令和２年度 龍ケ崎市職員募集要項
（令和３年４月１日採用）
１

職種・採用予定人員・職務内容及び受験資格
職 種

一般事務

人 員

職務内容

受 験 資 格
平成３年４月２日以降生まれ（２９歳以下）の学校教
育法による高等学校を卒業されている又は令和３年３

４名程度

月３１日までに卒業見込みの方
平成３年４月２日以降生まれ（２９歳以下）で、次の要
件をすべて満たす方
（１）学校教育法による高等学校を卒業されている又
一般事務
(障がい者)

は令和３年３月３１日までに卒業見込みの方
１名程度
一般行政事務

（２）身体障害者手帳、都道府県知事若しくは政令指
定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談
所等による知的障がい者であることの判定書、
精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を
受けている方
●次のすべての要件を満たす方

一般事務
（特別選抜）

保健師

１．平成７年４月２日以降生まれ（25 歳以下）で学校
教育法による大学及び大学院を卒業（修了）した
又は令和２年度中に卒業（修了）見込みの方
２．大学、大学院における能力が認められ、在籍する大
学等から推薦を受けた方

１名程度

１名程度

健康相談、健康 昭和６１年４月２日以降に生まれ（３４歳以下）の保健
診査、母子保健 師の資格を有する方又は令和３年３月３１日までに保
等の業務
健師の資格を取得見込みの方
道路、公共施

土木

１名程度

設、下水道等の 昭和６１年４月２日以降生まれ（３４歳以下）の「土
施工監理、維持 木」の専門課程を修了されている又は令和３年３月３
管理等に関する １日までに修了見込みの方
業務

建築

１名程度

営繕工事監理、 昭和６１年４月２日以降生まれ（３４歳以下）の「建
建築に関する検 築」の専門課程を修了されている又は令和３年３月３
査等の業務

１日までに修了見込みの方

※上記の受験資格に該当する方であっても、日本の国籍を有しない方及び地方公務員法第１６条の規
定に該当する方は受験できません。
※試験の結果、基準に満たない場合は、採用予定人員未満の採用となる場合もあります。
※令和２年度中に卒業（修了）できなかった場合は、この試験に合格しても採用されません。
※申込みは 1 人 1 つの試験区分に限ります。
※障がい者枠に応募される方で受験上の配慮を希望される方は、電子申請サービス上での申込時に
お申し出ください。なお、申請の内容によっては、試験の実施上、配慮できない場合もあります。
※精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。有効期限の更新手続きには期間を要しますの
でご注意ください。

２

試験日時・会場
試験区分

日 時

第１次試験

第２次試験

会

９月２０日（日）

個別面接（第１回）

１０月 19 日（月）

集団討論

１０月 26 日（月）

個別面接（第２回）

1０月 29 日（木）

場

流通経済大学 龍ケ崎キャンパス
龍ケ崎市１２０番地
龍ケ崎市役所本庁舎
龍ケ崎市３７１０番地

※新型コロナウイルス感染症拡大防止により試験会場は、座席の配置や消毒・換気等、衛生管理体制
を整えますが、受験者におかれましても、咳エチケット、手洗い、うがい、マスク着用の徹底等、各自で
の感染予防及び感染拡大予防にご協力願います。

３

試験の実施方法
第１次試験
○能力検査

言葉の意味を理解し、文章や話の要旨をとら
える力を測定する内容と数的情報をもとに解
一般事務
ＳＰＩ３－H 試験
を導く力や論理的思考力を測定する内容
一般事務（障がい者）
（ペーパーテスティング方式、 ○性格検査
一般事務(特別選抜)
１時間５０分）
短文から普段感じていることや行っていること等
保健師
に近いほうを選択する形式と自分にあてはまる
かどうかを“４ あてはまる”～“１ あてはまらな
い”で回答する形式

共

土木

専門試験
（択一式、１時間３０分）

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

専門試験
（択一式、１時間３０分）

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

ＳＰＩ３－Ｐ（性格検査）

短文から普段感じていることや行っていること
等に近いほうを選択する形式と自分にあては

通

（択一式、４０分）

全職種共通

作文試験
（記述式、１時間３０分）

まるかどうかを“４ あてはまる”～“１ あてはま
らない”で回答する形式
課題について、８００字以上１，２００字以内に
まとめる
文章による表現力、課題に対する理解力

第２次試験
個別面接試験（第１回）
積極性・協調性・堅実性・表現力・態度など
共 通

個別面接試験（第２回）
集団討論

リーダーシップ・協調性・貢献度など

※試験問題、試験の内容については一切お答えできません。
※障がい者枠を受験される方も原則、SPI3－H 試験及び作文試験を受けていただきますが、特段の
事情があり受験に際して支障等がある場合は、事前に人事課までご相談ください。
※第２次試験は第１次試験合格者のみ実施します。
４

合格発表
第１次試験
第２次試験

１０月１３日（火）に合格者の受験番号を龍ケ崎市公式サイトに掲載
※合格者のみ合格発表当日にメール送信及び文書発送いたします。
１１月上旬に第２次試験受験者全員に合否結果を通知

※第２次試験合格発表後に採用辞退者・取消者が出た場合、次点の方を繰り上げ合格とする場合が
あります。
５

試験結果の開示
試験結果（総合得点及び順位等）の開示を希望する場合は、各合格発表の日から１か月間に限り、受
験者本人が「受験票」と「本人を証明できる書類（運転免許証など）」を持参のうえ、人事課にお越しく
ださい。
受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までの間です。電
話、はがき及びメール等による開示の請求はできません。

