令和４年度

後期(事務)

三条市職員採用試験(高校卒業程度)受験案内
≪昨年度からの主な変更点≫ 第２次試験の選択科目を２科目から３科目に増やしました。

■ 第１次試験日

令和４年８月 31 日(水)～９月６日(火)の間(WEB テスト)

■ 受 付 期 間

令和４年７月 25 日(月)～８月 19 日(金) 午後５時

■ 試験職種、採用予定人数及び受験資格
１ 活字印刷の出題及び口頭による面接試験に対応できる人で、次の受験資格を必要とします。

職種

区分

採用予定人数

受験資格
昭和 62 年４月２日から平成 17 年４月１日までに生ま

一般事務職

高校卒業程度
( 事 務 )

１人程度

れた人で、学校教育法による大学（短期大学を除く。）
を卒業した人及び令和５年３月 31 日までに卒業する見
込みの人以外の人

※ 受験資格を満たしていれば最終学歴にかかわらず受験できます。（区分の「高校卒業程度」とは、高校卒業
（見込み）者を対象とした試験ではなく、高校卒業程度の学力を有する方を対象とした筆記試験を実施すると
いう意味です。）
※ 前期試験の一般事務職（大学卒業程度）を受験した場合は、後期試験の一般事務職（高校卒業程度）を受験
できません。
※ 複数の職種（区分）を受験することはできません。
※ 採用予定人数については、変更になる場合があります。
２ 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) 三条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
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■ 試験日、試験科目及び合格発表
区 分
第１次試験

試験日程
８月 31 日(水)～
９月６日(火)

試験科目
基礎能力検査、適性検査

グループワーク
第２次試験

10 月上旬(予定)

選
択

実施方法

合否発表

WEB テスト

９月中旬
（予定）

オンライン

動画プレゼンテーション
データ提出

10 月下旬
(予定)

書面提案
第１次面接、作文試験
最終試験

オンライン

11 月上旬(予定)
第２次面接

会場受験

11 月下旬
(予定)

※ 第１次試験の詳細は申込者にお知らせします。
※ 第２次試験はグループワーク、動画プレゼンテーション、書面提案のうち、いずれかを選択して受験します。
グループワークは、５人程度のグループで、与えられた課題に対するグループの考えを制限時間内にまとめ、
発表していただく試験です。動画プレゼンテーションは、与えられた課題に対する自身の考えを発表する様子
を撮影した動画を提出していただく試験です。また、書面提案は、与えられた課題に対する自身の考えを Word
や PowerPoint 等でまとめ、データを提出していただく試験です。
※ 第２次試験及び第３次試験の詳細は、それぞれ第１次試験及び第２次試験の合格者に通知します。
※ 合否の発表は、電子メールで通知するとともに、ホームページに合格者の受験番号を掲載します。
※ 第１次試験において、基礎能力検査の科目の結果が、それぞれ一定の水準に達しない場合、他の科目の成績に
かかわらず不合格となります。

■ 基礎能力検査及び作文試験の内容
試験の種類
基礎能力検査
作文試験

内 容 等
択一式(35 分)

基礎能力検査の測定内容
言語的理解、論理的思考及び数量的処理に係る能力

1,200 字程度(90 分)
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■ 受験の流れ
以下のものをご用意ください。
①パソコン ※タブレット端末やスマートフォンでは受験できません
推奨環境
システム
OS

事前準備

ブラウザ
画面の解像度
拡大設定

必要な環境
日本語版 Windows 8.1、日本語版 Windows 10、
日本語版 MacOS 10.9 以降
Microsoft Edge、Google Chrome、Safari 7.0 以上
1024×768 以上となっていること
ブラウザの拡大設定が 100％となっていること

