令和３年度
静岡県掛川市職員採用案内
掛川市役所総務部行政課人事室
二次元コードから
市 HP をご覧いた
だけます。

市長あいさつ
掛川市の職員採用試験に興味を持っていただき、ありがとうご
ざいます。公務員の仕事は、つまらない、堅いと思う方がいるかも
しれませんが、最近の自治体の仕事は決してそうではありません。
昔は、国、県、あるいは近隣の自治体のやることを待って動くのが
スタイルでしたが、今は違います。先手を打って、時代の変化に対
応しながら働く姿が求められています。掛川市の若手職員の中に、
それぞれの業務を持ちながら、積極的に他のことにもチャレンジす
る姿が見られます。
２つ事例を紹介します。１つ目は、「将来ビジョン検討会」。
20 年後、30 年後の掛川市の姿を見据えて、自治体としてどのよう
な仕事を進めるべきか。公募した職員有志
45 人が、交通や高齢者
掛川市長 久保田 崇
をはじめ、さまざまな分野の政策議論を行いました。これには地元
の高校生にも関わってもらいました。２つ目は、職員が勤務終了後に有志で開催した「教えて先
輩会」。輝く職場の先輩を招いての講話や、意見交換などに取り組んでいます。職員が自発的・
積極的にチャレンジする姿を見て、私も刺激を受けています。
掛川市は、チャレンジする職員を求めています。仕事は仕事として、指示されたことを実行す
ることも必要です。しかし、それだけでは足りません。課題や時代の変化に対応し、先手を打っ
て、積極的にチャレンジしていく姿勢が求められています。
加えて大事なのは、コミュニケーション力。どんな人に対しても積極的にコミュニケーション
を取る姿勢。プレゼンの上手さではなく、人の話をよく聞き、その人が何を求め、どんなことに
困っているかを的確に把握したうえで、適切に対応できるコミュニケーション力が求められてい
ます。
掛川市は、皆さんのようなチャレンジ力を持った、そして、コミュニケーションをとりながら
仕事をする方を求めています。積極的なご応募をお待ちしています。

市長あいさつノーカット版はこちら→

〇一般事務（デジタル化推進担当）
職務内容
配属された部署において各種業務に従事する中で、市のＤＸ推進計画に基づき、ＢＰＲによる
業務の効率化やデジタル化、ＩＣＴを用いた地域課題解決に関する提案、ＤＸに向けた部門間
または事業者・市民等との調整などを行う。
受験資格
①全体の奉仕者たる市職員として、意欲をもって取り組む姿勢のある方
②３年以上継続して同一の企業・団体等に就業・従事し、且つ、前職を退職してから１年以上経過
していない方（※第１次試験日に条件を満たしている方が対象となります。）
※週 35 時間以上従事していた期間が対象となります。
※職務経験の確認のため、職歴証明書等の提出を求める場合があります。
※不正記載が確認された場合には、合格を取り消します。

１

採用予定人数・年齢要件・資格要件・職務経験年数
予定人数

若干名

年齢要件

昭和 56 年
４月２日以
降に生まれ
た方

職務経験
年
数

資格要件
必須

加点対象

・直近 10 年以内の経験で、デジタル関連プ
ロジェクトなどを推進した経験があること
・情報セキュリティマネジメント試験合格者
・基本情報技術者試験合格者
・ＩＴストラテジスト試験合格者
・プロジェクトマネージャ試験合格者

(注)
３年以上

(注)職務に関連する経験年数であること
※幅広く行政事務全般に従事する可能性があります。

２

試験の方法
区分

試験科目
総合検査
＜SPI3＞
・性格検査
・能力検査

第１次試験

試験日程

試験会場

10 月 28 日(木)～11 月３日(水)

Web 実施

第２次試験

面接試験

11 月 13 日(土)

Web 実施

第３次試験

面接試験

11 月 29 日(月)

掛川市役所

※Web 実施…自宅等のパソコンを使用し、市が指定する URL に接続して行う実施方法です。

３

合格者の発表方法等
区分

合格発表日

発表の方法

第１次試験

11 月 10 日(水) 正午

市 HP への掲載

第２次試験

11 月 22 日(月) 正午

市 HP への掲載

第３次試験

12 月上旬

全ての受験者に合否を通知

〇土木技術／建築技術（職務経験者）
受験資格
①全体の奉仕者たる市職員として、意欲をもって取り組む姿勢のある方
②３年以上継続して同一の企業・団体等に就業・従事し、且つ、前職を退職してから１年以上経過
していない方（※第１次試験日に条件を満たしている方が対象となります。）
※週 35 時間以上従事していた期間が対象となります。
※職務経験の確認のため、職歴証明書等の提出を求める場合があります。
※不正記載が確認された場合には、合格を取り消します。

