
令和４度滋賀県湖南市職員採用試験 受験案内 

 

１ 採用職種、区分、採用予定人員および職務概要 

採用職種 区分 
採用予

定人員 
職務概要 

技術職（土木）A 

（令和4年７月１日採用） 
上級 ２名 

市長部局等において総合的な都市整備や道路、河川、上下水道等の

公共事業に関する企画、設計、工事管理、監督等の土木に関する専

門業務に従事します。 

技術職（土木）B 

（令和５年４月１日採用） 
上級 ２名 

市長部局等において総合的な都市整備や道路、河川、上下水道等の

公共事業に関する企画、設計、工事管理、監督等の土木に関する専

門業務に従事します。 

保健師 

（令和4年７月１日採用） 
― １名 

市長部局等において母子、高齢者、障がい者等の保健福祉に関する

相談・支援のほか、専門性を活かした市民の健康づくりをサポート

します。 

発達相談員 

（令和4年７月１日採用） 
上級 １名 

市長部局等において子育て発達障がいに関する相談・支援のほか、

保育園等への訪問支援業務等に従事します。 

 

２ 受験資格 

採用職種 年齢 資格等 

技術職（土木）A 
昭和62年４月２日から平成12年４月

１日までに生まれた人 

学校教育法に規定する学校（※）で土木・農業土木関

連の学科・学部・専門学校を卒業した人、または土木

職に関連する業務に従事した経験が３年以上の人、も

しくは２級土木施工管理技士相当以上の資格を有し

ている人 

技術職（土木）B 
平成４年４月２日から平成 13 年４月

１日までに生まれた人 

学校教育法に規定する学校（※）で土木・農業土木関

連の学科・学部・専門学校を卒業した人（令和５年３

月 31 日までに卒業見込みを含む）、または土木職に

関連する業務に従事した経験が３年以上の人、もしく

は２級土木施工管理技士相当以上の資格を有してい

る人 

保健師 昭和57年４月２日以降に生まれた人 保健師免許を有する人 

発達相談員 昭和62年４月２日以降に生まれた人 
公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士いずれかの

資格を有する人 

 ※ 学校教育法に規定する学校は、大学（短期大学を含む。）、高等専門学校、高等学校および専修学校その他の学校を指

します。 

ただし、次のいずれかに該当する人は応募できません。 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が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人 

イ 湖南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 



   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人 

※ 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、任用が制限されます。詳しく

は、「９ 日本国籍を有しない人の任用について」をご覧ください。 

 

３ 試験 

 (1) 試験日時、会場および結果発表 

職種：技術職（土木）A、B、保健師、発達相談員 

職 

種 

技術職（土木）A,B 保健師 発達相談員 

第 

１ 

次 

試 

験 

専門試験、個人面接 筆記試験、個人面接 筆記試験、個人面接 

【日時】 令和４年４月17日（日） 

9：30～9：45 受付 

10：00～12：00 専門試験 

13：00～17：00 個人面接 

9：30～9：45 受付 

10：00～12：00 筆記試験 

13：00～17：00 個人面接 

9：30～9：45 受付 

10：00～12：00 筆記試験 

13：00～17：00 個人面接 

【会場】 共同福祉施設（サンライフ甲西）（住所：滋賀県湖南市中央一丁目1番地） 

【結果発表】 令和４年４月下旬に受験者全員に郵送で通知するほか、湖南市ホームページ、湖

南市役所東庁舎前の掲示板に合格者の受験番号を発表します。 

第 

２ 

次 

試 

験 

個人面接 

【日時】 令和４年５月15日（日） 

【結果発表】 令和４年５月下旬に受験者全員に郵送で通知するほか、湖南市ホームページ、湖

南市役所東庁舎前の掲示板に合格者の受験番号を発表します。 

 

【第１次試験受験時の注意事項】 

ア 筆記用具（ＨＢの鉛筆、消しゴム）、試験申し込みのオンライン受付完了メールを印刷したもの、またはオンラ

イン受付完了メールが確認できるスマートフォン等の電子機器を持参してください。 

イ 試験会場周辺には食堂等がありませんので、昼食を持参するようにしてください。 

   ウ 受験者数の増減等により試験会場および試験時間が変更になることがあります。 

 

 (2) 試験の方法等 

  ① 第１次試験の内容等 

試験区分 試験科目 内    容 

技術職（土木）A,B 

専門試験 

択一式により、数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計

画（都市計画を含む）および材料・施工に関する専門知識について筆記試

験を行います。 

面接試験 
個人面接 

 



保健師 
筆記試験 母子、高齢者、障がい者等の保健福祉業務に関する作文試験を行います。 

面接試験 個人面接 

発達相談員 
筆記試験 子育てや発達障がいの相談・支援に関する作文試験を行います。 

面接試験 個人面接 

 