※ MacOS と Microsoft Edge の組み合わせの動作保証はしていません。
※ Microsoft Edge は最新バージョンでは受験できない可能性があります。
Microsoft Edge で受験できない場合は、別のブラウザで受験してください。
②メールアドレス
・携帯電話（キャリアメール）以外のメールアドレスが必要になりますので、持っていない
場合はメールアドレスを取得してください。
・「＠mail.oss.myna.go.jp」「＠arorua.net」のドメインから送信されるメールが受信で
きるように設定してください。
・メールの設定不備等により受信できず、受験できなかった場合は一切責任を負いません。
・インターネット（三条市ホームページ「職員採用」ページ）から電子申請でお申込みくだ
さい。申込手続についてはホームページを御覧ください。

申込方法

・受験申込が完了すると受験申込完了メールが届きますので、届いたことを確認してくださ
い。しばらくしてもメールが届かない場合は、お問い合わせください。
・通信障害等のトラブルについては一切の責任を負いませんので、余裕をもってお申込みく
ださい。

受付期間

令和４年７月 25 日(月)～８月 19 日(金) 午後５時

受験案内メール 受付期間終了後、申込時に入力いただいたメールアドレスに第１次試験の受験案内メールを
の受信

送信します。８月 26 日(金)までに届かない場合は、至急御連絡ください。
①受験案内メールに記載された URL にアクセスします。
受験案内メールに「企業別受検 ID」と「受検手続き用 URL」が記載されています。
※企業別受検 ID はあなたの受験番号です。第１次試験以降も使用しますので、受験案内
メールは大切に保管してください。
②「企業別受検 ID」と受験申込みで入力した「メールアドレス」でログインします。
③利用規約の内容を確認し、「同意する」をクリックします。

第１次試験の

④ログイン用パスワードが記載されたメールが届くので、メールに記載された URL にアク

受験方法

セスし、「企業別受検 ID」と「ログイン用パスワード」を入力して再ログインします。
⑤利用環境を確認し、問題がなければ確認項目のチェック欄にチェックを付けて「次へ」
をクリックします。
⑥受験内容（問題校正・時間配分・注意事項）を確認し、「次へ」をクリックします。
⑦「生年月日」、「学歴」を入力し、「登録」をクリックします。
⑧入力した内容を確認し、「確認」をクリックします。
⑨画面の案内に従い、基礎能力検査及び性格検査を受験してください。

※ 第三者と共同で受験する、又は替え玉等による受験などの不正行為が判明した場合は、それまでの合格及び
採用内定等の決定を取り消します。
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■ 試験結果の本人開示について
試験結果については、希望する受験者本人に限り開示します。受験者本人が受験案内メール（内容が表示できる
もの）又は合否通知書を持参の上、直接開示場所へおいでください。なお、電話等による請求では開示できません。
開示請求できる方

開示内容

開示期間

第１次試験受験者

第１次試験の得点

第１次試験合格発表日から１か月間

第２次試験受験者

第２次試験の得点

第２次試験合格発表日から１か月間

第３次試験受験者

第３次試験の総合得点

最終合格発表日から１か月間

開示場所

三条市役所
総務部人事課

■ 合格から採用まで
１ 最終合格者は、高得点順に採用候補者名簿に登載され、職員の欠員状況に応じて採用が決定されます。
２ 採用候補者名簿の有効期限は、名簿確定後１年間です。
３ 受験資格に掲げた資格等を取得見込みで受験し、当該資格等を取得できない場合は採用されません。

■ 給与及び勤務時間（令和４年４月１日現在）
１ 初

任

給

月額 150,600 円
※ 新規学卒者の場合の初任給です。学歴、職歴等により別途算出される場合があります。

２ 諸

手

当

期末手当及び勤勉手当並びに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。

３ 勤務時間等
(1) 勤務時間
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
(2) 休

日

土曜日、日曜日、祝日、12 月 29 日～１月３日
(3) 休

暇

年次有給休暇（１年に 20 日(採用された年は 15 日)）及び特別休暇等があります。
※ 勤務時間及び休日については、職種等により、これと異なることがあります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

職員採用試験についてのお問合せは
三条市役所 総務部 人事課
〒955-8686 新潟県三条市旭町二丁目３番１号
（TEL 0256－34－5511 内線 382）
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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