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平成２９年９月 

１．試験概要  

摂津市では、「時代の変化に常に対応し、何事にも問題意識を持ち、自らの意思で業務

改善や施策提案を行うなど、意欲的に仕事を遂行する優秀な職員」を幅広く募集します。 

試験内容は一般教養試験（いわゆる公務員試験）ではなく、総合適性検査や、プレゼン

テーション面接による人物重視の採用試験を実施します。 

熱い想いを持った、やる気・元気・本気に満ち溢れた方の応募をお待ちしています。 

≪募集内容及び受験資格≫ 

 

職種 
業務内容 

人

数 
受験資格 

番号 名  称 

① 
事務職 

（大学卒程度） 

行政事務の 

事務的部門 
（総務、窓口、

福祉、教育等） 

に従事します。 

５

名

程

度 

 

昭和 57年 4月 2日以降に生まれ、4年制大学卒業

程度の学力を有する方 

※大卒、高卒等を問いませんが、第 1次試験は大

卒程度試験です。 

 

② 
事務職 

（短大・高専・ 

高校卒） 

短大・高専卒は平成元年 4月 2日以降、高校卒は

平成 3年 4月 2日以降に生まれ、平成 22年 3 月以

降に卒業した方、又は平成 30年 3月までに卒業見

込みの方 

※高校卒業程度の学力がある平成 3年 4月 2 日か

ら平成 12年 4月 1日までに生まれた中学校卒業

の方も受験できます。 

※最終学歴が大学卒の方、又は短期大学や高等専

門学校を卒業した方等で独立行政法人大学評

価・学位授与機構から学士の学位を授与された

方は、受験できません。 

③ 
事務職 

（身体障害者

対象） 

次のすべての条件を満たす方 

⑴昭和 57年 4月 2日以降に生まれ、高校 

(特別支援学校の高等部を含む) 以上を卒業、又

は平成 30年 3月に卒業見込みの方 

⑵身体障害者手帳（1級から 6級まで) の交付を

受けている方で、自力による通勤及び勤務が可

能(常時の介助を要さず職務遂行が可能) であ

る方 
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職種 
業務内容 

人

数 
受験資格 

番号 名  称 

④ 
事務職 

（情報） 

情報処理関係

の業務、及び一

般行政事務に

従事します。 

１

名 

昭和 52年 4月 2日以降に生まれ、現在【別表】の

情報処理技術者試験のいずれかに合格されている

方で、情報処理に関する業務の実務経験が 5年以

上ある方、又は採用予定時期までに 5年以上とな

る見込みの方 

⑤ 
技術職 

（土木） 
行政事務の 

技術的部門 

（上・下水道、

道路、管財、 

都市開発等）に

従事します。 

６

名 

程

度 

Ａ．昭和 57年 4月 2日以降に生まれ、4年制大学

卒業程度の学力を有する方（学校教育法による学

校（土木専門課程）を卒業した方、又は採用予定

時期までに卒業見込みの方）又は 

Ｂ．昭和 52年 4月 2日以降に生まれの方で、土木

系に関する業務の実務経験が 5年以上ある方、又

は採用予定時期までに 5年以上となる見込みの方 

⑥ 
技術職 

（建築） 

Ａ．昭和 57年 4月 2日以降に生まれ、4年制大学

卒業程度の学力を有する方（学校教育法による学

校（建築専門課程）を卒業した方、又は採用予定

時期までに卒業見込みの方）又は 

Ｂ．昭和 52年 4月 2日以降に生まれの方で、建築

系に関する業務の実務経験が 5年以上ある方、又

は採用予定時期までに 5年以上となる見込みの方 

 

☆大学卒者以外でも受験資格を満たしていれば受験可能です。 

☆「業務の実務経験」には、民間企業等の従業員（アルバイトや臨時雇用、派遣社員等、

正規職員以外の期間を除く。）として１年以上継続した期間が該当し、経験が複数の

時は通算することができます。なお、最終合格決定後、実務経験の確認の為、職歴証

明書等の提出を求めることがあります。 

☆国籍は問いません。 

☆次のいずれかに該当する人は受験できません。（地方公務員法第１６条） 

（１）成年被後見人又は被保佐人（民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３

条第３項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む） 

（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無くなるまでの者 

（３）摂津市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（４）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定する罪を犯し刑に処

