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令和５（２０２３）年４月採用 令和４（２０２２）年度第１回柏崎市職員採用試験案内 

令和４（２０２２）年４月 

 

１ 採用職種、採用予定人員、職務内容 

採用職種 区分 採用予定人員 職務内容 

一般行政事務 

大学卒業程度 ５名程度 
市、上下水道局の各課又は出先機関等で、一般

行政事務職員として業務に従事します。 
障がい者 若干名 

一般行政技師 

【土木】 

大学卒業程度 

社会人経験者 
若干名 

市、上下水道局の各課又は出先機関等で、土木

技師として業務に従事します。 

一般行政技師 

【建築】 

大学卒業程度 

社会人経験者 
若干名 

市、上下水道局の各課又は出先機関等で、建築

技師として業務に従事します。 

保健師  若干名 
市の各課又は出先機関等で、保健師として業務

に従事します。 

保育士  若干名 
保育園や児童施設において、児童の保育等に従

事します。 

消防士 大学卒業程度 若干名 
災害現場における消火・救急・救助活動や、火

災予防等の業務に従事します。 

※採用予定人員は、退職者の人数により変更する場合があります。 

 

２ 受験資格 

採用職種 区分 受験資格 

一般行政事務 

大学卒業程度 
日本国籍を有し、平成１０（１９９８）年４月２日から平成１

３（２００１）年４月１日までに生まれた方 

障がい者 

日本国籍を有し、昭和５８（１９８３）年４月２日から平成１

７（２００５）年４月１日までに生まれた方で、障がい者手帳

の交付を受けている方又は令和５（２０２３）年３月３１日ま

でに手帳の交付を受ける見込みの方 

一般行政技師 

【土木】 

大学卒業程度 

社会人経験者 

日本国籍を有し、昭和５８（１９８３）年４月２日から平成１

５（２００３）年４月１日までに生まれた方で、以下のいずれ

かに該当する方 

⑴大学などで土木に関する専門課程を履修した方 

⑵民間企業等において土木に関する職務経験が３年以上の方 

一般行政技師 

【建築】 

大学卒業程度 

社会人経験者 

日本国籍を有し、昭和５８（１９８３）年４月２日から平成１

５（２００３）年４月１日までに生まれた方で、以下のいずれ

かに該当する方 

⑴大学などで建築に関する専門課程を履修した方 

⑵民間企業等において建築に関する職務経験が３年以上の方 

保健師  
昭和５８（１９８３）年４月２日以降生まれで、保健師資格を有す

る方、又は令和５（２０２３）年３月３１日までに取得見込みの方 

保育士  
昭和５８（１９８３）年４月２日以降生まれで、保育士資格を有す

る方、又は令和５（２０２３）年３月３１日までに取得見込みの方 
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消防士 大学卒業程度 

・日本国籍を有し、平成１０（１９９８）年４月２日から平成１

４（２００２）年４月１日までに生まれた方 

・身長 男子１６０cm、女子１５５cm以上であること。 

・視力（矯正視力を含む。）が両眼で０.７以上かつ一眼でそれぞれ

０.３以上 

・色覚 赤色、青色及び黄色の色彩が識別できること。 

・聴覚 左右正常であること。 

・身体強健で四肢に欠陥のないこと。 

・採用後、柏崎市・刈羽村・出雲崎町のいずれかに住所を有す

ること（ただし、上記住所を有しなくとも、消防長の承認を得

て、消防本部までの通勤時間が自家用車で５０分程度の住所を

有する場合を含む。）。 

 （注１）受験資格に該当していれば、最終学歴及び職歴の有無に関わらず受験できます。 

 （注２）地方公務員法第１６条の規定により、次に該当する方は受験できません。 

 

 

 

 

 

 

３ 試験日時・内容・会場 

 ⑴ 一般行政事務（大学卒業程度）、一般行政事務（障がい者） 

 第１次試験 第２次試験 第３次試験 

日時 ６月５日（日） ７月上旬 ７月下旬 

内容 

【教養試験】（択一式・４０題） 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問

題（２０題）、文章理解、判断・数的推理、資料解釈

に関する能力を問う問題（２０題） 

【作文試験】 

当日与えられた課題について、８００字以内で作成 

【性格検査】 

行動的側面、意欲的側面、情緒的側面、社会関係的

側面に関する測定 

個別面接試験 個別面接試験 

会場 
産業文化会館 

（駅前２丁目２番４５号） 
合格者に対し別途通知します 

  ※一般行政事務（障がい者）の区分で点字試験を希望する場合は、令和４（２０２２）年１０月

２３日（日）に採用試験を実施します。希望する場合は、５月２０日（金）の申込締切日まで

に別途御連絡ください。 

⑴ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの方 

⑵ 柏崎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年を経過しない方 

⑶ 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 
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⑵ 一般行政技師【土木】、一般行政技師【建築】 

