令和４年度（令和５年４月１日採用）

ひたちなか市職員採用試験案内
事務（障害者選考）

１

第１次試験日

令和４年９月１８日（日）

申込受付期間

令和４年８月 １日（月）～８月１９日（金）

試験区分（職種）・採用予定人員および職務内容

試験区分

採用予定人員

採用時の勤務場所および職務内容

事務

１名程度

市長部局等の本庁又は出先機関で一般行政事務に従事

【注】
採用予定人員については，今後の事業計画等により変更になる場合があります。

２

受験資格

昭和６２年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた 方で，次の①から
③の いずれかに該当される方
①身体障害者手帳の交付を受けている方
②都道府県知事もしくは政令指定都市市長が交付する療育手帳の交付を受け
ている方または児童相談所，知的障害者更 生 相談所，精神保健福祉センター，
精神保健指定医もしくは障害者職業センターによる知的障害者であること
の判定書の交付を受けている方
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
【注 】
上記の資格に該当する 方であっても，次のいずれかに該当する 方は受験でき
ません。
１ 日本の国籍を有しない方
２ 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで またはその執行を受け
ることがなくなるまでの 方
３ ひたちなか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
経過しない方
４ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法 また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， または こ
れに加入した方
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３

試験日および会場
試験科目

第１次
試験

筆記試験
面接試験

試 験 日

会

９月１８日（日）

場

ホテルクリスタルパレス
（大平１丁目２２番１号）

第２次
ひたちなか市役所
面接試験 １０月中旬頃
（ひたちなか市東石川２丁目１０番１号）
試験
【注】
第２次試験は，第１次試験の合格者を対象に実施します。

４

第 1 次試験時間割等

（１）試験時間について
内

容

受

付

（試験説明）

時

間

８時１０分～

８時３０分

８時４０分～

９時００分

ＳＰＩ３能力検査

９時００分～１０時１０分

ＳＰＩ３性格検査

１０時１０分～１０時５５分

面接 試験

１１時１０分～

【注】
１ 終了予定時刻については，受験者数等の状況により変わ ります。
２ 受験票（インターネットで申込の場合は印刷したもの），筆記用具 （ＨＢ
以上の濃さの鉛筆又はシャープペンシル，消しゴム）を持参してください。
●注意事項
・試験会場の駐車場台数に限りがありますのでご注意ください。また，試験
会場近辺への路上駐車は絶対にしないでください。
・試験会場への飲食物の持ち込みは固く禁じられております。
・試験会場へは時間に余裕をもって来場してください。
・ごみは必ず持ち帰ってください。
・試験会場内は全面禁煙です。
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５

試験方法
試験科目

方法等

内

容

高校卒業程度の「言葉や文章の意味の理解力
ＳＰＩ３
択一式
（言語）」，「数量処理の力や論理的な思考力
能力検査 （７０分）
（非言語）」についての検査
第１次試験

第２次試験

６

ＳＰＩ３
択一式
通常の職務遂行に必要な適性の有無について
性格検査 （４０分） の検査
面接試験

個人面接

主として人物についての面接による試験

面接試験

個人面接

主として人物についての面接による試験

合格発表等
発表期日

第１次試験

１０月上旬頃

第２次試験

１０月下旬頃

発表方法
合格者のみに通知します。また，ひたちなか市公式ホー
ムページならびにひたちなか市役所前掲示場および那珂
湊支所前掲示場に合格者の受験番号を掲示します。
第２次試験受験者全員に合否の結果を通知します。

〇試験結果の口頭開示について
第１次試験または第２次試験に不合格 となった場合，受験者本人に限り，試
験結果（総合得点と順位のみ）の 口頭開示を請求することができます。口頭開
示を請求される場合 は，「受験票」または 「本人を証明できる 書類 （運転免許
証，学生証など）」を持参のうえ，総務部人事課へ お越しください。受付期間
お よび時間は，各試験 の合格発表日から１か月 以内（土，日，祝日を除く 。）
の午前９時から午後５時 までの間です。なお，インターネット，電話，はがき
等による開示の請求はできません。

７

合格から採用まで

（ １ ） 第２次 試験の合 格者 は 採用 候補者名 簿に 登載さ れ， その 中か ら採用 者が
決定されます。
（２ ）採用は，令和５年 ４月 1 日の予定です。

８

受験申込手続

（１）インターネットによる申込
詳細は，ひたちなか市公式ホームページ「令和４年度ひたちなか市職員採用試験のイン
ターネット（いばらき電子申請・届出サービス）による申込方法」の内容を，必ず確認
してください。
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受付期間

