）

ウ 保健師
試験種目

内容

教養試験

社会、人文、自然に関する一般知識及び文章理解、判断推理、数的推理、資料
解釈に関する一般知能についての大学卒程度の筆記試験（マークシート方式）

専門試験

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論についての筆記試
験（マークシート方式）

※ ＨＢの鉛筆及び消しゴムを持参してください。
※ 第一次試験合格者には、健康診断書（経費自己負担）及び身分証明書（経費自己負担）の
提出を求めます。
（２）第二次試験 （全職種共通）
試験種目

内容

集団討論試験

個別面接及び集団討論により、専門的知識等も含め、人物を総合的に評価す
る試験

個別面接試験
論文試験

課題に対する知識や見解等の表現能力についての記述試験

適性検査

職務遂行に必要な適性についての検査

身体検査

医療機関又は保健所の医師の検査を受け、その検査結果に基づいて職務遂
行に必要な健康を有するかどうかの検査

※ 過去の論文・集団討論試験の課題は、市のウェブサイトに掲載してあります。

５

試験期日、試験会場及び合格者発表

（１）第一次試験
試験職種

期日・時間

試験会場

合格者発表

平成３０年１０月２７日（土）
事務職
（行政）
（大学卒程度）

土木職
（大学卒程度）
（社会人採用枠）

保健師

9：15～ 9：30
10：00～12：00
13：00～13：10 会津若松市城前
13：30～15：30 １－７
若松第二中学校
平成３０年１０月２７日（土）

受付
教養試験
事務適性試験
専門試験

平成３０年１１月
中旬（予定）に市
役所前の掲示場
12：10～12：40 ※ 第二中学校内は土 に掲示するほか、
受付
13：00～15：00 足厳禁ですので、上履 受験者全員に合
専門試験
ＳＰＩ試験
15：10～16：30 き及び下足袋を持参し 否を通知します。
てください。
平成３０年１０月２７日（土）
受付
教養試験
専門試験

9：15～ 9：30
10：00～12：00
13：00～14：30

※ 遅刻した場合は、特別の事情がない限り、試験開始後の受験は認めません。
※ 試験会場には自家用車の乗り入れはできません。
※ 試験会場は、禁煙です。

（２）第二次試験
期日

試験会場

平成３０年１１月２５日
（予定）

合格者発表

平成３０年１２月下旬（予定）に
会津若松市東栄町３－４６
市役所前の掲示場に掲示する
会津若松市役所本庁舎
ほか、受験者全員に合否を通知
（予定）
します。

※ 遅刻した場合は、特別の事情がない限り、試験開始後の受験は認めません。
※ 試験会場の駐車場は、駐車台数に限りがあります。
※ 試験会場は、禁煙です。

６

受験申込方法

（１）「受験申込書」及び「受験票」に必要事項を記入し、会津若松市役所総務部人事課に提出
してください。
（２）郵送により受験申込をする場合は、封筒の表に「採用試験（受験する職種を記載）申込」と
朱書きし、「受験申込書」、「受験票」及び「82 円切手を貼った返信先明記の長型 3 号の封
筒」を同封の上、 会津若松市役所総務部人事課あてに送付してください。
（３）会津若松市のウェブサイトからも直接、受験の申し込みができます。詳細はウェブサイト
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ をご覧ください。
※受験票を受領後、最近 3 ヶ月以内に撮影した本人の写真１枚（上半身、脱帽、正面向、
縦 4 ｃｍ、横 3 ｃｍ）を所定の場所に貼って、試験の当日必ず持参してください。受験票が
ない場合又は受験票に写真が貼っていない場合は受験できません。

７

合格者の採用

合格者は、採用候補者名簿に登載され、原則として平成３１年４月１日以降順次採用します。
ただし、欠員状況等により、本人の意向を確認の上、平成３０年度中に採用する場合があります。
なお、受験資格を欠くことが明らかになった場合（欠格事項に該当することになった場合など）
は、採用されません。また、採用候補者名簿に登載されても、欠員等の関係から採用されない
こともあります。
採用候補者名簿の有効期限は１年間です。

８

待遇

（１）給与
平成３０年４月１日現在
月額 １９０，１００円（大学新卒の場合）
諸 手 当

職務経験等を有する方は、その経験等によって
給料が増額調整される場合もあります。

期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当 等

（２）勤務時間・休暇等
勤務時間

午前８時３０分～午後５時１５分

休

日

勤務時間及び休日は、配置先により
土・日曜日、国民の祝日、年末年始 異なる場合があります。

休

暇

年次有給休暇 ２０日／年 付与、特別休暇、介護休暇 等

福利厚生

共済保険、厚生年金

９

その他

（１）本試験は、市民の方々の貴重な税金を使って実施します。試験を申し込まれた方は、必ず
受験されるようお願いいたします。
（２）申込み時に提出された書類は、一切返却いたしません。
（３）その他、不明な点は会津若松市役所総務部人事課に問い合わせてください。

会津若松市役所総務部人事課人事グループ
（本庁舎南側３階）
〒 965-8601 会津若松市東栄町 3 番 46 号
℡ 0242 ( 39 ) 1213

内線 2242

http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/

