
令和４年度実施 

裾野市職員採用試験案内（夏期） 
令和 4年 5月 16日 

裾 野 市 

 

裾野市が求める人材像 

○ 「すその」を愛し、誇りと責任を持って、市民の期待と信頼に応えるために行動し、失敗を

恐れず挑戦し、困難な状況でも粘り強くやり抜く意思を持つ人材 

○ 問題意識を持って職務に取り組み、現状に満足することなく、新しい分野へチャレンジし改

革していこうとする人材 

○ 同僚や他者と協力しながら、自ら考え自律的に業務遂行をする人材 

 

試験の主な変更点 

 より人物に重きを置いた選考方法を採用し、テストセンター会場や Web 形式を導入することで、

誰もが受験しやすい試験制度になりました。 

○ 第 1次試験の教養試験・適性試験を、適性検査「SPI3」に変更します。 

○ 第 1次試験の適性検査の会場は、裾野市内の会場か全国に開設されるテストセンターのいずれ

かから受験者に選択していただきます。 

○ 第 2次試験の面接試験を Web形式に変更します。 

○ 「一般事務」「土木技師」について、職務経験者の職種区分を新設します。 

 

試験日程 

申込み受付期間 
5月 16日（月）午前 9時から 6月 10日（金）午後 5時まで 

※ 原則、インターネット申込みです。 

第 1次試験 
6月 18日（土）～7月 1日（金） テストセンター 

6月 25日（土） 裾野市内 

第 2次試験 8月 4日（木）、5日（金）予定 Web形式 

第 3次試験 9月 22日（木）予定 裾野市役所 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 試験日・試験の方法・会場等について、感染状況により変更する場合がありますので、あらかじ

め御了承ください。  

募集職種 

一般事務（大学卒、経験者）、土木技師（大学卒、短大卒、経験者）、 

幼稚園教諭・保育士 
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1. 職種、受験資格、採用予定数及び職務内容 

職種 区分 受験資格 
採用 

予定数 
職務内容 

一般事務 大学卒 

平成 6 年 4 月 2 日以降に生まれた人

で、学校教育法による大学（これと同

等と認める学校を含む）を卒業した人

又は令和 5年 3月卒業見込みの人 4人程度 

福祉・保健医療、市

民生活、税務、文化・

教育、観光・産業振

興、都市基盤整備な

どさまざまな領域

の行政事務 

一般事務 

（経験者） 
 

昭和 57 年 4 月 2 日以降に生まれた人

で、民間企業等職務経験※が通算 6年以

上ある人 

土木技師 

大学卒 

平成 6 年 4 月 2 日以降に生まれた人

で、学校教育法による大学（これと同

等と認める学校を含む）を卒業した人

又は令和 5年 3月卒業見込みの人 

若干名 

道路・河川・上下水

道の整備及び管理、

都市計画に関する

専門技術的な業務 

短大卒 

平成 12 年 4 月 2 日以降に生まれた人

で、学校教育法による短期大学（これ

と同等と認める学校を含む）若しくは

高等専門学校を卒業した人又は令和 5

年 3月卒業見込みの人 

土木技師 

（経験者） 
 

昭和 57 年 4 月 2 日以降に生まれた人

で、土木工事の設計・積算、施工管理

の職務経験※が通算 6年以上ある人 

幼稚園教諭 

・保育士 
 

平成 4 年 4 月 2 日以降に生まれた人

で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資

格を有する人又は令和 5 年 3 月末日ま

でに取得見込みの人 

若干名 

幼稚園または保育

園等における幼児

教育・保育業務 

○ 申込みは一つの職種区分に限るものとし、受付後の職種区分の変更はできません。 

○ 短大卒業程度試験を大学卒業（見込み）の人は受験できません。 

○ 高校卒業後に次の要件のすべてを満たす専門学校を卒業または卒業見込みの人は、短大卒程度

となります。 

 学校教育法第 125 条に規定する専修学校の専門課程であること。 

 修学年数が 2年以上であること。 

 1,600時間以上の授業の履修があること。 

 

