
和泉市職員採用試験案内 
令和 ４ 年 ８ 月 

  

 

 

 

 

１ 採用予定職種・採用予定人数・受験資格 

職種区分 
採用 

予定人数 
受験区分 受 験 資 格 

事務職Ａ 

(22歳－25歳) 
１７人 － 

平成９年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれ、大学卒業程度の

学力を有する人 

※点字による受験ができます。（希望者は申込時に申し出てください） 

事務職Ｂ 

(18歳－21歳) 
２人 － 

平成１３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれ、高校卒業程度

の学力を有する人 

※点字による受験ができます。（希望者は申込時に申し出てください） 

事務職Ｃ 

（障がい者） 
１人 － 

平成４年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれ、身体障害者手

帳、療育手帳、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人 

※点字による受験ができます。（希望者は申込時に申し出てください） 

事務職Ｄ 

（環境） 
１人 － 

平成４年４月２日以降に生まれ、学校教育法による大学・短期大学・高等

専門学校のいずれかにおいて化学を専攻し、卒業した人または今年度中に

卒業見込の人 

土木技術職 ２人 

学歴区分 

平成４年４月２日以降に生まれ、学校教育法による大学・短期大学・高等

専門学校のいずれかにおいて土木を専攻し、卒業した人または今年度中に

卒業見込の人 

資格区分 
昭和６２年４月２日以降に生まれ、１級土木施工管理技士の資格を有する

人 

建築技術職 １人 

学歴区分 

平成４年４月２日以降に生まれ、学校教育法による大学・短期大学・高等

専門学校のいずれかにおいて建築を専攻し、卒業した人または今年度中に

卒業見込の人 

資格区分 
昭和６２年４月２日以降に生まれ、建築士（１級または２級）の資格を有

する人 

社会福祉士 ３人 － 

昭和６２年４月２日以降に生まれ、社会福祉士の資格を有する人または今

年度中に取得見込の人 

※点字による受験ができます。（希望者は申込時に申し出てください） 

心理職 １人 － 

昭和６２年４月２日以降に生まれ、臨床発達心理士、臨床心理士、公認心

理師のうちのいずれかの資格を有する人または今年度中に取得見込の人 

※点字による受験ができます。（希望者は申込時に申し出てください） 

消防職Ａ 

(22歳－25歳) 
１人 － 

平成９年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれ、大学卒業程度の

学力を有し、消防職員として職務遂行に必要な体力及び健康を有する人 

消防職Ｂ 

(18歳－21歳) 
１人 － 

平成１３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれ、高校卒業程度

の学力を有し、消防職員として職務遂行に必要な体力及び健康を有する人 

 

すべての職種で公務員試験型一般教養試験を廃止し、能力適性検査を

実施します。公務員試験の準備をしていない方でも受験しやすい内容

です。多様な人材のチャレンジをお待ちしています。 



２ 受験にあたっての留意事項 

（１）全職種とも、変則勤務が可能な人に限ります。 

（２）受験者の成績が一定の水準に達しないときは、採用予定人数に満たない人数を合格者とします。 

（３）複数の職種に重複して申込むことはできません。 

（４）国籍は問いません。ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

 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人 

 イ 和泉市において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

 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人 

 

