和歌山県有田市

職 員 募 集 案 内
令和元年度

後期日程

試験区分

一般事務職Ⅱ／一般事務職Ⅲ／建築技術職／保育士

申込受付期間

令和元年８月 13 日（火）～ ８月 30 日（金）

第 1 次試験日

令和元年９月 22 日（日）

和歌山県有田市

経営管理部総務課

〒649-0392 和歌山県有田市箕島 50
電話／0737-22-3742

有田市が求める職員像

「基本を大切にしながら、未来を切り拓く発想力、
その実現に向けての行動力が伴い、
地域・人のために仕事をすることに喜びを感じる職員」

有田市では、
『チャレンジ＆チェンジ』を合言葉に、未来を切り拓く発想力や行動力のあ
る人材を求めています。前例踏襲ではなく、常に市民の目線に立ち、新たな課題に挑戦で
きる職員こそが、有田市の未来の担い手になると考えています。
有田市の職員採用試験では、一般的な公務員試験対策は必要ありません。多くの民間企
業が導入している総合検査 SPI３を実施し、人物重視で採用します。
「地域や人のために仕事がしたい」という熱意のある方をお待ちしています。

～令和元年度有田市職員採用試験のポイント～
■２つの日程で試験を実施
令和２年４月採用の職員採用試験は、
「前期日程」と「後期日程」の２つの日程に分けて試験
を実施します。なお、前期日程と後期日程の重複受験はできません。

■第１次試験は SPI３を実施
第１次試験は、多くの民間企業が導入している総合検査 SPI3 をすべての職種で実施し、人物
重視の採用試験を行います。
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■【後期日程】試験区分・採用予定人員・受験資格
試験区分

採用予定人員

一般事務職Ⅱ

１人程度

一般事務職Ⅲ
（学芸員）

１人程度

受験資格
平成10年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人
（令和２年３月卒業見込みの人を含む。）
昭和50年４月２日以降に生まれ、次の①から③の条件を満たす人
①博物館法による学芸員資格を取得済み又は令和２年３月末日までに
取得見込みの人
②学校教育法による大学（短期大学を除く。）又は大学院において埋
蔵文化財に関する専門課程を卒業（修了）した人、又は採用予定日ま
でに卒業（修了）見込みの人、若しくはこれらと同等の知識を有する
人
③埋蔵文化財発掘調査の経験を６ヶ月以上有する人

建築技術職

１人程度

保育士

２人程度

平成元年４月２日以降に生まれ、建築の専門課程（準ずる課程を含む
。）を修了した人又は令和２年３月末日までに修了見込みの人
昭和60年４月２日以降に生まれ、保育士資格を取得済み又は令和２年
３月末日までに取得見込みの人

※一般事務職Ⅱは、主に高校卒業程度の内容の試験となります。
※申込ができる試験区分は、１つに限ります。前期日程との重複受験はできません。
※受験申込後の試験区分の変更はできません。
※次のいずれかに該当する方は、受験できません。
（ア）日本国籍を有しない人（保育士を除く）
（イ）成年被後見人又は被保佐人
（ウ）禁錮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
（エ）有田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年を経過しない人
（オ）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人
※（イ）～（オ）は地方公務員法第 16 条（欠格条項）に該当する人

■試験期日、試験場所及び合格発表
（１）試験期日、試験場所
職種

試験日

場所

第１次試験

全職種

令和元年９月22日（日）

有田市内公共施設

第２次試験

全職種

令和元年10月下旬

有田市内公共施設

第３次試験

全職種

令和元年11月下旬

有田市役所

※試験の詳細については受験者本人に別途通知いたします。また、第２次採用試験及び第３次採用試験について
はそれぞれ第１次試験合格者、第２次試験合格者に通知いたします。

（２）合格発表
時

期

第１次試験

10月上旬（予定）

第２次試験

11月上旬（予定）

第３次試験

12月上旬（予定）
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■試験種目・内容
（１）第１次試験
職種

試験種目

全職種

能力・性格検査
(択 一 式 ・ 110分 )

内

容

ＳＰＩ３による能力検査（言語的理解
、数量的処理、論理的思考など）及び
性格検査

（２）第２次試験
職種
一般事務職Ⅱ
保育士

試験種目

内

人物、能力、性格等についての面接による試験

個別面接試験
小論文試験

当日出題されるテーマによる識見、表現力、判断

（記述式・１時間）

一般事務職Ⅲ
（学芸員）

力等についての記述試験(文字数 800字以内)

個別面接試験

人物、能力、性格等についての面接による試験

専門試験

・実技／土器等の実測図作成等(実測用具持参)

(実技・45分程度)

・記述式及び択一式／考古学、有田市周辺の埋蔵

(記述式及び択一式・1時間)
小論文試験

文化財に関する専門知識についての筆記試験
当日出題されるテーマによる識見、表現力、判断

(記述式・１時間)