せられた者 

（５）日本国憲法施行の日以降において、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者 

 

【別表】 

基本情報技術者試験 応用情報技術者試験 ＩＴストラテジスト試験 システムアー

キテクト試験 プロジェクトマネージャ試験 ネットワークスペシャリスト試験 デ

ータベーススペシャリスト試験 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 ＩＴサ

ービスマネージャ試験 情報セキュリティマネジメント試験 システム監査技術者試

験 情報処理安全確保支援士試験  

前述試験と同等以上の能力を必要とすると認められる試験 
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２．受験申込み及び受付期間  

（１）申込方法 

受験の申込みは、簡易書留郵便による郵送の方法のみに限ります。 

 

（２）申込受付期間及び送付先 

   ・受付期間  平成２９年９月１日（金）から９月２９日（金）まで 

                      ※９月２９日当日消印有効 

   ・送付先   摂津市 市長公室 人事課 

          〒566-8555 大阪府摂津市三島一丁目１番１号 

 

（３）提出書類（いずれも本人自書のこと） 

 

【①事務職（大学卒程度）・②事務職（短大・高専・高校卒）・⑤技術職（土木）Ａ・⑥技術職（建築）Ａ】 

   ・「エントリーシート」及び「受験票（第２次試験以降用）」   各１通 

 

【③事務職（身体障害者対象）】 

・「エントリーシート」及び「受験票（第１次試験以降用）」   各１通 

・返信用の定型封筒〔23.5 ㎝×12 ㎝、392 円分の切手貼付〕  １枚 

・「試験会場における特別な配慮に関する要望書」       １通 

 

【④事務職（情報）・⑤技術職（土木）Ｂ・⑥技術職（建築）Ｂ】 

・「エントリーシート」及び「受験票（第２次試験以降用）」 

・「実務経験報告書」                    各１通 

 

≪注意事項≫ 

【①～⑥全職種 共通 】 

◆「エントリーシート」及び「受験票」はボールペン等で丁寧に記入（本人自書

のこと）し、封書（［試験申込書在中］と朱書きしてください。）にて必ず簡易

書留郵便で送付してください。 

 

◆「エントリーシート」には、申込前６ヵ月以内に撮影した写真を貼ってくださ

い。なお、「受験票」にもエントリーシートと同一の写真を添付し、提出して

ください。 

 

【①事務職（大学卒程度）・②事務職（短大・高専・高校卒）・④事務職（情報）・ 

⑤技術職（土木）ＡＢ・⑥技術職（建築）ＡＢ 共通 】 

◆登録に使用するメールアドレスは、パソコン又はスマートフォンのメールアド

レスを使用してください。フリーメールでも可能です。携帯電話のメールアド

レスで申込みをされた場合、メールの受信ができず、試験の案内が届かない場

合があります。これが原因で受験できなかった場合は、一切責任を負いません

のでご注意ください。またメールアドレスを正確に判別するため、次の例につ

いては特に注意して丁寧に記入し、必要に応じてカナをふってください。 
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（例） 

・数字の ０（ゼロ）とアルファベットの O（オー）、o（オー〈小文字〉） 

・数字の １（イチ）とアルファベットの I（アイ）、 l（エル〈小文字〉） 

・数字の ２（ニ）とアルファベットの Z（ゼット）、z（ゼット〈小文字〉） 

・数字の ９（ク）とアルファベットの q（キュー〈小文字〉） 

・アルファベットの大文字と小文字で判別が難しいもの 

C（シー）と c（シー〈小文字〉）、J（ジェイ）と j（ジェイ〈小文字〉）、 

V（ヴィー）と v（ヴィー〈小文字〉）、Y（ワイ）と y（ワイ〈小文字〉） 

・記号の －（ハイフン）と記号の _（アンダーバー） 

 