※ 職務経験の要件について 

 職務経験の期間は、雇用形態（会社員、団体職員、自営業者、パートタイマー、公務員等）

に関わらず、一つの企業等に 1 週間あたり 30 時間以上の勤務を 1 年以上継続している経

験に限り通算することができます。 

 期間を合算し、1 か月未満の期間がある場合は、30日をもって 1か月と計算します。 

 休職・休業期間（育児休業、介護休業、病気休職等）は、職務経験の期間に含めることが

できません。 

 同時期に複数の企業や団体等に就業していた場合は、いずれか一方の期間のみ計算します。 

 令和 5年 3月 31日までに経験年数が 6年に達する場合を含みます。 

 最終合格者には、6年以上の実務経験を証明する書類の提出を求めます。 
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次のいずれかに該当する人は、受験できません 

(1) 日本国籍を有しない人 

(2) 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

人 

(3) 裾野市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 2年を経過しない人 

(4) 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人 

 

 

2. 試験の内容・日時・会場等 

(1) 第 1次試験 

① 試験日及び会場 

試験科目 試験日 会場 

適性検査 
6月 18日（土）～7月 1日（金）のうち 1日 

又は 6月 25日（土） 

テストセンター 

裾野市内 

専門試験 6月 25日（土） 裾野市内 

○ 集合時間、試験会場等の詳細は、申込み完了後に受験者に通知します。 

○ 適性検査は、受験者が試験日（試験日の中から 1日）及び会場を選択して受験します。裾野市

内会場（裾野市役所又は裾野市民文化センター）は、6月 25日（土）のみ設けます。適性検査

については、「➂適性検査の内容」をご確認ください。 

○ 6月 25日（土）は、裾野市内会場にて、適性検査と専門試験を同時に受験することができます。 

 

② 試験の内容 

試験科目 職種区分 内容 試験時間 

適性検査 

一般事務 大学卒 

土木技師 大学卒 

土木技師 短大卒 

幼稚園教諭・保育士 

性格検査、基礎能力検査 （SPI3-U） 

110分程度 

一般事務（経験者） 

土木技師（経験者） 
性格検査、基礎能力検査 （SPI3-G） 

専門試験 

土木技師 大学卒 

土木技師 短大卒 

土木技師（経験者） 

数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測

量、土木計画（都市計画含む）、材料・施工 
120分 

 

③ 適性検査の内容 

○ 適性検査は、受検会場をテストセンター会場か裾野市内会場かを、申込み時に選択していただ

きます。【別表参照】 

○ 裾野市内会場は 6月 25日（土）のみ開設し、「性格検査」及び「基礎能力検査」を同時に実施

します。 

○ テストセンター受験では、「性格検査」を自宅などのパソコンやスマートフォンにて受験し、
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「基礎能力検査」をテストセンター会場のパソコンにて受験します。受験方法については、申

込み完了後に受験者に通知します。 

 

【別表】 第 1次試験 適性検査 会場一覧 

裾野市内会場 

会場名（所在地） 試験日 

裾野市役所（裾野市佐野 1059）又は 

裾野市民文化センター（裾野市石脇 586） 
6月 25日（土） 

テストセンター会場 

○ テストセンター会場の開設日は変更される場合があります。最新情報は、適性検査 SPI ウェブサイトの

「テストセンター情報（https://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/list.html）」をご確認ください。 