１

採用職種・採用予定人数・年齢要件・資格要件・職務経験年数
職種

予定人数

年齢要件

若干名

昭和 56 年
４月２日以降に
生まれた方

土木技術

建築技術

資格要件
(注 1)土木専門課程の修了者など
公務で生かせる資格取得者含む

職務経験
年
数

(注 3)
３年以上

(注 2)建築士資格取得者など

(注 1)土木技術：１級管工事施工管理技士などの資格取得者を含む
(注 2)建築技術：次の①､②のいずれかを満たしていること
①１級建築士の資格を取得済みの方
②２級建築士の資格を取得済みの方で、１級建築士の資格をこれから取得しようとする方
(注 3)職務に関連する経験年数であること

２

試験の方法
区分

試験科目
総合検査
＜SPI3＞
・性格検査
・能力検査

第１次試験

試験日程

試験会場

10 月 28 日(木)～11 月３日(水)

Web 実施

第２次試験

面接試験

11 月 13 日(土)

Web 実施

第３次試験

面接試験

11 月 29 日(月)

掛川市役所

※Web 実施…自宅等のパソコンを使用し、市が指定する URL に接続して行う実施方法です。

３

合格者の発表方法等
区分

合格発表日

発表の方法

第１次試験

11 月 10 日(水) 正午

市 HP への掲載

第２次試験

11 月 22 日(月) 正午

市 HP への掲載

第３次試験

12 月上旬

全ての受験者に合否を通知

〇学芸員／福祉
受験資格 全体の奉仕者たる市職員として、意欲をもって取り組む姿勢のある方

１

採用職種・採用予定人数・年齢要件・資格要件・学歴要件
職種

予定人数

年齢要件

資格要件

学歴要件

学芸員資格取得者
学芸員
若干名
福祉

昭和 56 年
４月２日以降に
生まれた方

（中近世の古文書読解の知識を
有する方)
社会福祉士又は精神保健福祉士
資格取得者

大学・大学院で考古
学または日本史専攻
課程を卒業した方
大学、短期大学
もしくは高等学校を
卒業した方

※資格･学歴要件取得期限は令和４年３月末とする

２

試験の方法
区分

試験科目
総合検査
＜SPI3＞
・性格検査
・能力検査

第１次試験

試験日程

試験会場

10 月 28 日(木)～11 月３日(水)

Web 実施

第２次試験

面接試験

11 月 13 日(土)

Web 実施

第３次試験

面接試験

11 月 29 日(月)

掛川市役所

※Web 実施…自宅や学校等のパソコンを使用し、市が指定する URL に接続して行う実施方法です。

３

合格者の発表方法等
区分

合格発表日

発表の方法

第１次試験

11 月 10 日(水) 正午

市 HP への掲載

第２次試験

11 月 22 日(月) 正午

市 HP への掲載

第３次試験

12 月上旬

全ての受験者に合否を通知

応募要件
①試験当日に、確実に受験できる方に限ります。
②応募は、１人１職種に限ります。
③障がいなどがあり試験方法等で配慮が必要な場合は、10 月 15 日（金）までに行政課（053721-1133）あて連絡願います。

【受験資格のない方】
次のいずれかに該当する方については、受験することができません。
①日本国籍を有しない方
②地方公務員法第 16 条（欠格条項）の各号のいずれかに該当する方
ア) 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
るまでの方
イ) 掛川市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方
ウ) 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方

申込期間／応募フォーム作成
令和３年９月 17 日(金)～10 月 19 日(火)午後５時 締め切り
下記 URL に接続後、指示に従い必要事項を入力し、応募してください。
※郵送や持参、メールによる申し込みは行いませんので注意願います。

掛川市職員採用試験応募フォーム作成用サイト
①一般事務（デジタル化推進担当）
URL: https://imk.pw/c/6Tz9Cx3TVT9a8kJe
②土木技術／建築技術
URL: https://imk.pw/c/unXTfePnPMMtV9Yy
③学芸員／福祉
URL: https://imk.pw/c/7sR6uEWHFu7UnPfY
※申し込み職種により入力内容が異なります。ご注意願います。

【事前準備】
①インターネット環境の準備
・受験手続の際は、パソコンやスマートフォンによるインターネット環境が必要となります。
なお、Web 実施による受験の際は、パソコンによるインターネット環境が必要となります。
（※推奨環境は【パソコン等の推奨環境】参照）
・タブレットは推奨環境外のため、使用できません。
②メールの受信設定
・「saiyou@city.kakegawa.shizuoka.jp」および「noreply@interview-maker.com」から送信