 ② 第２次試験以降の内容等 

試験区分 試験科目 内    容 

技術職（土木）A,B 第２次試験 面接試験 個人面接 

保健師 第２次試験 面接試験 個人面接 

発達相談員 第２次試験 面接試験 個人面接 

※ 試験内容については、申込人数によって変更する場合があります。 

 

４ 最終合格発表 

最終試験の結果に基づいて合否を決定の上、令和４年５月下旬に合格者に結果を郵送するほか、湖南市ホームペー

ジ、湖南市役所東庁舎前の掲示板に受験番号で発表します。 

 

５ 採用年月日 

技術職（土木）A、保健師、発達相談員の最終合格者は令和４年７月１日付け、技術職（土木）Bの最終合格者は、

令和５年４月１日付で採用する予定です。 

   なお、最終合格者のほかに補欠合格者を決定する場合があります。補欠合格者は、補欠合格者名簿に登録され、最

終合格者に欠員が生じた場合等に、成績順で決定します。 

   技術職（土木）A、保健師、発達相談員の補欠合格者名簿は令和４年６月30日まで、技術職（土木）Bの補欠合格

者名簿は令和５年３月31日まで有効ですが、名簿登録者が必ず採用になるとは限りません。 

 

６ 給与 

   給料は、湖南市職員の給与に関する条例に基づいて次のとおり支給しますが、初任給は採用時前の学歴や職歴によ

り加算されることがあります。 

職 種 初任給（月額） そ の 他 手 当 等 

技術職（土木）A 188,700円 左記の他に、以下の手当を支給します。 

・扶養手当 

・地域手当 

・住居手当 

・通勤手当 

・時間外勤務手当 

・（６月、12月）期末手当および勤勉手当 

・その他手当 

※ これらの給与は、令和３年４月１日現在

の条例に基づいていますが、採用前に条例

の改正等があった場合には、その規定によ

技術職（土木）B 188,700円 

保健師 209,800円 

発達相談員 188,700円 



る支給となります。 

 

７ 面接シートについて 

 受験するには面接シートの提出が必要となります。面接シートの様式は、市ホームページ「湖南市職員採用試験を

実施します」ＵＲＬ：https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/jinji/3/6/bosyutyu/26347.html）から

A4用紙で印刷し、必要事項を手書きで記入して、申込期限（土木A、Bは令和４年３月25日、保健師・発達相談員

は令和４年４月６日）までに湖南市人事課（滋賀県湖南市中央一丁目1番地）に持参もしくは郵送にて提出してくだ

さい。なお、面接シートは面接試験時の参考にします。 

  

８ 採用試験の申込手続きおよび受付期間 

 (1) 申請方法 

採用試験の申込は下記のＱＲコードまたはＵＲＬから行ってください。もしくはインターネットから市ホームペー

ジ（「湖南市職員採用試験を実施します」ＵＲＬ：https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/jinji/3/6/

bosyutyu/26347.html）に接続し、オンラインでの採用試験申込フォームからお申し込みください。 

インターネットによる申請が困難な場合は、受付期間までに湖南市人事課（0748-71-2312）までお問い合わせくだ

さい。 

① 技術職（土木）A、B 

 ＱＲコード 

 

   湖南市職員採用試験申し込みフォーム ＱＲコード 

 ＵＲＬ： https://ttzk.graffer.jp/city-konan-si/smart-apply/apply-procedure-alias/jinji-saiyoR4-1-D 

 

② 保健師、発達相談員 

  ＱＲコード 

 

   湖南市職員採用試験申し込みフォーム ＱＲコード 

 ＵＲＬ： https://ttzk.graffer.jp/city-konan-si/smart-apply/apply-procedure-alias/jinji-saiyoR4-1-h 

 

 (2) 申請手順 

① 申請フォームに接続し、「ログインして申請に進む」または「メールを認証して申請に進む」いずれかを選択し



てください。 

 

 「メールを認証して申請に進む」を選択した場合は、申請用のメールアドレスを入力してください。その後、同

メールアドレスに届く「申請用メールアドレスの確認」のメールに記載のあるリンクから申請フォームに進んで

ください。 

申請用メールアドレスの確認のメールは「noreply@mail.graffer.jp」から送信されます。迷惑メールの設定など

により届かない場合がありますので、申請用のメールアドレスの受信設定を予めご確認の上、必要に応じて上記

メールアドレスからのメールを受信できるように設定してください。 

 「ログインして申請に進む」を選択した場合は、「Grafferアカウント」を作成いただきます。Grafferアカウン

トは、メールアドレス、Googleアカウント、もしくはLINEアカウントで登録できます。その後Grafferアカ

ウントでログインの上、申請フォームに進んでください。 

 

