
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県 関市 

平成２８年度 

関市職員採用試験案内 
（平成２９年４月１日採用） 

 

【実務経験者採用Ⅱ】 

○土木技術職 〇建築技術職 ○電気技術職 

○保育士   〇児童指導員  
 

◆申込受付期間◆ 
８月５日（金）～８月３１日（水） 

 

関市の新たな観光名所 “名もなき池”（通称：モネの池）／関市板取 



●５つの重点施策  “市民とともに創る”      関市の未来。 
 
重点１ 経済・産業 ～もっと夢が実現するまちへ～ 
○関市ビジネスサポートセンターを中心とした地域経済の活性化を目指します。 

○ものづくりのまち「関」、地域ブランド「関」をアピールしつつ、異業種交流・マッチング、新規雇用を促します。 

〇シティープロモーションに取り組みます。 

〇企業誘致に積極的に取り組みます。 

〇刃物ミュージアム回廊を整備します。 

重点２ 歴史・文化 ～もっと本物の伝統文化と触れ合えるまちへ～ 
〇弥勒寺官衙遺跡群を保全するため、弥勒寺史跡公園を整備します。 

○ラクビーワールドカップキャンプ地誘致に向けた取り組みを進めます。 

〇日本刀五筒伝の日本遺産認定を目指します。 

〇市民スポーツを推進します。 

〇小学生にふるさと教育を実施します。 

重点３ 自然・地域 ～もっと潤いと安らぎにあふれるまちへ～ 
○子育て世代を対象に「定住促進」を図ります。 

〇「地域おこし協力隊」制度を活用し、地域づくりを支援します。 

〇地域の魅力ある資源をさらに充実させるための「地域の宝磨き上げ」予算を創設します。 

〇介護度改善奨励制度を創設します。 

〇高速バスの直行便の導入と名古屋圏につながる道路整備に努めます。  

重点４ 行財政改革 ～もっと公平でまっすぐなまちへ～ 
○ごみ有料化制度を導入します。 

○せき行財政改革アクションプランを着実に実行します。 

〇公共施設の再配置計画を進めます。 

〇職員研修を充実します。 

重点５ 市民協働 ～地域の自主的・主体的なまちづくり～ 
○地域委員会による地域づくりを支援します。 

〇自治基本条例を周知啓発します。 

〇市民活動センターを充実し、「まちづくり市民会議」を強化します。 

〇ファシリテーター養成講座を実施します。 

 

 

●目指す職員  

公認イメージキャラクター      

関＊はもみん  

“日本一しあわせなまちを創る！”                想いはひとつ。  
 

 

 

①市民視点で考え行動し、 
市民ニーズを的確に把握し、 
市民と協働する職員  

 
 
 
 

 
 

④社会情勢の変化を 
的確に把握し、 

長期的視野に立って 
市の未来を創り出す職員  

②高い倫理観を持ち 
自己研さんに努め、 
市民の信頼と期待に  
応えることができる職員  

 
 
 
 
 

 ⑤コスト意識を持ち、 
 効率的な行財政運営を 

 遂行する職員  

③広い視野と柔軟性を持ち、 
積極的に行政課題に  

挑戦する職員  
 
 
 
 
 

 
⑥郷土を愛する職員  

  

『もっと日本一しあわせなまち・関市』を目指して。 
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Ⅰ 募集職種・受験資格・採用予定人数   

募集職種 採用予定人員 受験資格 年齢要件 

土木技術職 

 

１人程度 

 

民間企業などにおける「土木工事の設計、

積算、施工管理」の実務経験が、５年以上

ある方 ※１・２ 

 

 

 

 

昭和３２年４月２日から

昭和５７年４月１日まで

に生まれた人 

 

 

 

 

建築技術職 

 

１人程度 

 

民間企業などにおける「建築工事の設計、

積算、施工管理」の実務経験が、５年以上

ある方 ※１・２ 

電気技術職 1人程度 

 

民間企業などにおける「建築施設の電気設

備工事の設計・積算・施工管理」または「下

水処理施設、浄水場などの電気設備等の

設計、維持管理」の実務経験が、５年以上

ある方 ※１・２ 

保育士 

 

２人程度 

 

保育士の資格を有しており、保育園などの

児童福祉施設（児童福祉法に規定される

施設）、または、幼稚園における実務経験

が３年以上ある方 ※３  

＊採用後は、関市内３ヶ所の親子教室に配属

される場合もあります。 

児童指導員 １人程度 

 