３ 試験方法 

○第一次試験    ・試 験 日  令和４年９月１８日（日）  

  ・受付時間  ９時１５分から１０時００分 ※受付時間内に受付を完了させてください 

            ・場    所  桃山学院大学 和泉キャンパス（和泉市まなび野１-１） 

                   ※消防職は午後から和泉市立緑ケ丘小学校（和泉市緑ケ丘３-４-１）へ移動 

試験区分 試験内容 試験時間 

事務職Ａ～Ｃ／社会福祉士・心理職 能力適性検査 10時30分～11時 30分 

事務職Ａ～Ｃ／社会福祉士・心理職のうち 

点字による受験者 
能力適性検査 10時30分～12時 00分 

事務職Ｄ 
①能力適性検査 

②専門試験 

① 10時30分～11時30分 

② 12時30分～14時30分 

土木技術職・建築技術職 

※②は「学歴区分」の受験者のみ 

①能力適性検査 

②専門試験 

① 10時30分～11時30分 

② 12時30分～14時30分 

消防職Ａ・Ｂ 
①能力適性検査 

②体力測定 

① 10時30分～11時30分 

② 13時00分～15時00分 

※能力適性検査では、 

「文章読解能力」「数的能力」「推理判断能力」「人文・社会、自然に関する一般知識」「基礎英語」を測定します。 

※専門試験で一定の得点基準を満たさない場合は、不合格となります。 

※消防職の採点配分は、能力適性検査６０％、体力測定４０％です。 

体力測定は、筆記試験終了後、和泉市立緑ケ丘小学校体育館へ移動し、次の６種目を行います。 

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、２０ｍシャトルラン、立ち幅とび 

・第一次試験の結果は、合否を問わず専用システムを通じて通知するほか、市ホームページに掲載します。なお、

電話等による問合せにはお答えできません。 

 

○第二次試験  ・試験日  令和４年１０月１６日（日） 

※試験内容などの詳細は、第一次試験合格者に対し、別途通知します。 

  

（参考）過年度の第二次試験以降の内容（今回の採用試験の内容は未定です） 

職種 
第二次試験 

（10月中旬） 

第三次試験 

（11月上旬） 

事務職Ａ・Ｂ・Ｄ 

土木技術職 

建築技術職 

社会福祉士 

心理職 

個人面接 

論文 

個人面接 

集団討論 

事務職Ｃ 個人面接 個人面接 

消防職Ａ・Ｂ 個人面接 個人面接 

 

