
 

       
 

１ 試験日程等   

 

＊いずれか１つの試験日程にのみ申し込み可能です。（複数回の申し込みはできません。） 

＊令和４年５月 11日（水）に公告する令和５年４月１日採用の試験との併願はできません。 

＊採用予定人員に達した時点で、試験は打ち切ります。 

次の日程の試験実施の有無については、合格発表の際にＨＰで発表します。 

＊採用日については、希望する日を申込書へ記載してください。 

 

２ 採用予定人員・職務内容    ※Ａ～Ｅの全日程であわせて５名程度。採用予定人数に達した時点で試験は打ち切り。 

日程 試験日等 受付期間 採用希望日 

Ａ 
【試 験 日】４月 24日（日） 

【合格発表日】４月 28日（木） 

４月１日（金）午後３時 

～４月 12日（火）午後５時 
①６月１日（水） 

②７月１日（金） 

③８月１日（月） 

④９月１日（木） 

⑤10月１日（土） 

 

※各試験日程について、 

下記採用希望日より 

申込時に選択 

Ａ日程：①②③④⑤ 

Ｂ日程：②③④⑤ 

Ｃ日程：③④⑤ 

Ｄ日程：④⑤ 

Ｅ日程：⑤ 

Ｂ 
【試 験 日】５月 22日（日） 

【合格発表日】５月 27日（金） 

４月 28日（木）午後３時 

～５月 10日（火）午後５時 

Ｃ 
【試 験 日】６月 19日（日） 

【合格発表日】６月 24日（金） 

５月 27日（金）午後３時 

～６月７日（火）午後５時 

Ｄ 
【試 験 日】７月 24日（日） 

【合格発表日】７月 29日（金） 

６月 24日（金）午後３時 

～７月 12日（火）午後５時 

Ｅ 
【試 験 日】８月 28日（日） 

【合格発表日】９月２日（金） 

７月 29日（金）午後３時 

～８月 16日（火）午後５時 

職 種 採用予定人員 主な職務内容  

土 木 職 
５名程度（※）  道路、下水道等の設計及び施工監理等の専門的業務  

土木 職 （経 験 者 ） 

令和４年度途中（６月~10 月各１日）採用  

土木職（経験者含む） 

加古川市職員募集要項 

 

 

 



 

３ 試験区分・受験資格  

 

  

※ 別表：職務経験年数 

 

 

 

 

（１） 地方公務員法第１６条(欠格条項)のいずれかに該当する人は、いずれの試験区分も受験できません。 

（２） いずれの試験区分においても、合格発表後に各区分における受験資格に該当しない事実が発覚した場合は、合格を取り消します。 

（３） 各学校は学校教育法に基づくものとし、卒業の区分は最終学歴によります。 

（４） 「大学」には、学校教育法により「大学卒」と同等と認められるものを含みます。「短期大学」には、学校教育法により「短期大学卒」と同等と認め 

られるものを含みます。また、「専門学校」は「修業年限２年以上の専修学校の専門課程」を指します。 

（５） 「民間企業等（官公庁含む）における正社員としての職務経験」とは、会社員、公務員、団体職員、自営業者等として１年以上継続して勤務した 

期間が該当します。アルバイト、パートタイマー、臨時職員等の正社員以外として勤務した期間及び休業していた期間は、職務経験に含めるこ 

とはできません。なお、継続する１年以上の職務経験が複数ある場合には、通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事 

した場合は、いずれか一方のみの職歴に限ります。 

（６） 合格基準に満たない場合は不合格とするため、合格者数が採用予定人員を下回る場合があります。 
 

 

 

４ 採用試験  

 

（１）試 験 日  「１ 試験日程等」のとおり 

（２）試験会場  加古川市役所  

※ 受付時間、会場の詳細については、受験票送付時にお知らせします。 
（３）試験内容  

試験区分 科目 

土木職 
エントリーシート、適性検査（能力検査（※）・性格検査）、個人面接 

※能力検査…言語的理解、数量的処理、論理的思考等 

土木職  
（経験者）  

エントリーシート、適性検査（性格検査）、個人面接 

    エントリーシートの記入内容は試験当日に発表します。試験中に資料等の閲覧はできません。 

（４）その他 

試験結果については、受験者全員に郵送します。また、各合格発表日の午後３時に合格者の受験番号を

市役所玄関前掲示場に掲示するとともに、市ホームページに掲載します。 

新型コロナウイルス感染症や悪天候等により試験日時及び会場が追加・変更等となる場合は、市ホーム
ページでお知らせします。    
試験区分 年齢要件 受験資格  

土木職  

平成４年４月２

日以降に生ま

れた人 

大学、短期大学、高等専門学校又は専門学校でそれぞれの職に関する専門課程を修了して卒

業した人 

※ただし、採用希望日までに卒業見込の場合は、卒業見込の人も含む 

土木職  

（経験者）  

昭和５７年４月

２日から平成４

年４月１日まで

に生まれた人 

土木施工管理技士（１級又は２級）、技術士・技術士補（建設部門、上下水道部門又は総合技

術監理部門）又はシビルコンサルティングマネージャ（ＲＣＣＭ）の資格を有し、基準日（受験す

る試験日が属する月の初日）現在で民間企業等（官公庁含む）における正社員としての土
木に関する職務経験年数が別表（※）の①～③のいずれかに該当する人 

① 大学を卒業した人 ４年以上 

② 短期大学、高等専門学校又は専門学校を卒業した人 ６年以上 

③ 高等学校を卒業した人 ８年以上 



 