○ 会場ごとに開設期間、営業日が異なりますのでご注意ください。 

地区 会場名 所在地 試験期間 

北海道 

・ 

東北 

札幌 
北海道札幌市中央区北一条西 3-3札幌 MNビル 11Fパルティス

テスティングセンター 
常設 

旭川 3 条通 北海道旭川市 3 条通 8 丁目右 3 号冨貴堂 2 号館 6F 6/23 まで 

仙台 
宮城県仙台市青葉区花京院 1-3-1 東北電子専門学校

1F(株)JC-21 教育センター 
常設 

青森浜田 青森県青森市大字浜田字豊田 156-2-1F 

6/23 まで 盛岡大通 岩手県盛岡市大通 3-1-23クリエイトビル 1F 

秋田山王 秋田県秋田市山王沼田町 1-12 山王沼田ビル 2F 

山形駅東口 山形県山形市香澄町 1-15-22 ベル・デ・ラモーヌ 1F 6/22 まで 

福島駅西口 福島県福島市太田町 20-7佐周ビル 2F 6/23 まで 

関東 

御茶ノ水ソラシテ

ィ 

東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティアカデミ

ア 5F 
常設 

水戸駅前 茨城県水戸市宮町 2-3-8 水戸駅前総研ビル 4F 

6/23 まで 宇都宮駅東 栃木県宇都宮市東宿郷 4-2-7 アークビル 3F 

新前橋 群馬県前橋市江田町 111-2 

大宮駅東口 埼玉県さいたま市大宮区大門町 3-191-1 今井ビル 4F 6/30 まで 

柏駅西口 千葉県柏市末広町 6-12 末広 MS ビル 4F 6/26 まで 

横浜駅きた東口 神奈川県横浜市神奈川区栄町 1-1KDX 横浜ビル 2F 6/28 まで 

北信越 

新潟中央区 新潟県新潟市中央区堀之内南 3-1-21 北陽ビル 2F 6/23 まで 

富山新富町 富山県富山市新富町 2-4-25 カーニープレイス富山 5F 6/22 まで 

金沢駅東口 石川県金沢市堀川新町 2−1 井門金沢ビル 3F 

6/23 まで 松本 長野県松本市城西 1-7-1 

長野新田町 長野県長野市南長野新田町 1542-3BOSTON ビル 3F 

東海 

静岡駅南口 
静岡県静岡市駿河区稲川 2-2-1 セキスイハイムビルディング

2F 
6/23 まで 

名古屋駅前 愛知県名古屋市中村区椿町 1-16 井門名古屋ビル 8F 常設 

岐阜中央 岐阜県岐阜市城東通 3-5 
6/23 まで 

津駅東口 三重県津市羽所町 345 津駅前第一ビル 6F 

関西 
中津 大阪府大阪市北区中津 1-11-1 中津センタービル 7F 常設 

草津若竹町 滋賀県草津市若竹町 8-10 6/23 まで 
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地区 会場名 所在地 試験期間 