【③事務職（身体障害者対象）】 

◆返信用の定型封筒〔23.5 ㎝×12 ㎝、392 円分の切手貼付〕は受験票の送付に

使用しますので、郵便番号、自宅等の宛先を明記のうえ、「簡易書留」と朱書

きしてください。 

◆試験会場は車椅子、杖等を使用されている方のため、段差のない会場を用意し

ますが、その他受験に際し、さらに特別な配慮が必要となる場合は、「試験会

場における特別な配慮に関する要望書」に必要事項を記入し、提出してくださ

い。 

 

【④事務職（情報）】 

◆「エントリーシート」の(10)資格・免許等の記載欄に、受験資格となっている

情報処理技術者試験のうち合格されている試験の名称を必ず記入してくださ

い。 

 

【④事務職（情報）・⑤技術職（土木）Ｂ・⑥技術職（建築）Ｂ】 

◆「実務経験報告書」は、業務の実務を行った、⑴勤務先名、⑵期間、⑶具体的

内容について、記載方法は問いませんが⑴～⑶の項目を必ず記入してください。

（本人自書のこと） 

 

【①～⑥全職種 共通 】 

 

★提出書類に不備がある場合や、書類が簡易書留郵便を用いて郵送されていない

場合、また申込受付期間末日（当日消印有効）後に郵送された場合には、受験

申込みの受付は行わず失格としますので、手続きには十分注意してください。 
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３．試験の日時・場所・方法及び発表  

（１）第１次試験 

【①事務職（大学卒程度）・②事務職（短大・高専・高校卒）・④事務職（情報）・ 

⑤技術職（土木）ＡＢ・⑥技術職（建築）ＡＢ 共通 】 

 試験科目  「総合適性検査」 

    日  時  平成２９年１０月６日（金）から１０月１９日（木）まで  

    会  場  大阪駅前テストセンター 

           〈所在地〉大阪市北区芝田 2-6-30 梅田清和ビル 5階 

            〈アクセス〉ＪＲ「大阪」駅 「御堂筋口改札口」徒歩 3分 

                                  阪急「梅田」駅 「茶屋町口改札口」徒歩 3分 

          ※上記会場のほか、全国約 160 会場の予約が可能です。詳しくは受験案内

メールからご確認ください。 

    方  法  ①受検案内メール受信（１０月６日（金）に配信予定） 

            受験に必要な URL などが記載されたメールを受け取り、テストセン

ターのログイン ID とパスワードを取得します。 

            ※受検案内メールが 10 月 6 日（金）に到着しない場合は、摂津市市長公

室人事課（06-6383-1319（直通））に必ず問い合わせしてください。 

          ②受検会場予約 

            総合適性検査を受検するテストセンター会場・日時を予約します。 

          ③総合適性検査受検 

            テストセンター会場において、総合適性検査を受験します。 

            ※本人確認証（顔写真付き身分証明書（有効期限内））が必要となります。 

 

【③事務職（身体障害者対象）】 

試験科目  「総合適性検査」 

       ※点字による受験もできます。希望される方は摂津市市長公室人事課 

（06-6383-1319（直通））に必ず連絡してください。 

申込期間中に連絡がない場合は対応できませんので注意してください。 

（点字の場合の試験終了時間は午後１時頃になります。） 

日  時  平成２９年１０月１５日（日） 午前１０時から正午頃まで 

    受  付  午前９時から９時４５分 

会  場  摂津市役所 新館７階 講堂 

方  法  ①「受験票（第１次試験以降用）」郵送受領 

          受験申込み受付後に返信用の定型封筒にて発送しますので、受験票を 

受領します。 

      ②総合適性検査受検 

上記会場において、総合適性検査を受験します。 

            ※「受験票（第１次試験以降用）」の持参が必要となります。 
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（２）第２次試験（予定） 

【①事務職（大学卒程度）・②事務職（短大・高専・高校卒）・④事務職（情報）・ 

⑤技術職（土木）ＡＢ・⑥技術職（建築）ＡＢ 共通 】 

試験科目  「総合適性テスト」・「集団面接」・ 

「エントリーシート（※試験申込時に提出）」 

日  時  平成２９年１１月４日（土） 又は ５日（日）           

    会  場  摂津市役所 

※時間等の詳細については第１次試験合格者に通知します。 

 