申込方法

令和４年８月１日（月） 午前９時から８月１９日（金） 午後５時まで （受
信有効）
※締切間際はアクセスが集中し，つながりにくい場合がありますので，期
限に余裕を持って申し込みください。
①申込の準備
エントリーシート，申込者本人の顔写真データ等，申請に必要なものを
ご準備ください。
②「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録
ひたちなか市公式ホームページにアクセスの上，「いばらき電子申請・
届出サービス」ページ上部の【利用者登録】から登録を行ってください。
https://s-kantan.jp/city-hitachinaka-ibaraki-u/offer/offerList_initDisplay.
action
※すでに別の手続等で利用者登録を行い，利用者 ID とパスワードを取
得している場合は，③に進んでください。
③申請内容の入力・送信
「いばらき電子申請・届出サービス」の申請画面の指示に沿って，申請
をしてください。
申請内容の送信後に画面に表示される「整理番号」と「パスワード」は
今後の手続きに必要となります。メモ等に控えて，大切に保管してくだ
さい。
また，申請内容の送信後 10 分以内に，メールが自動配信されますので，
ご確認ください。
④総務部人事課での内容確認及び結果通知
総務部人事課で，申請内容を確認し，その結果を，申請から５日以内（土
曜日，日曜日，祝日を除く）に，メールで通知しますので，ご確認くだ
さい。
⑤受験票のダウンロード及び印刷
８月下旬に「受験票」を「いばらき電子申請・届出サービス」内にアッ
プロードします。受験票をダウンロードし，Ａ４サイズ縦で印刷してく
ださい。なお，受験票は，第１次試験当日，必ず持参してください。
【注意事項】
申込に用いる機器や通信回線上の障害等が発生した場合のトラブルにつ
いては一切責任を負いませんので，あらかじめご了承ください。

（２）直接持参または郵送による申込
受付期間

令和４年８月１日（月）から８月１９日（金）まで
・直接持参の場合
土曜日，日曜日，祝日を除いた，午前９時から午後５時の間に総務部
人事課までお越しください。（ただし，１２時から午後１時の間を除
きます。）

申込方法

・郵送の場合
封筒表面に［事務（選考）受験申込］と朱書し，「簡易書留」等確実
な方法により送付してください。
８月１９日（金）までの消印有効です。
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【共通】
８月下旬に受験票を郵送します。９月５日（月）までに受験票が到着
しない場合は，総務部人事課まで問い合わせてください。

提出書類

提出先

①申込書
ひたちなか市公式ホームページから様式をダウンロードし，両面で
印刷してください。
必要事項をもれなく記入し，申込前３か月以内に撮影した写真（た
て４㎝，よこ３㎝，上半身脱帽，正面向き）を貼付してください。
②申込書に貼付した写真と同じ写真（1 枚）
裏面に氏名を記入してください。受付後に交付する受験票へ貼付し
ます。
③障害者手帳等の写し
④受験票送付用の封筒
長型３号の封筒に，宛先（自宅住所等）を明記し，８４円切手を貼
ってください。
〒312-8501 ひたちなか市東石川２丁目１０番１号
ひたちなか市総務部人事課
電話 029-273-0111（内線 1255）

【注】
受験上の配慮が必要な場合は，申込時にお知らせください。ただし，内容によって
は，対応できない場合もあります。

９

給与・勤務条件等

（１）給与
大学卒

短大卒

高校卒

189,488 円

169,624 円

156,624 円

【注】
１ 上記給料月額は，令和４年４月１日現在のもので，学校卒業直後に採用さ
れた場合の給料月額 （地域手当を含む 。）です。
２ 採用前に職歴等の一定の経験年数がある場合は，上記の金額に一定額が加
算されます。
３ 上記の金額のほか，扶養，住居，通勤，時間外勤務，期末，勤勉等の手当
が支給されます。
（２） 勤務時間，休日
原則として午前８時３０ 分から午後５ 時３０分までの勤務です。また，土
曜日，日曜日及び祝日，年末年始は休日です。
ただし，勤務時間や休日は，職種・勤務場所によって異なります。
（３）休暇等
年次有給休暇（年間２０日。ただし，採用年 は１５日 。），結婚休 暇，産前 ・
産後休暇，看護休暇等の特別休暇のほか，育児休業や介護休暇の制度があり
ます。

10

新型コロナウイルス感染症への対応について

（１）今後の感染拡大の状況や国，地方公共団体の外出自粛要請等の状況によっ
ては，試験の日程等について変更を行う場合があります。その場合は，受験
申込者に電子メール又は郵送でお知らせするとともに，ひたちなか市ホーム
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ページに掲載しますので，試験前に確認してください。
（２）試験当日は，感染予防のため以下の点に留意のうえ受験してください。
●感染予防のため，必ずマスクを正 しく着用してください。
●試験会場は換気のため，試験中も適宜窓やドアなどを開けます。室温の
高低に対応できるよう服装には注意してください。
●次に該当する方は他の受験者への感染のおそれがあるため，当日の受験
を控えていただくようお願いします。
①新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方
②保健所から新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者」として健康観
察の指示を受けている方
③発熱や咳などの風邪症状があり，新型コロナウイルスの感染が疑われ
る方
●受付時に検温を行います。その際，発熱（３７．５ ℃以上）がある方は
受験できません。
●欠席者向けの再試験は予定しておりませんので，試験当日までの感染予
防に気を配り，体調管理に努めてください。

職員採用試験についてのお問い合わせは
1

ひたちなか市総務部人事課
〒３１２－８５０１ ひたちなか市東石川２ 丁目１０番１号
電話 ０２９－２７３－０１１１ （内線１２５５）
ＨＰ
https://www.city.hitachinaka.lg.jp
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