四条烏丸 京都府京都市中京区手洗水町 670 京都フクトクビル 3F 6/28 まで 

三宮スカイビル 兵庫県神戸市中央区磯上通 4-1-14 三宮スカイビル 4F 6/30 まで 

奈良 奈良県奈良市二条町 2-2-7武田ビル 2F 6/22 まで 

和歌山モンティグ

レ 

和歌山県和歌山市七番丁 26-1 モンティグレダイワロイネッ

トホテル和歌山 3F 
6/23 まで 

中国 

広島クリスタルプ

ラザ 
広島県広島市中区中町 8-18 広島クリスタルプラザ 5F 常設 

鳥取 鳥取県鳥取市湖山町東 5-206 花木ビル 3F 6/22 まで 

出雲 島根県出雲市白枝町 607-6 

6/23 まで 岡山西市 岡山県岡山市南区西市 98-4 

防府駅前 山口県防府市戎町 1-8-25防府広総第 3 ビル 2F 

四国 

徳島 徳島県徳島市寺島本町東 3-12-7 マスダビル 3F 

6/23 まで 高松 香川県高松市西内町 5-11アルカディア西内町 2F 

松山 愛媛県松山市三番町 6-8-3大原簿記公務員専門学校愛媛校 2F 

九州 

・ 

沖縄 

天神三丁目 福岡県福岡市中央区天神 3-4−9GG ソーラービル 8F 常設 

佐賀 佐賀県佐賀市駅南本町 5-5 サンシャイン M2F 

6/23 まで 

長崎松山町 長崎県長崎市平野町 3-5 建友社設計ビル 2F 

熊本 熊本県熊本市中央区紺屋今町 1-5W ビルディング辛島公園 5F 

大分中央通りビル 大分県大分市都町 1-2-1 大分中央通りビル 4F 

宮崎橘通 宮崎県宮崎市橘通東 3-1-47 宮崎プレジデントビル 2F 

鹿児島中央 鹿児島県鹿児島市中央町 22-16 アエールプラザ 2F 

那覇港町 沖縄県那覇市港町 2-16-1琉球新報開発ビル 2F 

 

(2) 第 2次試験 

① 試験日及び会場 

試験科目 試験日 会場 

面接試験 8月 4日（木）、5日（金）のうち 1日 予定 Web形式 

○ 試験の詳細は、第 1次試験合格者に通知します。 

 

② 試験の内容 

試験科目 職種区分 内容 

面接試験 全職種 個別面接 

 

(3) 第 3次試験 

① 試験日及び会場 

試験科目 試験日 会場 

面接試験 9月 22日（木）予定 裾野市役所 

○ 試験の詳細は、第 2次試験合格者に通知します。 
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② 試験の内容 

試験科目 職種区分 内容 

面接試験 全職種 個別面接 

 

 

3. 合格者の発表 

○ 第 1次試験、第 2次試験及び第 3次試験のすべてにおいて、受験者全員に郵送で合否を通

知します。 

○ 第 1次試験に限り、合格者の受験番号を裾野市公式ウェブサイトの裾野市職員採用サイト

に掲載します。 

○ 最終合格発表は、令和 4年 10月上旬に、第 3次試験受験者全員に郵送で通知します。 

○ 電話でのお問い合わせにはお答えしません。 

 

 

4. 受験手続 

○ 申込みは、電子申請（インターネットによる申込み）で行ってください。 

○ インターネットによる申込みが困難な人は、郵送での申込みを受け付けます。不明な点があり

ましたら、人事課にお問い合わせください。 

申込方法 

裾野市職員採用サイトから、「裾野市職員採用試験申込フォーム」に接続し、受験の

申込みをしてください（パソコン又はスマートフォンから申込み可能）。 

 

【裾野市職員採用サイト】 

https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/3/1/ 

syokuinsaiyou/16855.html 

 

○ 申込フォームより、必要事項を入力してください。 

○ 第 1 次試験の適性検査の受験会場について、テストセンター会場か裾野市内会

場かを選択していただきますので、事前に確認してください。 

○ 次の顔写真データを添付していただきますので、事前に準備してください。 

 縦 4×横 3の比率の画像ファイル 

 申込み前 3か月以内に撮影したもの 

 正面、上半身、脱帽、無背景で本人であることが識別できるもの 

○ 入力後、入力内容の確認画面に進み、誤りがないか確認した後、申込ボタンを

押してください（申込み後に入力内容を変更することはできません）。 

○ 申込内容が到達すると、登録したメールアドレスあてに送信完了のメールが届

きます（no-reply@logoform.jp から送信されます）。 

受付期間 

5月 16日（月）午前 9時から 6月 10日（金）午後 5時まで 

※ 通信回線上の障害等によるトラブルについては一切責任を負いかねますので、

期限に余裕をもって申し込みをしてください。 

https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/3/1/syokuinsaiyou/16855.html
https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/3/1/syokuinsaiyou/16855.html
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受付後の 

流れ 

○ 申込内容の確認後、登録したメールアドレスあてに受付完了のメールを送信し

ます（申込みから概ね 1週間以内に jinji@city.susono.shizuoka.jp から送信

されます）。この受付完了メールを受信して、申込み完了となります。 

○ 受験資格等の項目で確認が必要であると判断した場合、連絡する場合がありま

す。 

○ 第 1次試験の案内通知は、6月 15日（水）までに、登録されたメールアドレス

あてに送信します。 

 