児童指導員の任用資格に該当する方で、

児童福祉施設（児童福祉法に規定される

施設）での児童指導員としての実務経験

が、３年以上ある方 ※４  

＊市内３ヶ所の親子教室での勤務となります。 
 
※１ 採用後は、上記以外の業務を担当する職場に配属される場合もあります。 
 

※２ 「実務経験」の期間は、常勤の会社員、自営業者等として、１年上継続して就業した期間を通算して計算します（同時

期に複数の職に就業したときは、いずれか一方で計算）。 
 

※３ 「実務経験」の期間は、保育園などの児童福祉施設、または幼稚園で、常勤または常勤に準ずる勤務（週 30時間以上

勤務）の保育士（幼稚園教諭）として、１年以上継続して就業した期間を通算して計算します。（同時に複数の施設に就

業したときは、いずれか一方で計算）。 
 

※４ 「実務経験」の期間は、児童福祉施設で、常勤または常勤に準ずる勤務（週 30時間以上勤務）の児童指導員として、 

１年以上継続して就業した期間を通算して計算します。（同時に複数の施設に就業したときは、いずれか一方で計算）。 
  

【共通事項】 

・実務経験期間は、育児休業や休職等の期間を除きます。 
 

・採用予定人員は変更する場合があります。選考の結果、適任の方がいない場合は、採用をしないことがあります。 
 

・日本国籍を有しない職員は「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍を必

要とする」という公務員の基本原則に基づき、任用される職務に一部制限をされる場合があります。 
 

・地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人（次のいずれかに該当する人）は受験できません。 

 (1) 成年被後見人又は被保佐人 

 (2) 禁こ以上の刑に処せられ、そ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人 

 (3) 関市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

 (4) 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人 
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○過去の採用状況（最終合格者数）                            ※「－」は、 実施なし 

職  種 平成２８年度採用 平成２７年度採用 平成２６年度採用 

事務職 －  １人  ２人  

土木技術職 １人 １人 ２人 

建築技術職 ０人 － － 

電気技術職 ０人 －  １人  

保育士・児童指導員 ２人 － －  

合  計 ３人 ２人 ５人  

 

Ⅱ 試験期日・会場 

試験区分 期   日 場  所 

第１次試験 書類選考  

第２次試験 平成２８年１０月２９日（土） 関市役所 6階 会議室 

※試験会場へは、市役所北庁舎東寄りの休日夜間通用口から入り、エレベーターで６階へ上がってく

ださい。 

※試験当日の日程については、受験票発送時にお知らせします。 

※第３次試験は必要に応じて実施します。 

 

Ⅲ 試験の内容 
試験区分 職  種 試験科目 試験内容 

第１次試験 すべての職種 書類選考 提出いただいた書類により選考 

第２次試験 

すべての職種 
適性試験 適性検査 

面接 面接による試験 

土木技術職 

 

 

専門試験 

※高校卒業程度 

数学・物理・情報技術基礎・土木基礎力学（構造力

学、水理学、土質力学）、土木構造設計、測量、社

会基盤工学、土木施工 

建築技術職 

 

 

専門試験 

※高校卒業程度 

数学・物理・情報技術基礎・建築構造設計、建築構

造、建築計画、建築法規、建築施工 

電気技術職 専門試験 

※高校卒業程度 

数学・物理・情報技術基礎、電気基礎、電気機器、

電力技術、電子計測制御、電子技術・電子回路・

通信技術・電子情報技術 

保育士、    

児童指導員 

実技試験 

 

当日提示されたテーマについて実技を行う 
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◆職種別の試験科目 

区  分 
第１次試験 第２次試験 

書類選考 専門試験 適性試験 面接試験 実技試験 

土木、建築、電気技術職 〇 ○ ○ ○ × 

保育士、児童指導員 ○ × ○ ○ 〇 

 

Ⅳ 試験結果の発表 
・関市公式ホームページにて合格者の受験番号を掲示するほか、受験者全員へ合否の結果を郵送で

通知します。（現住所以外に郵送を希望する場合は、申込書「５」欄に記入してください。） 

・発表前の問い合わせには一切応じません。 

・受験資格がない場合、申込書記載事項等に虚偽がある場合などは、合格を取り消すことがあります。 

 

Ⅴ 申込方法 

(1) 申込先 

岐阜県 関市役所 市長公室 職員課 

住  所：〒501-3894 岐阜県関市若草通３丁目１番地 

Ｔ Ｅ Ｌ：0575-22-3131（代表）・23-9214（直通）  
 

(2) 申込期間等 

  ・申込期間  平成２８年８月５日（金）から８月３１日（水）まで 

（土曜日・日曜日を除きます。） 

  ・受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  ・郵   送  受付期間内の消印があるものに限ります。 
 

(3) 提出書類 

① 関市職員採用試験申込書 

  ② 関市職員採用試験受験票 ※必ず切り取って提出 

  ③ 関市職員採用試験『私のアピール』 
④ 職歴調書（ａ．土木・建築・電気技術職／b．保育士・児童指導員） 

⑤ 実務経験調書（ａ．土木・建築・電気技術職／b．保育士・児童指導員） 

  ⑥ 資格免許の写し 

  ⑦ 郵便番号、住所、氏名を記載し、８２円切手を貼った返信用封筒（長形３号）  

※受験票および第１次試験合否通知の送付に使用 

 

(4) 申込書等の配布場所 

  ・関市役所職員課（北庁舎 3階）  

・関市ホームページからダウンロード（URL  http://www.city.seki.lg.jp） 

 

