令和３年度

長浜市職員採用試験受験案内
心理判定員・上級

受 付 期 間：令和３年

９月２１日（火）～令和３年１１月５日（金）

第１次試験：令和３年１１月２８日（日）

■試験区分、採用予定人員および職務内容
職

種

採用予定人員

心理判定員

若干人

（上級）

職

務

内

容

心理検査（発達検査、知能検査、人格検査等）、相談・
指導等の業務および関連する行政事務

■受験資格
（１）次に該当する人が受験できます。
ア

平成元年４月２日以降に生まれた人。

イ

臨床心理士または臨床発達心理士の資格を有する人（ 令和４年３月３１日までに資
格取得見込みの人を含む）。

（２）次のいずれかに該当する人は、受験できません。
ア

こ

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

くなるまでの者
イ 長浜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年を経過しない者
ウ

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者

※日本国籍を有しない人も受験できます。ただし、日本国籍を有しない職員は、任用が
制限されることがあります。
■試験の日時および場所
（１）第１次試験
日時：令和３年１１月２８日（日）
受付

８時１５分～９時３０分

着席

９時４５分

ＳＰＩ試験

１０時００分～１１時３０分

作文試験

１２時００分～１３時００分

場所：長浜市役所（長浜市八幡東町６３２番地）

※ＪＲ長浜駅から徒歩１５分

受付：長浜市役所本庁舎の西口からお入りください。
※自家用車で来場される場合は、駐車区画の指定はありませんので、受験
案内に示す駐車エリアの空いている区画に駐車してください。
（２）第２次試験
日時：令和３年１２月１１日（土）
場所：オンライン（Ｚｏｏｍを利用）で実施します
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※適性検査は別途自宅ＰＣやスマートフォン等で受検いただきます。受検に必要な
ＰＣ等の動作環境等については、
「ＷＥＢ方式による適性検査について」を参照。
※第２次試験の詳細は、第１次試験合格者に通知します。
（３）第３次試験
日時：令和３年１２月２６日（日）
場所：長浜市役所（長浜市八幡東町６３２番地）
※第３次試験の詳細は、第２次試験合格者に通知します。
■試験の方法および内容
（１）第１次試験
試験科目
ＳＰＩ試験
作文試験

内

容

言語的理解、論理的思考および数量的処理についての基礎能力検査
（大学卒業程度）
自己の意見および文章の表現能力について、作文による筆記試験
※作文試験の採点は、第 １次試験合格者についてのみ行います。

（２）第２次試験
方

法

内

容

口述試験

個人面接による試験（ＷＥＢ方式）

適性検査

公務員として必要な適性についての検査 （ＷＥＢ方式）

（３）第３次試験
方

法

口述試験

内

容

個人面接による試験

■合格者の発表
時

期

方

第１次試験合格者

令和３年１２月上旬

第２次試験合格者

令和３年１２月中旬

法

長浜市 ホームページに掲載す るほか、
合格者に文書で通知します。
長浜市 ホームページに掲載す るほか、
合格者に文書で通知します。
長浜市 ホームページに掲載す るほか、

最終合格者

令和４年１月上旬

合否を 第３次試験の受験者全 員に文書
で通知します。

■試験結果の開示
（１）試験の結果については、本人に限り開示を請求することができます。
（２）電話、郵便等による請求では開示できませんので、 ①受験票または合格通知書、②受
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験者本人であることを証明する書類（運転免許証等顔写真付きのもの） を持参のうえ、
長浜市職員選考委員会（長浜市 役所人事課内）へ直接お越しください。
試

験

開示請求できる人

開示内容

開示期間

受験した試験の総合得点

各試験結果発表日

および総合順位

から１か月間

第１次試験

第２次試験

各試験受験者

第３次試験

■合格から採用まで
（１）最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、その中から必要に応じ順次採用者が決定
されます。なお、この名簿は原則として１年間有効です。
（２）採用は、令和４年４月１日の予定です。
■給与等
初任給月額は１８８，７００円（令和３年４月１日現在、大学新卒者の場合）です。
民間企業経験者等の場合、採用前の経歴等に応じて決定されます。
なお、このほか、地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当等が支給さ
れます。
■受験手続きおよび受付期間
（１）エントリーシートの準備
エントリーシートの様式については、長浜市ホームページ（正規職員募集情報
https://www.city.nagahama.lg.jp/）からダウンロードしてください。
（２）受験の申込み手順
①長浜市ホームページの受験申込みフォームから受験者情報を送信する。
長浜市ホームページ（正規職員募集 情報 https://www.city.nagahama.lg.jp/）に
アクセスし、入力フォームから受験者の氏名や連絡先等を送信してください。
こちらから入力フォームへアクセスすることもできます→

【注意事項】
○入力フォームから受験者情報を送信すると、長浜市職員選考委員会から入力完了メール
が届きますので、長浜市職員選考委員会「 jinji@city.nagahama.lg.jp」からのメールを
受信できるように予め設定しておいてください。
○入力フォームへアクセスできない場合は、
「受験職種、氏名、ふりがな、生年月日、住所、
携帯電話番号、メールアドレス」を長浜市職員選考委員会あてメールしてください。
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②エントリーシートを長浜市職員選考委員会へ提出する。
エントリーシートはＡ３サイズに拡大、モノクロ印刷し、必要事項を記入したうえ
で、郵送または持参により長浜市職員選考委員会へ提出してください。
記入漏れ等不備のある場合 や、顔写真が不鮮明な場合、受験写真として適当でない
場合等は、受け付けることができません。
なお、郵便で提出する場合は、封筒の表に「採用試験受験申込」と朱書きし、簡易
書留で送付してください。
【郵送・提出先】
〒５２６－８５０１
長浜市八幡東町６３２番地