インターネットによる申込みができない方 

 連絡が取れるメールアドレスをお持ちでない方や受験票を印刷できない方は、インターネットで

申し込むことはできませんので、申込書を郵送で請求し、郵送により申込みをしてください。 

申込書 

請求方法 

A4サイズの用紙が折らずに入る返信用封筒（郵便番号、住所、氏名を明記し、切手
※を貼ったもの）を同封の上、人事課あて封筒（サイズ不問）の表に「採用試験申込

書請求」と朱書きし、請求してください。 

※切手代：普通郵便の場合 140円、速達郵便の場合 400円 

申込方法 

「採用試験申込書」に必要事項を記入、顔写真を貼付し、長形 3号の封筒（申込者

の郵便番号、住所、氏名を明記し、84円切手を貼ったもの。受験票を人事課から発

送するために使用します）を同封し、郵送で提出してください。 

送付先 〒410-1192 裾野市佐野 1059番地 裾野市総務部人事課 

申込期限 6月 10日（金）必着 ※窓口持参の場合は 6月 10日（金）午後 5時 15分まで 

 

 

5. 採用 

(1) 最終合格者は採用候補者名簿に記載され、その中から任命権者が採用者を決定します。し

たがって、合格者は必ずしも全員採用されるとは限りません。採用の時期は、令和 5 年 4

月 1日の予定です。 

(2) 学校を卒業見込の人が、卒業できない場合は採用されません。 

(3) 資格及び免許を取得見込みの人が、取得できない場合は採用されません。 

 

 

6. 給与 

初任給（令和 4年 4月 1日現在、地域手当（8％）含む） 

職種 初任給 

一般事務 
大学新卒者の場合 203,796円 

短大新卒者の場合 182,412円 

※ 初任給は、就職歴などにより調整されます。 

※ このほかに、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当などがそれぞれの条件
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に応じて支給されます。 

 

職務経験者の給与等の例 

 大学卒業後、民間企業等に一定期間勤務した後に一般事務職として採用された場合、令和 4

年 4月 1日における初任給（地域手当を含む）は次のとおりです。 

職務経験年数 初任給 

10年 257,364円 

15年 275,400円 

※ 初任給は、学歴や採用される以前の職歴等に応じて、一定の基準により決定しますので、

上記の例と異なる場合もあります。 

 

 

7. その他 

○ 車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方

は、申込みの際に人事課までお問い合わせください。 

○ 試験の内容についてのお問い合わせにはお答えできません。 

○ この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。 

○ 受験に際して裾野市が収集した個人情報は、採用試験の円滑な遂行のために用い、それ以

外の目的には使用しません。また、裾野市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。 

○ 地震、台風などの災害及び感染症拡大状況等により、やむを得ず試験日程を変更する場合

があります。 

○ 受験者の都合による日程変更は、理由のいかんを問わずできません。 

○ 試験実施に関し、必要に応じて裾野市職員採用サイトでお知らせする場合があります。 

○ 試験実施に関し、緊急にお知らせする事項がある場合には、メールや電話等で連絡するこ

とがあります。申込み時に登録する住所、電話番号、メールアドレスは、確実に連絡の取

れる連絡先としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

裾野市総務部人事課 

〒410-1192 静岡県裾野市佐野 1059番地 裾野市役所 3階 

電話：055-995-1806 FAX：055-993-3607 

Mail：jinji@city.susono.shizuoka.jp               裾野市 採用  🔍 

URL https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/3/1/syokuinsaiyou/16855.html 

 

【裾野市職員採用サイト】 

mailto:jinji@city.susono.shizuoka.jp
https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/3/1/syokuinsaiyou/16855.html

