
    

    

    

    

    

    

    

                                                                    

    

１． 受験案内配布期間及び受付期間 

  平成３０年７月６日（金） ～ ８月１３日（月） 

（電子申請による受付期間：７月６日（金）～８月６日（月）） 

２． 試験区分・職種・採用予定人員及び受験資格 

試験区分・職種 採用予定人員 受  験  資  格 

初 級 事 務 

（高校卒業程度） 
若干名 

平成７年４月２日から平成１３年４月１日までに生ま

れた者で、高等学校以上（４年制大学在学者・卒

業者を除く）を卒業した者及び平成３１年３月に卒

業見込みの者又は同程度の学力を有する者 

初 級 土 木 

（高校卒業程度） 
若干名 

平成３年４月２日から平成１３年４月１日までに生ま

れた者で、高等学校以上（４年制大学在学者・卒

業者を除く）を卒業した者及び平成３１年３月に卒

業見込みの者又は同程度の学力を有する者 

保 育 士 

（短大卒業程度） 
１人程度 

平成元年４月２日から平成１１年４月１日までに生ま

れた者で、保育士免許を有しているか、平成３１年

３月末までに当該免許を取得する見込みの者 

消 防 吏 員 

（大学卒業程度） 
若干名 

平成５年４月２日から平成９年４月１日までに生まれ

た者 

消 防 吏 員 

（高校卒業程度） 
若干名 

平成５年４月２日から平成１３年４月１日までに生ま

れた者で、高等学校以上（４年制大学在学者・卒

業者を除く）を卒業した者及び平成３１年３月に卒

業見込みの者又は同程度の学力を有する者 

◎ 次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

(1) 日本の国籍を有しない者 

(2) 成年被後見人又は被保佐人 

(3) 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

の者 

(4) 長門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 

(5) 日本国憲法の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者 

 ＜注＞ 

※ 受験資格がないことが判明した場合は合格を取り消します。また、申込書に正しくない内容

を記載していたことが判明した場合は、合格を取り消す場合があります。 

長門市役所企画総務部総務課人事係 

〒759-4192 長門市東深川 1339 番地 2 

Tel: 0837(23)1114(直通) 

e-mail:jinji@city.nagato.lg.jp 

平成３０年度 長門市職員採用試験 

（初級事務：初級土木：保育士：消防吏員） 

受 験 案 内 



※ 長門市消防吏員に採用された場合は、職務の関係上、長門市内に居住していただくことに

なります。 

 

３． 試験の日時及び場所 

 試験は、第 1次試験及び第 2次試験とし、第 2次試験は第 1次試験合格者について行います。 

区   分 日   時 場   所 

第１次試験 

平成３０年 ９月１６日（日） 

＜受付＞午前 8時 30 分～午前 8時 50 分 

＜試験＞ 

初級事務：午前 9時 10分～午後 2時 10分 

初級土木：午前 9時 10分～午後 4時 00分 

保 育 士：午前 9時 10 分～午後 4時 00 分 

消防吏員：午前 9時 10分～午後 4時 30分 

長門市役所・長門市物

産観光センター 

※消防吏員の体力

検査は場所を移動

して行います。 

第２次試験 

平成３０年１０月下旬（予定） 

（詳細については、第１次試験合格通知の際

にお知らせします。） 

長門市役所 

 

４．試験の方法、内容等 

（１） 第１次試験 

 試験職種区分に応じ、次の表のとおり実施します。 

試験職種 試験名 試 験 の 内 容 試験時間 

初級 

事務 

教養試験 

（択一式） 

時事、社会・人文及び自然に関する一般知識

並びに文章理解、判断・数的推理及び資料解

釈に関する能力を問う 

２時間 

適性検査 
職場への適応性を職務や対人関係に関連す

る性格の面からみる検査 
３０分 

作文試験 課題による筆記試験 １時間 

土木 

教養試験 

（択一式） 

社会についての関心や基礎的・常識的な知

識、職務遂行に必要な基礎的な言語能力・論

理的思考力を問う 

１時間 

１５分 

専門試験 

（択一式） 

数学、物理、情報技術基礎、土木基礎力学、

（構造力学、水理学、土質力学）、土木構造

設計、測量、社会基盤工学、土木施工 

１時間 

３０分 

適性検査 
職場への適応性を職務や対人関係に関連す

る性格の面からみる検査 
３０分 

作文試験 課題による筆記試験 １時間 

保 育 士 

教養試験 

（択一式） 

社会についての関心や基礎的・常識的な知

識、職務遂行に必要な基礎的な言語能力・論

理的思考力を問う 

１時間 

１５分 

専門試験 

（択一式） 

社会福祉､児童家庭福祉（社会的養護を含

む。）、保育の心理学、保育原理、保育内容及

び子どもの保健（精神保健を含む。） 

１時間 

３０分 



適性検査 
職場への適応性を職務や対人関係に関連す

る性格の面からみる検査 
３０分 

作文試験 課題による筆記試験 １時間 

消防吏員 

教養試験 

（択一式） 

（大学卒業程度） 

時事、社会・人文及び自然に関する一般知識

並びに文章理解、判断・数的推理及び資料解

釈に関する能力を問う（大学卒業程度） 
２時間 

教養試験 

（択一式） 

（高校卒業程度） 

時事、社会・人文及び自然に関する一般知識

並びに文章理解、判断・数的推理及び資料解

釈に関する能力を問う（高校卒業程度） 

体力検査 

消防職員の適応性を体力面からみる検査（立

ち幅とび、シャトルラン、懸垂、上体起こし、

握力、反復横とび、長座体前屈） 

※ 運動できる服装に着替えていただきま

す。 

１時間 

３０分 

程度 

適性検査 
消防職員としての適応性を、性格的な面と機

器運用技能の面からみる検査 

25 分・

15 分 

作文試験 課題による筆記試験 １時間 

※ 消防吏員の受験をされる方は体力検査実施のため、試験当日は運動できる服装、運動靴等（屋

外用運動靴及び屋内用運動靴）を持参してください。また、各自、十分な準備体操はもちろん、体

調を整えて体力検査に臨んでください。 

 