【③事務職（身体障害者対象）】 

試験科目  「集団面接」・「エントリーシート（※試験申込時に提出）」 

日  時  平成２９年１１月４日（土） 又は ５日（日）           

    会  場  摂津市役所 

※時間等の詳細については第１次試験合格者に通知します。 

 

（３）第３次試験（予定） 

試験科目  「個人面接」・「集団討論」 

日  時  平成２９年１１月２５日（土） 又は ２６日（日）            

    会  場  摂津市役所 

※時間等の詳細については第２次試験合格者に通知します。 

※「個人面接」について 

①試験実施日の服装は、自分らしさをアピールできる服装（ユニフォームや部屋着も

可）、自分らしいと自覚できる服装でお越しください。 

〈スーツは不可とします/服装自体の評価採点はされません/本試験のための新調は

しないでください〉 

②個人面接においては自己アピールの時間を 3分程度設けます。表現方法は自由とし、

アピールに必要な物品（楽器や書類も可）の持込みや特技披露も可とします。 

〈物品は面接会場に持ち込めるものに限り、3分間の自己アピールの時間のみ使用で

きます〉 

 

（４）第４次(最終)試験（予定） 

試験科目  「プレゼンテーション面接」 

日  時  平成２９年１２月２６日（火）       

    会  場  摂津市役所 

※時間等の詳細については第３次試験合格者に通知します。 
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（５）合格発表 

・第１次試験については次のとおりです。 

    日  時  平成２９年１０月２７日（金） 午前９時 

    場  所  摂津市役所玄関前 

    方  法  合格者の受験番号を掲示するとともに合格者のみに本人宛に通知

します。なお、合格者受験番号は市ホームページから見ることも

できます。（市ホームページ http://www.city.settsu.osaka.jp/） 

電話等の問い合わせについては一切お答えしません。 

・第２次試験以降については別途お知らせします。なお、最終合格の発表は１月

初旬頃の予定です。      

 

４．採用の時期  

最終合格者として決定した方は、採用候補者名簿に登載し、その後特別な事情が生

じた場合を除いて、平成３０年４月１日に採用の予定です。 

また、最終合格発表時において採用候補者名簿に補欠登録をする場合がありますが、

補欠登録者は合格者等に欠員が生じた場合に限り繰り上げ採用の対象となります。 

 

５．給 与  

初任給については年齢、学歴等に応じて異なり、大学卒の初任給は 191,700円です。

ただし、社会人経験など過去の経歴による初任給の加算調整があるほか、年１回の

定期昇給があります。なお、初任給のほかに、地域手当、扶養手当、住居手当、通

勤手当、期末・勤勉手当等の諸手当が支給されます。 

 

６．注意事項  

（１）提出書類に不備がある場合や、書類が簡易書留郵便を用いて郵送されていない場

合、また申込受付期間末日（当日消印有効）後に郵送された場合には、受験申込

みの受付は行わず失格としますので、受験手続きには十分注意してください。 

 

（２）使用されるパソコンや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

負いません。 

 

（３）受験票については次のとおりとなります。 

【①事務職（大学卒程度）・②事務職（短大・高専・高校卒）・④事務職（情報）・ 

⑤技術職（土木）ＡＢ・⑥技術職（建築）ＡＢ 共通 】 

第１次試験合格通知時に受験票を併せて発送します。第２次試験以降はこの

受験票がないと受験できませんので必ずお持ちください。 

【③事務職（身体障害者対象）】 

エントリーシート及び受験票を受付けた後、受験票を発送しますので、受領

してください。第１次試験以降はこの受験票がないと受験できませんので必

ずお持ちください。 
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（４）その他の提出書類は次のとおりとなります。 

第２次試験合格者は第３次試験実施日に学業成績証明書、卒業（見込）証明

書等の提出が必要となります。 

 

（５）提出書類に不正があった場合には、直ちに受験資格を取り消します。また、採用

後において発覚した場合は、免職となることがあります。 

 

（６）受験のために提出された一切の書類は返却しません。エントリーシート及び受験

票に記載された情報は、この試験の円滑な遂行のためのみに使用します。 

 

 

この採用募集に関するお問い合わせ先 

 

〒566-8555 

大阪府摂津市三島１− １− １ 

摂津市市長公室人事課 

電話 06-6383-1319 （直通） 