 第１次試験 第２次試験 第３次試験 

日時 ５月２７日（金）から６月２日（木）まで ７月上旬 ７月下旬 

内容 

総合能力試験（ＳＰＩ３） 

①基礎能力（択一式） 

・言語理解力、数量処理能力、論理的思考力を問う問

題 

②性格検査（択一式） 

・行動的側面、意欲的側面、情緒的側面、社会関係

的側面に関する測定 

個別面接試験 個別面接試験 

会場 （ＷＥＢテスト） 合格者に対し別途通知します 

 

 ⑶ 保健師 

 第１次試験 第２次試験 第３次試験 

日時 ６月５日（日） ７月上旬 ７月下旬 

内容 

【教養試験】（択一式・４０題） 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問

題（２０題）、文章理解、判断・数的推理、資料解釈

に関する能力を問う問題（２０題） 

【専門試験】 

（択一式・３０題） 

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉

行政論 

【性格検査】 

行動的側面、意欲的側面、情緒的側面、社会関係的

側面に関する測定 

個別面接試験 個別面接試験 

会場 
産業文化会館 

（駅前２丁目２番４５号） 
合格者に対し別途通知します 

 

⑷ 保育士 

 第１次試験 第２次試験 第３次試験 

日時 ６月５日（日） ７月上旬 ７月下旬 

内容 

【教養試験】（択一式・６０題） 

社会についての関心や基礎的・常識的な知識、職務

遂行に必要な基礎的な言語能力・論理的思考力を検

証する問題 

【専門試験】（択一式・３０題） 

社会福祉、子ども家庭福祉（社会的養護を含む。）、

保育の心理学、保育原理・保育内容、子どもの保健 

※障害児保育については、いずれかの分野で出題す

ることがあります。 

【性格検査】 

行動的側面、意欲的側面、情緒的側面、社会関係的

側面に関する測定 

個別面接試験 個別面接試験 

会場 
産業文化会館 

（駅前２丁目２番４５号） 
合格者に対し別途通知します 
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⑸ 消防士 

 第１次試験 第２次試験 第３次試験 

日時 ６月５日（日） ７月上旬 ７月下旬 

内容 

【教養試験】（択一式・４０題） 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問

題（２０題）、文章理解、判断・数的推理、資料解釈

に関する能力を問う問題（２０題） 

【作文試験】 

当日与えられた課題について、８００字以内で作成 

【性格検査】 

行動的側面、意欲的側面、情緒的側面、社会関係的

側面に関する測定 

【体力テスト】 

①握力②長座体前屈③立ち幅とび④上体起こし 

⑤反復横跳び⑥懸垂（女子は、ぶら下がり） 

⑦持久走（男子５分、女子３分） 

個別面接試験 個別面接試験 

会場 
中央地区コミュニティセンター、スポーツハウス 

（東港町５番５５号） 
合格者に対し別途通知します 

（注１）試験内容、試験会場、試験時間は、都合により変更となる場合があります。 

（注２）第２次試験以降の日時は、各試験の合格通知に併せてお知らせします。 

（注３）一般行政技師【土木】及び一般行政技師【建築】の第１次試験で実施する総合能力試験

（ＳＰＩ３）では、インターネットが利用できるパソコンが必要です（スマートフォン

やタブレット端末での受験はできません）。受験には、次表の環境が必要となります。 

なお、実施手順は、申込締切後に送付する受験依頼メールによりお知らせします。 

 

４ 申込方法 

 

 

 

 

 

 

 

システム 必要な環境 

OS 日本語版Windows 8.1／日本語版Windows 10／日本語版MacOS 10.9以降 

ブラウザ Internet Explorer 11.0／Microsoft Edge／Safari 7.0以上／Google Chrome 

機能スペック 

CPU：1GHz以上 

メモリ：1GB以上（32bitOS）／2GB以上（64bitOS） 

解像度：1,024×768以上 

回線 パソコン 1台あたり 5Mbps相当以上 

拡大設定 ブラウザの拡大設定が 100％となっていること 

≪一般行政技師【土木】（又は一般行政技師【建築】）を申込される方の注意事項≫ 

・受験資格⑴に該当する方は、大学などの成績証明書を郵送により提出してください。 

・受験資格⑵に該当する方は、「職務経歴書」を作成の上、電子申請の添付ファイルに登録してください。 

・受験資格⑴⑵両方に該当する方は、成績証明書及び職務経歴書の両方を提出してください。 

≪消防士を申込される方の注意事項≫ 

・「健康診断書」を医師からの証明を受けた上で、電子申請の添付ファイルにＰＤＦ形式で登録す

る、又は郵送により提出してください。 

郵送提出先：〒９４５－８５１１ 柏崎市日石町２番１号 柏崎市総合企画部人事課職員係 
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⑴ 申込受付期間 

令和４（２０２２）年４月６日（水）８時３０分から５月２０日（金）１７時まで 

※受付期間内に正常に到達したもののみを有効とします。予期せぬ機器停止や通信障害等のト

ラブルについては責任を負いませんので、余裕をもって申込を行ってください。 

⑵ 申請方法 

①柏崎市電子申請サービスにアクセスしてください。 

アクセスは、「ホームページからのリンク」又は「ＱＲコード読取」のいずれかによりお願いし

ます。 

【ホームページからのリンク】 

柏崎市ホームページ＞市政情報＞人事・職員募集＞正規職員の採用募集・インターンシップ

＞令和４（２０２２）年度の採用情報＞令和４（２０２２）年度第１回柏崎市職員採用試験

案内ページ内 

【ＱＲコード】 

 