されるメールが受信できるように自身で設定してください。
・電子メールの設定不備や通信障害等については、当市では一切の責任を負いません。
③応募フォームに登録するメールアドレス
・できるだけパソコン用のメールアドレスを使用してください（スマートフォンのフリーメー
ルも可）。※携帯電話のメールアドレスの場合、当市からのメールを受信できずに、受験案
内や合格通知等が届かないことがあります。
【注意事項】
①応募フォーム作成用サイトに進んだ後、希望する申し込み職種を選択し、応募してください。
②一度応募すると応募内容の修正などができませんので、入力内容及び添付した写真・動画に不
備がないか確認して送信してください。
③申込書提出後の職種などの変更は認めません。
④応募フォーム記載内容については、採用試験の合否に関わらず、一定期間データ保管され、申
し出による削除は行いません。
【受験番号について】
10 月 26 日（火）に当市から受験番号を案内します。受験期間中や合格発表の際は、この受験
番号でお呼びし、掲示を行います。また、これとは別に受験用 ID が発行されることがあります
ので、Web 実施による受験の際は入力など特に注意願います。

【試験実施の注意事項】
試験実施にあたっては次の事項に注意してください。
① 試験会場で行う試験
ア）試験当日の朝、検温しマスク着用でお越しください。
イ）試験会場に入る前に検温を行い、37.5℃以上の場合は受験を辞退していただきます。
その際には再試験は行いません。
②

Web 実施で行う試験
ア）自宅または学校等、市が指定する「パソコン等の推奨環境」がある場所で受験を受けて
いただきます。
イ）不正行為等が確認された場合は受験資格を取り消します。
ウ）受験中インターネット環境の不具合により試験が中断された場合、再度の受験ができ
ませんので、適切な環境を整えて受験してください。
エ）10 月 28 日(木)に「Web テスティング方式による SPI3 受験案内」、「受験用 ID」を
メールにて通知します。

【パソコン等の推奨環境】

OS

＜PC の場合＞
日本語版 Windows10 以上
日本語版 MacOS Mojave(10.14.5)以上の最新版
＜スマートフォンの場合＞
iPhone7 以降の端末かつ iOS の最新版
Android7 以上

ブラウザ

Windows：Google Chrome または Firefox,Chromium 版 Microsoft Edge の最新版
Mac：Google Chrome または Firefox,Safari の最新版

常時接続回線

・20Mbps（UP,Down それぞれ）以上
・遅延（レイテンシ）は 50ms 以内
※ 参考測定サイト: fast.com

給与／勤務条件 等
(1) 初任給(卒業後すぐに採用された場合)
大学卒程度 188,700 円
※令和３年４月１日現在の本市給料表による。
いずれの職種も、関連する経験年数や就業年数などが換算されます。
（参考）
民間職種で専門職として４年勤務経験ありの場合
大学卒程度 216,200 円、短大卒程度 195,500 円、高校卒程度 182,200 円
民間職種で専門職として８年勤務経験ありの場合
大学卒程度 246,600 円、短大卒程度 223,200 円、高校卒程度 209,400 円

(2) 諸手当
地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当 など
＊期末勤勉手当（賞与）は、年２回（６月／12 月）支給
(3) 昇給
年１回（４月）
(4) 人事制度
・働き方改革への取り組み（時差出勤／テレワーク）
・人事評価制度の導入（職務に対する能力や実績を成績評価し、処遇へ反映）

(5) 福利厚生
・各種健康診断、ストレスチェックの実施
・クラブ活動
・宿泊施設、公共施設等利用助成
・公務・通勤災害（公務中や通勤途中に負傷したり疾病にかかったりした場合の補償制度）

(6) 研修体制
自主研修、職場研修、職場外研修、階層別研修、専門研修、特別研修、派遣研修

他

※詳しくは、掛川市ホームページ（くらし・行政情報－市政情報－職員採用・給与情報－掛
川市の人事行政の運営等の状況について）を御覧ください。
いずれの職種も、関連する経験年数や就業年数等が換算されます。

採用について
・採用の日は、令和４年４月１日です。
・所定の資格・学歴要件を採用の日までに取得できなかった場合は、採用は取り消されます。
・採用内定後に、公務員となるべき者としてふさわしくない行為などがあったと認められる場
合は、内定が取り消される場合があります。

掛川市では、消防団活動等の地域ボランティアに積極的に参加する人材を求め
ています。

会場案内（来庁して受験する場合）
掛川市役所 (長谷一丁目１－１)

電話 0537-21-1133（行政課）

・ＪＲ掛川駅より天竜浜名湖鉄道に乗り換え、「掛川市役所前」で下車、徒歩約２分
・ＪＲ掛川駅北口よりバス（市街地循環線）北回りで約７分、「市役所」で下車

※新型コロナウイルスその他の事情により、上記会場が変更になる場合は、改めて案内を
行います。
【御来場時のお願い】
受験者用の駐車場は確保しておりませんので、できるだけ公共交通機関を利用してお越し
ください。

その他
掛川市職員採用試験に関する問い合わせ先
〒436-8650 静岡県掛川市長谷一丁目１番地の１
掛川市役所 総務部 行政課 人事室 人材育成係
電話 0537-21-1133 FAX 0537-21-1166
ﾒｰﾙ
saiyou@city.kakegawa.shizuoka.jp