６

受験手続
＜この手続きには、インターネットに接続が可能な機器と Adobe Reader が必要です。＞

【受験申込について】
申込は、電子申請サービス上による手続きとなります。以下の手順に従って、受付期間中
に（a）、（b）全ての手続きを行ってください。
※すでに別の手続き等で利用者登録を行い、ID とパスワードを取得している場合は、
（ｂ）の手続きに進んでください。

申込方法

（a）電子申請サービスの利用者登録
電子申請サービスを使用するために、「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登
録が必要です。「いばらき電子申請・届出サービス」ページ上部の【利用者登録】から登録
を行ってください。
「いばらき電子申請・
届出サービス」
QR コード

こちらからも登録できます。
https://s-kantan.jp/city-ryugasaki-ibaraki-u/offer/offerList_initDisplay.action
※登録の際に取得した ID とパスワードは必ず控えておいてください。
（b）電子申請サービス上での受験申込
電子申請サービスの利用者登録が完了した後、「いばらき電子申請・届出サービス」ペ
ージ上部の【手続き申込】から「令和２年度龍ケ崎市職員採用試験受験申込（令和３年４
月１日採用）」を選択し、表示説明に従い手続きを行ってください。
なお、一般事務（特別選抜）の申込を行われた方は、「自己紹介シート」及び「推薦書」
の提出が必須となります。電子申請サービス上又は市公式ホームページから用紙をダウン
ロードし、「令和２年度 龍ケ崎市職員採用試験一般事務（特別選抜）推薦実施要領」に
基づき作成のうえ下記郵送先にご提出ください。
＜市公式ホームページ URL＞
http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/shisei/boshu/saiyou/index.html
※一定時間（１２０分）以上無操作状態が続くとタイムアウトして入力情報が失われま
す。
※申込手続を最後まで完了し、申請手続後に与えられる「整理番号、パスワード」を必
ず取得し、メモ等により控えてください。整理番号等が取得できていない場合、申込は
完了していません。
≪郵送先≫
〒３０１－８６１１ 茨城県龍ケ崎市３７１０番地
龍ケ崎市総務部人事課 人事・研修係 あて

※「自己紹介シート」及び「推薦書」は折り曲げずに封筒に入れ、封筒の表に「自己紹
介シート及び推薦書在中」と朱書きしてください。

【申込完了後について】
Ⅰ．申込内容の確認
採用試験申込の電子申請完了後、人事課において申込内容の確認をします。
Ⅱ．確認結果の通知
確認が終了すると「いばらき電子申請・届出サービス」上の【申込内容照会】に確認結
果が表示されます。
・処理待ち：人事課にて確認中です。
・完了：受験申込内容の確認が完了し、受験申込が完了しています。
・返却中：入力内容に修正事項等があるので、至急対応してください。
・不受理：受験資格を満たしていない、書類不備等により受験できません。
Ⅲ．返信文書の確認
申請状態が「完了」になり正式に受付が完了すると、一次試験に関する情報が記載さ
れた「受験票」が電子申請サービス上にアップロードされます。
受付完了後、登録アドレスに通知メールが届きますので、電子申請サービスにログインし
た上で、【申込内容照会】から「受験票」をダウンロードして内容を確認してください。
受付期間

７月１３日（月）から８月７日（金）まで
※郵送物に関しては、８月７日までの消印があるものに限る。

※やむを得ない事情により電子申請が行えない場合は、総務部人事課までお問合せください。

※申込時に不備等がある場合は、受験できない場合がありますのでご注意ください。
※一旦提出した申込書類は一切返却いたしません。
※体調不良により、受験出来なかった方への救済措置はありませんので、ご承知おきください。
７

龍ケ崎市個人情報保護条例に基づく個人情報の取扱いについて
龍ケ崎市個人情報保護条例に基づいて提出された受験申込書は、採用試験に係る事務以外の目的
では一切使用しません。不合格者分の受験申込書等の提出書類については、当該年度末で廃棄します。

８

採用後の給与・福利厚生等
（１）給与など
給与は、龍ケ崎市職員の給与に関する条例、規則に基づき支給されます。
令和２年４月１日現在の一般行政職の初任給は次のとおりです。
※（ ）内は地域手当加算後の額です。
大 学 卒

１８８，７０0 円
（２０５，683 円）

短 大 卒

１６5，9０0 円
（１80，831 円）

高 校 卒

１５4，9０0 円
（１６8，841 円）

※学校卒業後、一定の職歴等がある場合には、職務経歴に応じて初任給の額を加算すること
があります。
※諸手当として、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、時間外勤務手当、期末・勤勉
手当などの手当が支給されます。
※退職した場合には勤続年数に応じて退職手当が支給されます。
※賞与については、年２回（６月及び１２月に計４．５月分）の支給があります。
（２）勤務時間
午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間６０分）
（３）休日・休暇
土・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）
有給休暇年間２０日、夏季休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、育児休業等
（４）福利厚生など
茨城県市町村職員共済組合の組織があり、健康保険、年金、保険事業等を積極的に行って
います。また、龍ケ崎市職員互助会もあり、レクリエーション事業等を行っております。
９

試験についての問い合わせ先
龍ケ崎市総務部人事課 人事・研修係
〒３０１－８６１１ 茨城県龍ケ崎市３７１０番地
電 話 ０２９７-６４-１１１１ 内線３７３
ホームページＵＲＬ：http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/
※市公式ホームページでも、試験の情報を公開しています。