(5) 申込み手続きの注意事項 

◇ 市ホームページから①～⑤の書式データをダウンロードする際は、①・②・⑤は両面印刷をしてくださ

い。 

◇ ①～⑤は、黒色のボールペン等で必要事項を記入し、①には押印してください。 

◇ 写真（上半身、脱帽、正面向、縦４.５ｃｍ×横３.５ｃｍ、３か月以内に撮影したもの）２枚を用意し、①

http://www.city.seki.lg.jp/
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試験申込書及び②受験票の写真欄に貼ってください。 

◇ ④・⑤は、ホームページよりワード形式で書式をダウンロードし、ワープロで記入したものを提出していた

だいても構いません。（ａ．土木・建築・電気技術職／b．保育士・児童指導員 の２種類あり） 

◇ ⑥について旧姓の場合は、本人確認ができる書類（戸籍個人事項証明書等）を添付してください。 

◇ 郵送により提出する場合は、提出書類を折り曲げず封筒に入れ、封筒の表に「採用試験申込書在中」

と朱書きし、簡易書留など確実な方法で郵送してください。 

◇ 申込用紙の記入内容等に不備がある場合は、受付できずにお返しすることがありますので、早めに申

し込んでください。 

◇ 原則、提出書類はお返ししません。 

 

(6) 第１次試験の結果及び第２次試験案内の送付 

・第１次試験（書類選考）の結果は、１０月中旬に全員へ通知します。また、合格者へは、第２次試験の

案内と受験票を同封いたします。 

・第２次試験の１０月２１日（金）までに通知が届かない場合は、必ず職員課へお問い合わせください。 

 

Ⅵ 合格から採用まで 
・最終合格者は、原則として平成２９年４月１日の採用となります。在職中の場合は、採用日前日までに

退職する必要があります。 

・最終合格決定後、学歴、実務経験期間等を確認するため、卒業証明書及び在職証明書を提出して 

いただきます。 

・受験資格がないこと、または、試験申込書・調書等に虚偽を記入したことが判明したときは、合格を取 

り消します。 
 
Ⅶ 勤務条件等（平成２８年４月１日現在） 
(1) 給   与   市の条例に基づき支給されます。 

  ・初任給においては、学歴、実務経験、年齢等のほか、本市職員との均衡を考慮して決定します。なお、

学歴、勤務期間、実務経験期間等は、最終合格決定後に提出していただく卒業証明書及び在職証明

書により確認し、初任給決定に考慮します。 
   
参 考 （平成２８年４月１日現在の算定による） 

 

【土木/建築/電気技術職】 

例①：大学卒業後に就職し、通算１３年間（うち該当業務１１年）勤務して、３５歳で関市役所に入庁。

→ 初任給：約２６万円 

  例②：大学卒業後に就職し、通算１８年間（うち該当業務１6年）勤務して、４０歳で関市役所に入庁。

→ 初任給：約３０万円 

 【保育士/児童指導員】 

例①：短大卒業後に保育士・児童指導員として７年間勤務して、３５歳で関市役所に入庁。 

→ 初任給：約２０万円 

  例②：短大卒業後に保育士・児童指導員として１０年間勤務し、４０歳で関市役所に入庁。 

→ 初任給：約２３万円 

 

※上記は、あくまで参考金額です。実際の勤務実績や証明の状況により異なります。 

※「該当業務」とは、上記の場合は「土木・建築・電気に関する設計・積算・施工管理業務」をいいま

す。 
 

(2) 諸 手 当   通勤手当・住居手当・時間外勤務手当などの手当が支給されます。 
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(3) 賞   与   年間４.２か月（６月：２.０２５か月、１２月：２.１７５か月） 

(4) 勤務時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間：正午から午後 1時まで） 

(5) 休日・休暇 

・休日：週休２日・祝日・年末年始 

  ・休暇：年次有給休暇は 1年につき２０日（採用初年は１５日）・夏季休暇、結婚休暇、産前産後 

休暇などの特別休暇や育児休業制度、部分休業制度などがあります。 

※勤務時間、休日については、勤務場所によって異なる場合があります。 

 

Ⅶ 福利厚生 

(1) 健康管理 

  ・毎年１回、健康診断を実施します。 

  ・毎月１回、健康相談を実施します。 

 

(2) 共済組合 

  ・給付事業、保健事業、貯金事業、貸付事業等の制度が利用できます。 

 

(3) 職員互助会 

  ・職員間の相互扶助のための各種事業を実施している職員互助会に加入することができます。 

 
  
 

Ⅸ 問い合わせ先 

岐阜県 関市役所 市長公室 職員課 

Ｔ Ｅ Ｌ：0575-22-3131（代表）・23-9214（直通）  

ＦＡＸ：0575-23-7744 

E-mail：shokuin@city.seki.lg.jp 

住 所：〒501-3894 岐阜県関市若草通３丁目１番地 