（２） 第２次試験 

試験職種 試験名 試 験 の 内 容 

初級事務 

初級土木 

保 育 士 

消防吏員 

口述試験 主として人物について、個別面接により行います。 

 



５．合格の発表 

（１） 第１次試験合格者    １０月上旬 

（２） 第２次試験合格者    １１月上旬 

※ 試験結果は、文書で受験者全員に通知します。 

 

６．採用の時期及び給料 

（１） 合格者は、長門市が作成する任用候補者名簿に登載され、採用の必要が生じたとき、このう

ちから採用者を決定します。 

   この名簿は、原則として平成３２年３月３１日までの間有効です。採用は、原則として平成

３１年４月１日以降となります。 

（２） 給料は各人の経歴によって異なりますが、市条例の定めるところにより給料、扶養手当、通

勤手当、期末・勤勉手当等が支給されます。 

 

７．試験結果の開示 

第１次試験結果（第１次試験不合格者のみ）につきまして、自己情報の開示請求ができます。

なお、電話、はがき等による開示請求は一切できませんので、受験者が本人であることを証明す

る書類（運転免許証等）を持参の上、直接、長門市役所３階、企画総務部総務課人事係へお越し

ください。 

 （１）開示期間     第１次試験結果通知から６か月間 

 （２）開示内容     第１次試験各試験の得点及び総合順位 

 

８．受験手続き及び受付期間 

（１） 受験申込書の請求 

企画総務部総務課又は長門市消防本部に請求してください。本庁受付窓口、各支所、各出張所、

西消防署にもあります。郵便で受験申込書を請求する場合には、１２０円分の切手を貼り郵送先

を記入したＡ４の紙が入る封筒（角２）を同封の上、長門市役所企画総務部総務課人事係に封書

で請求してください。 

（２） 受験の申込み及び受付場所 

①持参又は郵送による場合 

受験申込書に自筆で必要事項を記入し、写真を貼付して 

初級事務・土木、保 育 士 → 企画総務部総務課人事係 

消防吏員 → 長門市消防本部総務課庶務係 

に提出してください。 

②電子申請による場合 

  長門市ホームページにアクセスし、画面上の申込方法及び注意事項を確認の上申し込んで

ください。後日、後日、後日、後日、長門市所定の長門市所定の長門市所定の長門市所定の申込書を郵送しますので、第１次試験日、当日に持参申込書を郵送しますので、第１次試験日、当日に持参申込書を郵送しますので、第１次試験日、当日に持参申込書を郵送しますので、第１次試験日、当日に持参

してください。してください。してください。してください。 

（３） 受付について 

①持参又は郵送による場合 

土曜日、日曜日を除き、平成３０年７月６日（金）から８月１３日（月）の午前８時３０

分から午後５時１５分まで受け付けます。郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」



と朱書して、必ず簡易書留で郵送してください。と朱書して、必ず簡易書留で郵送してください。と朱書して、必ず簡易書留で郵送してください。と朱書して、必ず簡易書留で郵送してください。なお、なお、なお、なお、８月８月８月８月１１１１４４４４日までの消印のあ日までの消印のあ日までの消印のあ日までの消印のあ

るものを有効としますが、８月るものを有効としますが、８月るものを有効としますが、８月るものを有効としますが、８月１１１１４４４４日に郵送する場合は日に郵送する場合は日に郵送する場合は日に郵送する場合は、簡易書留の速達、簡易書留の速達、簡易書留の速達、簡易書留の速達でででで郵送郵送郵送郵送しししし

てください。てください。てください。てください。    

②電子申請による場合 

  平成３０年７月６日（金）午前９時から８月６日（月）午後５時までに到着したものに限

り受け付けます。 

（４） 問い合わせ先 

  この試験の詳細については、長門市役所企画総務部総務課人事係まで問い合わせてください。   

℡ 0837-23-1114（直通） 

 

 



 

＜試験職種等の記入方法＞＜試験職種等の記入方法＞＜試験職種等の記入方法＞＜試験職種等の記入方法＞    

 受験申込書「試験職種」欄は、必ず記入してください。 

○「初級事務」、「初級土木」、「保育士」、「消防大学」、「消防高校」と記入してください。 

                          （※欄は、記入しないでください。） 

                          

 

長門市職員採用試験受験申込書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   至三隅・萩 

 

 
 

 

 至油谷      国道１９１号   

 

 国道３１６号 

 

                      至湯本・美祢 

 

 

 

試験職種 初級事務 ※受験番号  

例 

長門市役所 

（受験会場） 

長門市物産観光セ

ンター（受験会場） 

長門商工

会議所 

消 防 署 

Ａコープ 

JＡ 

新庁舎建設の

ため工事中 

受験者 

駐車場 

試験会場案内図 

 

受験者

駐車場 

簡易 

裁判所 