 

 

 

 

②必要事項を入力後、顔写真を添付し、申請してください。 

※セキュリティの関係上、３０分でタイムアウトとなります。入力内容は保持されないため、

事前に準備をしてから入力を始めることをおすすめします。 

③申込内容が送信されると、受付完了通知メールが届きますので、内容を確認してください。 

※jinji@city.kashiwazaki.lg.jp からのメールを受信できるように設定してください。 

⑶ 「受験票」及び「健康状態申告書」又は「受験依頼メール」の送信について 

申込締切以降、一般行政技師【土木】、一般行政技師【建築】の職種で申込みをした方には、入力

したメールアドレス宛に「受験依頼メール」（ＷＥＢテストで必要なＵＲＬ等を記載したもの）を送

信します。また、一般行政事務、保健師、保育士、消防士の職種で申込みをした方には、入力した

メールアドレス宛に「受験票」及び「健康状態申告書」を送信いたします。印刷の上、会場へ持参

してください。 

いずれも、令和４（２０２２）年５月２６日（木）１２時までにメールが届かない場合は、お問

い合わせください。 

 

５ 試験結果の個人情報開示について 

  以下の対象者は、不合格通知に併せて試験結果を記載します。 

対象者 開示する内容 

第１次試験不合格者 総合得点及び総合順位 

第２次試験不合格者 第１次試験の総合得点及び総合順位並びに第２次試験の総合順位 

第３次試験不合格者 第１次試験の総合得点及び総合順位並びに第２次・第３次試験の総合順位 
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６ 最終合格者の内定及び通知 

  第３次試験までの結果に基づいて最終合格者を決定し、８月中旬までに合否を通知する予定です。

最終合格者は、原則として令和５（２０２３）年４月１日採用の予定です。 

  なお、消防士の方は、採用後、５年以内に準中型運転免許以上を自費で取得していただきます。 

 

７ 給与・勤務時間等 

⑴ 初 任 給 

令和４（２０２２）年４月１日現在の初任給は、下表のとおりです。採用前の職歴がある場合

などには、一定の基準に基づいてこの額に加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

⑵ 手  当 

期末手当、勤勉手当及び状況により扶養手当、通勤手当、住居手当等が支給されます。 

※⑴及び⑵について、採用までに関係条例等の改正が行われたときは、その定めによります。 

⑶ 勤務時間 

原則として、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 

   （消防士の交代制勤務者は、午前８時３０分から翌日午前８時３０分の１５時間３０分が１勤務） 

⑷ 休  日 

原則として、土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日から翌年１月３日まで 

   ただし、消防士の交代制勤務者は、休日勤務があります。 

※勤務時間・休日については、勤務場所等により、これと異なる場合があります。 

⑸ 休  暇 

年次有給休暇、療養休暇、特別休暇等があります。 

年次有給休暇は、通常、採用された年は１５日、翌年から２０日が付与されます。 

 

８ 新型コロナウイルス感染症対策 

・試験当日は、感染予防のためマスクの着用をお願いします。 

・当日受付の際に検温を実施します。 

・発熱や咳等の体調不良がある方は、症状の程度により受験ができない場合がありますので、あ

らかじめ御承知おきください。 

・試験会場には手指消毒液を設置しますので、適宜使用してください。 

 

職種 最終学歴 給料月額 

一般行政事務 

一般行政技師【土木】 

一般行政技師【建築】 

保健師 

保育士 

大学卒 １８２，２００円 

短大卒 １６３，１００円 

高校卒 １５０，６００円 

消防士 

大学卒 １９９，０００円 

短大卒 １８３，７００円 

高校卒 １６９，９００円 
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９ 第１次試験会場図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員採用試験についてのお問合せ先 

柏崎市総合企画部人事課職員係 

〒945-8511  柏崎市日石町２番１号 

TEL ：0257-23-5111（代表・内線 3802） 

    0257-43-9143（人事課直通） 

E-mail：jinji@city.kashiwazaki.lg.jp 

柏崎駅 
  

  

 
  

  

柏崎高校 
  ● 

  

アクアパーク 
  

    
● 

  
  

● 
  陸上競技場 

  
ソフィア 
センター 

  
   

●   

  

  ●   フォンジェ 
  

● 
  第一中学校 

  

市役所 

  

● 

  

● 柏崎郵便局 
  

  

  
  
  

● 柏崎小学校 
  

● 
市民プラザ 

  
   
       

  

● 
  

元気館 

 

  柏崎工業高校 

産業文化会館 ● 

柏崎工業高校 ● 

中央地区 
コミュニティセンター 
スポーツハウス ● 

第１次試験会場 

（消防士） 

第１次試験会場 

（消防士以外） 