５ 受験申込   
受
付
期
間 

「１ 試験日程等」のとおり 

 

【郵送の場合】 申込期間前日（A日程の場合は４月 11日（月）まで）の消印有効 

【持参の場合】 土・日・祝日を除く、午前９時～正午、午後１時～午後５時 

＊受付期間外は、いかなる理由があっても受付できません。 

申
込
先 

【持参】 

加古川市役所 本館５階 人事課 

【郵送】 

〒675-8501 加古川市加古川町北在家２０００番地 加古川市 総務部 人事課 人事係 

＊封筒の表に「土木職職員採用試験申込書」と朱書きしてください。 

提
出
書
類 

（１）加古川市職員採用試験申込書 

（２）受験票郵送用封筒 

＊長形３号＜１２cm×２３.５cm＞封筒に９４円切手を貼り、申込者の「氏名・送付先」を明記し、氏名

の後には「様」を記入してください。 

（３）結果通知用封筒 

＊長形３号＜１２cm×２３.５cm＞封筒に９４円切手を貼り、申込者の「氏名・送付先」を明記し、氏名

の後には「様」を記入してください。 

（４）卒業証明書（卒業見込みの人は卒業見込証明書） 

（５）学業成績証明書 

（６）受験に必要な資格免許の写し 

（７）勤務証明書（市指定様式） 

  それぞれの試験日程で、下記の採用日を希望する場合は申込時に提出してください。 

Ａ日程：①６月１日、Ｂ日程：②７月１日、Ｃ日程：③８月１日、 

Ｄ日程：④９月１日、Ｅ日程：⑤10月１日 

 

＊上記日程の翌月以降の採用日を希望する場合は、申込時の提出は不要です。 

合格者に対し別途提出日を指定します。 

＊様式については、加古川市ホームページでダウンロードしてください。 

 

※（４）～（７）の必要書類について、申込時に提出できない場合は、申込書に提出予定日を記載

のうえ、試験日当日までに提出してください。試験日当日までに提出がない場合は、不合格となり

ます。 

受
験
票 

受験票郵送用封筒で郵送します。 

受験票が試験日の４日前までに届かない場合は、人事課（０７９－４２７－９１３９）まで照会してください。 

※受験票には、証明写真（縦４cm×横３cm）の貼り付けが必要です。 

 

＊提出された申込書及び提出書類一式は、原則として返却しません。ただし、採用に至らなかった場合は希望があれば

申込書を返却します。返却を希望する場合は、申込書自署欄下にある□にチェックを入れてください。 

＊卒業見込みの人又は学士の学位を授与される見込みの人については、卒業又は学士の学位授与が採用の条件となり

ます。 

 

 

 

 

 



 

６ 試験結果の開示について 

 

この試験の結果については、所定の書面により開示を求めることができます。 

開示を請求する場合は、受験者本人であることを明らかにできる書類（受験票、運転免許証等）を持参のうえ、

受験者本人が直接請求してください。電話、郵送等による請求はできません。 

 

 

 

 

 
 

 

７ 給与  

 

（１）初任給（地域手当を含む） ※採用前の経歴に応じて決定（下記は新卒の場合の初任給） 

修士課程修了 大 学 卒 短大卒等 高等学校卒 

207,236 円  194,361 円  173,967 円  159,547 円  

    

（２）諸手当 

「加古川市職員の給与に関する条例」の定めるところにより、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当

及び勤勉手当等を支給します。 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

＊（１）、（２）については令和４年４月１日時点（予定）のものであり、今後、給与改定等により変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

請求できる人 開示内容 開示期間 請求先及び開示場所 

不合格者 総合得点及び総合順位 
各合格発表の日

から１ヶ月間 

加古川市役所 

総務部人事課人事係 

 
加古川市総務部人事課人事係（本館５階） 

〒675-8501  加古川市加古川町北在家２０００番地 

ＴＥＬ（０７９）４２７－９１３９（直通） 

ホームページ：http://www.city.kakogawa.lg.jp 

市
役
所
外
観 ♪自己啓発（資格取得）を応援します♪  

入庁後に、市民サービスの向上につなげるための資格取得でスキルアップを目指す職員に対し、 
資格取得するためにかかった費用の一部を助成します。 
対象となる土木職関係資格 ： 例） 技術士、一級土木施工管理技士 
その外にも、弁護士、公認会計士、建築士、建築設備士、等 対象となる資格があります。  

（例１）本人２５歳、大学卒で土木関係の民間企業等における正社員として３年間勤務。扶養なし 

賃貸住宅（家賃 61,000円）に居住し、自家用車で通勤（片道 8㎞） 

基本給           202,500円   

住居手当           28,000円   通勤手当   4,200円     支給合計：240,775円（地域手当含む） 

 

（例２）本人３１歳（経験者枠採用）、大学卒で土木関係の民間企業等における正社員として９年間勤務。配偶者と

子ども２人を扶養。 

賃貸住宅（家賃 61,000円）に居住し、自家用車で通勤（片道 8㎞） 

基本給           255,900円  扶養手当  26,500円 

住居手当           28,000円   通勤手当   4,200円     支給合計：323,072円（地域手当含む） 