力等についての記述試験(文字数 800字以内)
人物、能力、性格等についての面接による試験

個別面接試験
建築技術職

容

専門試験

建築に関する専門的知識、技術などの能力につい

（択一式・1時間30分）

ての筆記試験

（３）第３次試験
職種

試験種目

全職種

個別面接試験

内

容

人物、能力、性格等についての面接による試験

※第３次試験の合格者には、合格通知書とともに健康診断書用紙を送付しますので、医療機関において健康診断を
受診し、提出していただきます。

■繰上げ合格制度
正式合格者が採用を辞退した場合などに備え、繰上げ合格候補者をあらかじめ決定します。次の場
合に限り、繰上げ合格候補者の中から成績順に採用します。
1.正式合格者が採用を辞退した場合
2.正式合格者が必要な資格等を取得できず採用できない場合
3.正式合格者が受験資格を満たさないことが明らかとなった等により、採用できない場合
※令和２年４月１日採用予定人員どおりに採用された場合、繰上げ合格候補者として決定されていても、同日を持っ
て失効し、採用されることはありません。
※合格基準点を設けています。合格基準点を超えていない場合、この制度は適用しません。
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■受験手続
（１）申込方法／受験希望者は提出書類を下記まで提出してください。
－提出先－
有田市箕島 50 番地 有田市役所４階 経営管理部総務課人事係
－郵送の場合－
〒649-0392 和歌山県有田市箕島 50 有田市役所経営管理部総務課人事係 宛
※必ず簡易書留郵便とし、封筒の表に「受験職種」を記入のうえ、「採用試験申込み」と朱記してください。

（２）提出書類
・全職種共通／有田市職員採用試験申込書
・一般事務職Ⅲ（学芸員）／埋蔵文化財発掘調査経歴書
※試験申込書等は有田市ホームページよりダウンロードできます。また、有田市役所経営管理部総務課でも配布
します。
※必要事項記入のうえ、写真貼付し、提出してください。

（３）受付期間／令和元年８月 13 日(火)～令和元年８月 30 日(金) 午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日は除きます。
※郵送については、令和元年８月 30 日（金）午後５時 15 分 必着

■採用予定日
令和２年４月１日
※地方公務員法第22条の規定により６か月間は条件付採用となります。
地方公務員法（抜粋） （条件付採用及び臨時的任用）
第22条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、全て条件付のものとし、その職員が
その職において６月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
この場合において、人事委員会等は、条件付採用の期間を１年に至るまで延長することができる。

■その他
・点字による試験は実施できませんが、車椅子による受験等を希望する方は、申込時にその旨を申し出て
ください。
・試験結果の開示を希望される場合、必ず受験者本人が来庁のうえご請求ください。なお、開示できる範
囲は、第１次試験の総合検査（能力検査）の点数のみとなります。
・応募書類等の返却はいたしませんので、ご了承願います。
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■給与制度 〔平成 31 年 4 月 1 日現在〕
初任給

毎月決まって支給されるもの
給料

職種

給料表に定められた額が支給されます。

扶養手当 扶養親族のある職員に支給されます。

短大卒

高校卒

180,700 円

161,300 円

148,600 円

一般事務職Ⅱ

配偶者･･･････ 6,500 円

一般事務職Ⅲ

子･･･････････ 10,000 円

建築技術職

上記以外･････ 6,500 円

大学卒

等

保育士

住居手当 12,000 円を超える家賃の額に応じて
※職歴などがある場合、一定の方法により加算されることがあります。
※このほかに諸手当がそれぞれの条件に応じて支給されます。

最高 27,000 円まで支給されます。

通勤手当 運賃相当額(原則 6 箇月定期の額)の範
囲で支給されます。

経験年数別・学歴別平均給料月額

自家用車使用の場合は、距離に応じて

／一般事務職の例

経験年数

大学卒

高校卒

１０年

248,760 円

210,100 円

２０年

351,882 円

325,475 円

一時金として支給されるもの

２５年

383,971 円

351,086 円

期末手当

３０年

414,340 円

387,175 円

31,600 円まで支給されます。

ボーナスに相当する手当です。
支給割合は年間 4.45 月分(6 月期・
12 月期に支給)です。

勤勉手当

※将来も同様の給料が保障されているわけではありません。
※このほかに諸手当がそれぞれの条件に応じて支給されます。

退職手当 退職したときに支給される一時金です。

■福利厚生
職員の健康管理

給付･貸付制度等

心身ともに健康な状態で働けるよう、定期的な各種

職員の福利厚生のために共済組合があり、給付･貸付

健康診断、健康指導・健康相談などを実施して、職員

事業･福祉事業等を行っています。また、共済組合と

の健康の保持増進、疾病の早期発見に努めています。

契約している宿泊施設を利用する際は、宿泊料金の
助成も受けられます。

■勤務時間／休日／休暇
勤務時間

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

休

日

土･日曜日、祝日、年末年始

休

暇

年次有給休暇(年に 20 日。最大 20 日まで翌年に繰越可)、夏季休暇、特別休暇

※勤務時間、休日は、一部の職場を除きます。

■採用までのプロセス
受験申込(8 月)
採用試験 申込書を
有田市役 所へ持参
または郵送

・第１次試験（9 月）
・第２次試験（10 月）
・第３次試験（11 月）

・最終合格発表（12 月）
・健康診断（12 月）
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採用（4 月 1 日）