長浜市役所人事課内

長浜市職員選考委員会

（３）受付期間
令和３年９月２１日（火）から令和３年１１月５日（金）までの執務時間中
（午前８時３０分～午後５時１５分）※土曜日、日曜日 、祝日を除く。
郵送の場合は、令和３年１１月５日（金）までの消印があるものに限り受 付けます。

■エントリーシート受付完了の通知について
エントリーシートを受理した場合は、受験申込みの入力フォームで登録いただいたメール
アドレスへ受付完了の旨 をお知らせします。締切日以後、１週間を過ぎてもメールが届かな
い場合は、長浜市職員選考委員会へお問い合わせください。

■受験票の交付
受験票は、第１次試験の受付時に交 付します。第１次試験の受付時に、エントリーシート
受付完了メールの内容を確認しますので、予め 印刷し、準備しておいてください。

■その他
（１）提出された書類は、受験されない場合でも返却 しません。
（２）試験日程は、受験者数やその他の事情により変更する場合があります。
（３）台風の接近や気象状況等により試験実施が危ぶまれる場合等は、試験前日までに長浜
市ホームページ等で対応についてお知らせします。
（４）受験資格がないとき、提出書類の記載事項に不正があったとき等は、合格を取り消す
場合があります。
（５）取得した個人情報は、採用試験を実施するために利用し、それ以外の目的では利用し
ません。また、取得した個人情報は、漏洩、不正流用、改ざん等の防止に適切な対策を
講じたうえで厳重に管理します。
（６）長浜市では、働き方改革の一環として 、ノーネクタイ等の働きやすい服装での執務を
通年で実施しています。採用試験においても、上着・ネクタイの着用は不要ですので、
軽装による服装での受験をお勧めします。
なお、受験時の服装を指定するものではありません ので、受験時の体調や、気候等に
あわせて上着等を着用することは支障ありません。
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■第１次試験会場（長浜市役所）略図（ＪＲ長浜駅から徒歩１５分）
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■新型コロナウイルス感染症の予防および感染拡大防止対策について
（１）エントリーシートは、できる限り郵送による提出をお願いします。
（２）試験会場は、座席の配置や消毒、換気等の衛生管理体制を整えますが、受験の際には、
マスクを着用するほか、咳エチケット、手洗い、うがい等、各自の感染拡大防止対策に
ご協力をお願いします。
（３）次のいずれかに該当する場合は、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。なお、これを理由とした欠席者向けの採用試験
の再実施は予定しておりません。
①新型コロナウイルス感染症など（学校保健安全法で出席の停止が定められている感
染症）に罹患し治癒していない方
②発熱、軽度であっても咳などの風邪の症状が続く、強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ
（呼吸困難）のいずれかの症状があって、新型コロナウイルスの感染が疑われる方
※試験当日までに上記の症状に該当する場合は、お住まいの各都道府県で設置されてい
る「受診・相談センター（旧帰国者・接触者相談センター ）」へ相談してください。
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■試験に関する問合せ先および受験申込み先
〒５２６－８５０１
長浜市八幡東町６３２番地
電

話

メール

長浜市職員選考委員会（長浜市役所人事課内）

（０７４９）６５－６５０２（直通）

（０７４９）６２－４１１１（代表）

jinji@city.nagahama.lg.jp

ＷＥＢ方式による適性検査について
１．推奨動作環境

オペレーティングシステム

【Windows】

7、8.1、10

【macOS】

10.12以降

【Android】

4.4～8.x

【iOS】

9以降

【Windows】

Internet Explorer11.x
Google Chrome66.0以上

ブラウザ

【macOS】

Safari10.0以降

【Android】

Google Chrome66.0以降

【iOS】

Safari9以降

JavaScript

JavaScriptはオン（ON）に設定すること。

Cookie

Cookieはオン（ON）に設定すること。

回線速度

300kbps以上の安定した回線を利用すること。

Storage

Web Storageが利用可能な環境であること。

※iPhoneを利用の方でプライベートブラウズモードが設定されている場合は、設定を
解除してください。
２．注意事項
ＷＥＢを利用するためのインターネット接続費用や 通信料等については、受験者の自己負担
となりますので、予めご了承ください 。

ＷＥＢ方式による口述試験について
（１）ＷＥＢ方式による口述試験（第２次試験） は、「Zoomミーティング（無料ソフト）」を利
用します。事前にＰＣ、スマートフォンにZoomをインストールし、アカウントを作成して
ください（https://zoom.us/）。
（２）第１次試験合格通知 にお送りするZoomのＩＤ・パスコードを面接開始時間にクリックす
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ると、すでにZoomをインストール／ダウンロードしていれば、そのままミーティングルー
ムに参加できます。まだ Zoomをインストール／ダウンロードしていない場合、自動的にダ
ウンロード用のページに移動します。ダウンロードを完了させてから、 ZoomのＩＤ・パス
コードを入力すればミーティングに参加できます。
（３）Zoomはインターネット上での会議システムです。音声とカメラの機能がありますが、カ
メラ機能については必ずＯＮにしてください。 音声についても相互に会話ができるように
設定してください。
（４）面接の際は、受験者の氏名で入室してください。
（５）Zoomの使用方法については、各自で確認してください。Zoomの使用方法に関して長浜市
ではサポートしません。
（６）Zoomの利用にかかる通信代金は受験者の負担となります。可能な限り Wi-Fi環境での利用
をお勧めします。
（７）当日、機器のトラブルや回線状況が悪いなどにより、接続できないなどがあった場合で
も長浜市は保証しません。予めご了承ください。
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