４  採用 

    最終合格者は、令和５年４月１日以降に採用されます。 



５  受験申込み 

    原則、専用システムによる申込みとします。（郵送・持参でも申込可能です） 

    郵送・持参の場合の受験申込書は、和泉市職員採用試験案内に同封のほか、本市ホームページからもダウンロード可能です。 

   申込方法及び受付期間 

    郵送・持参の場合は、消防職とそれ以外の職種で申込先が異なりますのでご注意ください。 

区分等 消防職を除く職種 消防職 

専用 

システム 

期間 令和４年８月１９日（金）午前９時～令和４年９月５日（月）午後５時 

事前 

準備 

・パソコン又はスマートフォン 

※スマートフォン以外の携帯電話には対応していません。 

・「city.osaka-izumi.lg.jp」「cbt-s.com」「.bsmrt.biz」のドメインから送付されるメールが受

信できるように設定 

 ※スマートフォンの設定方法については、各自で確認してください。 

 ※メールの設定不備や通信障害等については、本市では一切の責任を負いませんのでご注意く

ださい。 

・ＰＤＦファイルを読むためのソフト 

 ※Adobe Acrobat Reader（Ver.5.0以上） 

・顔写真のデータ 

 ※申込前半年以内に撮影したもので、上半身、脱帽、正面向きで本人と確認できるものが必要です。 

 ※登録可能なデータ形式は「.jpg」「.jpeg」、データサイズは最大２MBまでです。 

申込 

手順 

①以下のホームページから申込専用サイトへ接続しメールアドレス等を事前登録 

  和泉市のホームページ→トップページ右上「メニュー」の「市政情報」 

   →「職員採用情報」→「職員採用試験」→「和泉市職員採用試験申込」 

②事前登録完了のメールを受信後メールに記載されたＵＲＬにアクセスしマイページ内で受験者

情報等を本登録 

③本登録完了メールを受信し受験申込完了 

 ※本登録後に 24 時間を経過しても完了メールが届かない場合は、９の問合せ先にお問い合わせください。 

 ※記 入 不 備 等 が あ れ ば 本 登録 完 了 後 の ３ 開 庁 日 以 内に メ ー ル に て 連 絡 し ま す 。  

郵送 

持参 

期間 
【郵送】令和４年８月１９日（金）～令和４年９月５日（月）午後５時（必着） 

【持参】令和４年８月１９日（金）～令和４年９月５日（月）の間で平日の午前９時～午後５時  

提出物 和泉市職員採用試験申込書（様式１） 

申込先 

和泉市役所市長公室人事課（本館３階） 

〒５９４－８５０１   

和泉市府中町二丁目７番５号 

℡０７２５－９９－８１１３（人事課直通） 

和泉市消防本部総務課 

〒５９４－００５４  

和泉市一条院町１４０－２ 

℡０７２５－４１－６１５３（消防本部総務課直通） 

※申込期間はいずれも本市システム等の時刻を基準とし、申込先に到着した時刻により受付可能かどうかの判定を行います。 

※申込締め切り直前は、サーバーが混み合うことなどにより申込みに時間がかかる恐れがありますので、余裕をもって早めに申込手続

きを行ってください。 

※受付期間中は、24 時間いつでも申し込みができますが、システムの保守・点検等を行う必要がある場合や、重大な障害その他やむを

得ない理由が生じた場合は、事前の通知を行うことなく、本システムの運用の停止、休止、中断、または制限を行うことがあります

ので、あらかじめご了承ください。このために生じた申し込みの遅延等には一切の責任を負いません。 

※書類に不備がある場合は、受付を行わず、修正を依頼します。このために生じた申し込みの遅延等には一切の責任を負いません。 

 

６ 受験票 

  ①専用システム・郵送・持参いずれの方法で申込を行っても、受験申込受付締切後から令和４年９月１３日（火）

までに、登録されたメールアドレス宛てに「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。 

②電子メールが届いたら「マイページ」からログインし、Ａ４サイズのコピー用紙に印刷（白黒印刷可）し、 

第一次試験当日に持参してください。※郵送・持参で申込を行った場合は、写真を添付した受験票を２枚持参してください。 



７ 給与・勤務時間等 

    和泉市職員の給与に関する条例、和泉市職員の勤務時間等に関する条例等に基づきます。（令和４年８月時点のも

のであり、条例等の改正により変更される場合があります。） 

○初任給 高校卒 １６９，７０６円 ／ 大学卒 ２００，０２２円 

※地域手当を含んだ初任給月額です。 採用前の職歴又は学歴がある場合は、初任給が加算されます。 

  ○諸手当 通勤手当、扶養手当、住居手当、期末勤勉手当などを規定により支給 

  ○休暇 年次有給休暇（年２０日）、特別休暇などを付与 

  ○福利厚生 厚生年金、健康保険、公務災害補償など 

   

８ その他 

（１）拡大した問題用紙及び解答用紙が必要な場合、拡大鏡を使用される場合、手話通訳を希望する場合、その他

受験に際して障がい等のため何らかの措置を希望される場合は受験申込時に申し出てください。 

（２）試験当日、受験票（顔写真を貼付したもの）を忘れずに持参してください。 

（３）受験資格の資格（免許）取得見込者・大学等の卒業（修了）見込者については、取得等の期日までに受験資

格を満たすことができなかった場合には採用を取り消します。また、申込書の記載事項が正しくないこと、

受験資格を満たさないことが判明した場合、合格の取り消しや失格とすることがあります。 

（４）試験の公平性確保のため、受験申込受付開始日から採用予定者決定までの間、採用試験に関する情報収集等

を目的とした市役所等への訪問はご遠慮願います。 

  （５）受験に関して提出された書類は一切お返しいたしません。 

（６）事務職Ｄ（環境）、土木技術職（学歴区分）、建築技術職（学歴区分）、消防職の受験者は、当日昼食を用意し

てください。 

（７）消防職の受験者は、体力測定を実施しますので、体育館シューズ、体操服等を持参してください。 

（８）試験会場の駐車場は使用できません。公共交通機関をご利用ください。 

（９）第一次試験の試験会場のキャンパス内は全面禁煙です。 

（10）試験時間中は携帯電話等の電子端末の使用（時計としての使用を含む。）を禁止します。 

（11）第一次試験の際の服装は軽装で構いません。 

（12）桃山学院大学には、一切、問合せをしないでください。 

 

９ 問合せ先 

消防職を除く職種 消防職 

和泉市役所市長公室人事課（本館３階） 

〒５９４－８５０１   

和泉市府中町二丁目７番５号 

℡０７２５－９９－８１１３（人事課直通） 

Mail syokusai@city.osaka-izumi.lg.jp 

和泉市消防本部総務課 

〒５９４－００５４  

和泉市一条院町１４０－２ 

℡０７２５－４１－６１５３（消防本部総務課直通） 

 

     

※試験当日、台風等（午前７時の時点で「警報」が出されている場合等）により試験を延期する場合は、 

午前７時時点で市ホームページにてご案内します。電話でも確認できます。 

（確認先：和泉市役所 ０７２５－４１－１５５１） 

※９月１８日（日）の試験が延期になった場合は、１０月１６日（日）に順延して実施します。 

和泉市公式ＬＩＮＥ 観光情報ページ YouTubeチャンネル 採用情報ページ 


