
１．職員（大学卒 消防（航海））採用選考 

選考区分 消防（航海） 

採用予定

人数 
若干名 

受験資格 

年齢 平成５年４月２日以降に生まれた人 

学歴等 

次の全ての要件を満たす人 

・大学（短期大学を除く）を卒業した人又は令和５年３月までに卒業する見込み

の人 

・日本の国籍を有する人 

・大学（短期大学を除く）において、船舶の運航に関する課程を専攻し、乗船実

習科を卒業した人又は令和５年３月までに卒業する見込みの人  
・高等専門学校を卒業して大学（短期大学を除く）に編入した人については、高等

専門学校及び大学において、船舶の運航に関する課程を専攻して大学を卒業

した人又は令和５年３月までに卒業する見込みの人 

※ただし、地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する人は、この試験を受けることがで

きない。 

考査科目 

１次考査： 
【筆記】    基礎的能力［択一式］、専門［記述式］、適性検査〈性格検査〉 
【面接等（※）】面接、グループワーク、体力検査 
（※）【筆記】において一定点数以上の人が対象 

２次考査：面接、論文、身体検査 

考査日 

１次考査： 
【筆記】 令和４年９月 25 日（日） 
【面接等】令和４年 10 月 11 日（火）～14 日（金）のいずれか２日 

２次考査：令和４年 11 月８日（火）～10 日（木）のいずれか２日 

募集方法

及び期間 
選考案内の配布開始日    令和４年７月中旬 
受付期間（郵送）      令和４年７月 25 日（月）～８月 23 日（火）消印有効 

 
 
 
 
 
 



２．職員（高校卒）採用試験 

試験区分 
総合事務、土木、建築、総合設備（電気、 
機械）、水道技術（土木、電気、機械） 

消防 

採用予定

人数 

総合事務：約３名 
土木：若干名、建築：若干名 
総合設備（電気、機械）：若干名 
水道技術（土木、電気、機械）：若干名 

約 15 名 

受験資格 

年齢 
平成 11 年４月２日から平成 17 年４月

１日までに生まれた人 
平成９年４月２日から平成 17 年４月

１日までに生まれた人 

学歴等 
 次の要件を満たす人 

・日本の国籍を有する人 
※ただし、地方公務員法第 16条の欠格条項に該当する人は、この試験を受けることができない。 

※大学、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した人又は令和５年３月までに卒業する見込みの人は受

験できない。       

※定時制、通信制の高等学校を令和５年３月までに卒業する見込みの人は、平成５年４月２日以降に生

まれた人も受験できる。 

※専修学校（専門学校等）の専門課程を卒業した人又は令和５年３月までに卒業する見込みの人で、専

門士又は高度専門士の称号を取得した人、もしくは令和５年３月までに取得する見込みの人は、受験

することができない。 

※日本国籍を有しない人も受験できる（「消防」を除く）が、公権力の行使を伴う職及び市の意思形成に

参画する職には任用されない。また、日本国籍を有しない人で就職が制限されている在留資格の人は、

採用されない。 

試験科目 

＜総合事務・消防＞ 
１次試験： 

【筆記】    教養［択一式］、適性検査〈性格検査〉 

【面接等（※）】面接、集団討論、体力検査（消防のみ） 

（※）【筆記】において一定点数以上の人が対象 
２次試験：面接、論文、身体検査（消防のみ） 

＜技術＞ 
１次試験：教養［択一式］、専門［択一式］、適性検査〈性格検査〉 
２次試験：面接（２回）、集団討論、論文 

試験日 

＜総合事務・消防＞ 
１次試験： 

【筆記】 令和４年９月 25 日（日） 
【面接等】令和４年 10 月 11 日（火）～14 日（金）のいずれか１日 ※消防は２日 

２次試験：令和４年 11 月８日（火）～10 日（木）のいずれか２日 
＜技術＞ 
１次試験：令和４年９月 25 日（日） 
２次試験：令和４年 10 月 11 日（火）～14 日（金）のいずれか１日 

募集方法

及び期間 
試験案内の配布開始日    令和４年７月中旬 
受付期間（インターネット） 令和４年７月 25 日（月）～８月 23 日（火）正午 

  