② 市ホームページにある受験案内に記載している受験資格等をよく確認した上で、必要項目を入力し、申請内容の

確認ページにて確認の上、申請を行ってください。 

 

③ ①で登録したメールアドレスに申請完了通知メールが送信されますのでご確認ください。 

 

④ 湖南市人事課で申請内容が審査された後、電子メールによるオンライン受付完了メールが送信されますのでご確

認ください（修正を要する場合や確認事項がある場合は、別途人事課からメール等で連絡することがあります）。 

 

⑤ オンライン受付完了メールの受信を確認したらメール画面を印刷するか、スマートフォン等の電子機器でオンラ

イン受付完了メールの画面を映し出せるようにして、試験当日に持参してください。 

※必ずオンライン受付完了メールを受信しているか確認してください。正式に受付が完了していないと受験でき

ない場合があります。 

 

(3) 受付期間 

   職種によって受付期間が異なります。 

・ 技術職（土木）A、B： 令和４年３月１日（火）から３月25日（金）午後５時15分まで 

・ 保健師、発達相談員：  令和４年３月１日（火）から４月６日（水）午後５時15分まで 

 

(4) 注意事項 

・ 使用されるパソコンや通信回線上の障害等のトラブルについては、一切責任を負いかねますので、余裕を

もって期間内にお申し込みください。 

・ 受験の申請は、一つの職種に限ります。 

・ オンライン受付完了メールが受信できない場合は、湖南市人事課まで問い合わせてください。 

・ 申請の要件を満たしていない場合は受理できませんのでご注意ください。 

・ 同一職種での複数回の申請はしないでください。入力した申請内容に誤り等があった場合は、湖南市人事

課まで連絡してください。 

 

９ 日本国籍を有しない人の任用について 



(1) 日本国籍を有しない人は、各任命権者が定める一部の職（「公権力の行使」または「公の意思決定への参画」に携

わる職のうち、職務の内容または権限が統治作用と関わる程度の高いもの）以外の職に任命されます。 

 【日本国籍を有しない人の任用が制限される職務（代表例）】 

○ 公権力の行使に該当する業務 

公権力の行使に該当する業務とは、市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務、市民に義務や負

担を一方的に課す内容を含む業務、市民に対して強制力をもって執行する業務、その他公権力の行使に該当す

る業務です。 

  〔代表的な業務の具体例〕 

   ・税の徴収、滞納処分 

・道路法等に基づく許認可 

   ・開発行為許可 

   ・農地転用許可 

○ 公の意思の形成への参画に該当する職 

部長級、次長級、課長級のうち、市行政について企画・立案および決定（基本計画の策定、予算査定、組織

人事労務管理）に参画する職 

(2) 日本国籍を有しない人は、採用時に当該業務に従事可能な在留資格がない場合は採用されません。 

 

10 試験結果の開示 

この試験の結果については、口頭により開示を請求することができます。 

電話等による請求では開示できませんので、開示を請求する場合は、受験者本人が本人であることを証明する書類（顔

写真入りのマイナンバーカード、学生証、運転免許証、旅券等）を持参の上、次の開示受付期間中の午前９時から午後

５時までの間に、湖南市役所東庁舎２階人事課にお越しください。（ただし、日曜日、土曜日および国民の祝日に関す

る法律に規定する休日は受付しておりません。） 

 

試 験 開示請求できる者 開示内容 開示受付期間 開示場所 

第１次試験 第１次試験受験者 
第１次試験の得点

および順位 

第１次試験合格発表

の日から１箇月間 湖南市役所東庁舎

２階人事課（湖南市

中央一丁目１番地） 
第２次試験 第２次試験受験者 

第２次試験の得点

および順位 

第２次試験合格発表

の日から１箇月間 

 

11 その他 

 (1) 自然災害等による試験日程の変更およびその他の緊急連絡は、湖南市ホームページに掲載するため、必ず確認して

ください。個別の連絡は行いません。 

 (2) 新型コロナウィルス感染症の対応については、次のとおりします。 

・ 感染症拡大の状況により、試験日程、試験方法等を変更する場合があります。その場合には、個別の連絡は困難

なため、必ず湖南市ホームページを確認してください。 

・ 受付は、整列の距離間隔を十分に確保した上で行うため時間を要します。受付には余裕をもってお越しください。 

・ 試験会場は、窓の開放等による換気を行います。必要に応じて上着等の準備をしてください。 



・ マスクの着用等、個別の対策を行ってください。 

 

12 採用試験に関する問い合わせ先 

   〒520-3288 

    滋賀県湖南市中央一丁目１番地 

湖南市役所総合政策部人事課  

電話 0748-72-1290（代表） 内線 2011、2012 

 0748-71-2312（直通） 

FAX 0748-72-1146 