３．職員（社会人(秋)）採用試験（選考） 
試験（選考） 

区分 
総合事務（事務、ICT/デジタル）、福祉、土木、建築、総合設備（電気、機械）、 
総合科学（獣医） 

採用予定人数 
総合事務（事務、ICT/デジタル）：約 15 名 
福祉：約３名、土木、建築、総合設備（電気、機械）、総合科学（獣医）：各若干名 

受験資格 

年齢 昭和 58 年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人 

学歴等 

【総合科学（獣医）】 

下記の要件を満たす人 

・大学（短期大学を除く）において、獣医学の課程を専攻して卒業した人又は令和５

年３月までに卒業する見込みの人 

・厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設（大学（短期大学を除く））

において、所定の課程を修め卒業した人又は令和５年３月までに卒業する見込み

の人 

※ただし、地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する人は、この試験を受けることができない。 
※日本国籍を有しない人も受験できるが、公権力の行使を伴う職及び市の意思形成に参画する職に

は任用されない。また、日本国籍を有しない人で就職が制限されている在留資格の人は、採用され

ない。 

試験科目 

１次試験：適性検査（基礎能力検査・性格検査）、アピールシート、 
資格加点（※福祉・技術区分のみ（総合科学（獣医）を除く）） 

２次試験：ＷＥＢ面接 
３次試験：提案型論文、グループワーク、面接 

試験日 

１次試験：令和４年９月６日（火）～23 日（金）のうち 
各受験者が選択する日時・会場（テストセンター） 

２次試験：令和４年 10 月 29 日（土）、30 日（日）、11 月３日（木） 
のいずれか 1 日 

３次試験：令和４年 11 月 26 日（土）、27 日（日）のいずれか 1 日 

募集方法 
及び期間 

試験案内の配布開始日   令和４年７月中旬 
受付期間（インターネット）令和４年７月 25 日（月）～８月 23 日（火）正午 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



４．職員（就職氷河期世代対象）採用試験 

試験区分 総合事務、福祉、土木、建築、総合設備（電気、機械） 

採用予定人数 約５名 

受験資格 

年齢 昭和 45 年４月２日から昭和 61年４月１日までに生まれた人 

学歴等  

※ただし、地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する人は、この試験を受けることができない。 
※日本国籍を有しない人も受験できるが、公権力の行使を伴う職及び市の意思形成に参画する職

には任用されない。また、日本国籍を有しない人で就職が制限されている在留資格の人は、採

用されない。 

試験科目 
１次試験：適性検査（基礎能力検査・性格検査） 

２次試験：ＷＥＢ面接 
３次試験：論文、グループワーク、面接 

試験日 

１次試験：令和４年９月６日（火）～23 日（金）のうち 
各受験者が選択する日時・会場（テストセンター） 

２次試験：令和４年 10 月 31 日（月）、11 月１日（火） 
のいずれか１日 

３次試験：令和４年 11 月 25 日（金） 

募集方法 
及び期間 

試験案内の配布開始日   令和４年７月中旬 
受付期間（インターネット）令和４年７月 25 日（月）～８月 23 日（火）正午 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５．障害者を対象とした職員（高専・短大、高校卒）採用選考 

選考区分 総合事務 

採用予定人数 若干名 

受験資格 

 
次のいずれかを満たし、 

・身体障害者手帳（身体障害者福祉法第 15 条）の交付を受けている人 
・都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている人 
・精神障害者保健福祉手帳（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条） 
 の交付を受けている人 
・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、障害者職業センタ 
ー、精神保健指定医により知的障害があると判定された人 

 
下記の要件を全て満たす人 
・中学校、高等学校、高等専門学校又は短期大学を卒業した人及び令和５年３月まで 

に卒業見込みの人  
・29 歳以下（平成５年４月２日から平成 17 年４月１日までに生まれた人） 
 
※ただし、地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する人は、この選考を受けることができない。 
※大学を卒業した人又は令和５年３月までに卒業見込みの人は受験できない。 
※専修学校（専門学校等）の専門課程を卒業した人又は令和５年３月までに卒業する見込みの人で、

高度専門士の称号を取得した人又は取得する見込みの人は、高専・短大、高校卒区分では受験で

きない。 
※日本国籍を有しない人も受験できるが、公権力の行使を伴う職及び市の意思形成に参画する職に

は任用されない。また、日本国籍を有しない人で就職が制限されている在留資格の人は、採用さ

れない。 
 

考査科目 
１次考査：教養［択一式］、論作文 
２次考査：面接 

考査日 
１次考査：令和４年９月 25 日（日） 
２次考査：令和４年 10 月 17 日（月）、18 日（火）のいずれか１日 

募集方法 
及び期間 

選考案内の配布開始日   令和４年７月中旬 
受付期間（インターネット）令和４年７月 25 日（月）～８月 23 日（火）正午 

 


