
令和４年度 第１回 
≪一般事務（上級、福祉枠）・土木技師≫ 

吉川市職員採用試験受験案内 
筆記試験 ＜日程＞ 令和４年７月１０日（日） 

 ＜会場＞ 吉川市役所 
 

 

 

吉川市が求める職員像 
 

市民の幸福感の向上をめざし、 

共にまちを想い、共にまちを創る職員 
 

 

 

 

１ 試験区分等 
 

▼令和５年４月１日採用予定 
試験区分 

採用予定人数 受験資格 
記号 職種 

Ａ 
一般事務 

（上級） 

１０名程度 

平成 6年 4 月 2日から平成 13年 4 月 1日までに生まれた方 

Ｂ 
一般事務 

（福祉枠） 

平成 4年 4 月 2日以降に生まれ、社会福祉主事任用資格（下記①～

③のいずれかに該当）を有する方又は令和 5年 3月までに資格取得

見込みの方 

①大学等において厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目

を３科目以上履修して卒業した方 

②社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会

の過程を修了した方 

③社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する方 

Ｃ 土木技師 若干名 平成 6年 4 月 2日から平成 15年 4 月 1日までに生まれた方 

 

※受験資格注意事項を必ずご確認ください。 

※一般事務（福祉枠）で採用された場合でも、他の一般事務と同様に全ての部署に異動することがあ

ります。 
 

 

２ 受験資格注意事項 

 

次に該当する人は地方公務員法第 16条の規定により受験できません。 

・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人 

・吉川市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない人 

・日本国憲法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人 
 



３ 試験内容 
 

試験 職種 試験内容 合否通知 

第
１
次
試
験 

書類選考 全職種 
自己セールスシート

（様式３） 

※申込時に提出 

学生時代に学び、取り組んで

きたことや、職務等の経験を

吉川市のまちづくりにどのよ

うに活かしていきたいのかを

記入。吉川市行政への関心や

貢献意欲、表現力を評価。 

令和４年６月下

旬に吉川市ホー

ムページにて合

格者の受験番号

を発表します。

なお、合格者に

のみ郵送で通知

します。 

第
２
次
試
験 

筆記試験 

（7/10） 

一般事務（上級） 
教養試験（120分） 

※大卒程度 
公務員として必要な一般知識

及び知能についての多肢択一

式試験。 
第２次試験受験

者全員に郵送 

（７月下旬） 

一般事務（福祉枠） 
教養試験（120分） 

※高卒程度 

土木技師 
専門試験（120分） 
※大卒・高専卒程度 

職種に応じた専門的知識、技

術その他の能力についての多

肢択一式試験。 

第３次試験 

（８月中下旬） 
全職種 集団面接 

第３次試験受験

者全員に郵送 

（９月上旬） 

第４次試験 

（９月下旬～ 

１０月上旬） 

全職種 
・集団討論、適性検査【９月１８日（日）予定】 

・個別面接 

第４次試験受験

者全員に郵送 

（１０月下旬） 

※第２次試験以降の詳細については、それぞれ合格通知にてお知らせいたします。 

※最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、令和５年４月１日以降に採用されることとなります。 
 

 

４ 提出書類 
※吉川市ホームページにも様式を掲載しています。 

書 類 対 象 

① 申込書兼整理票・受験票（様式１） 

受験者全員 

② 履歴書（様式２） 

③ 自己セールスシート（様式３） 

④ 返信用封筒 （郵便の場合のみ） 

※詳細は、申込方法のその他欄をご覧ください 

⑤ 受験資格に関する資格を証明するものの写し又はそれら資格の

取得見込証明書 

試験区分Ｂ（一般事務（福祉枠））を受

験される方 

注：①､②にそれぞれ写真（縦４㎝､横３㎝）を貼り、様式１に添付されている「記載上の注意」を参照して必

要事項を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 申込方法（メールまたは郵便） 
 

項目 説明、注意事項など 

方法 メール 郵便 

期限 令和４年６月７日（火）正午までに送付 令和４年６月７日（火）必着 

宛先 

下記アドレスに送付してください。 

saiyou-y@city.yoshikawa.saitama.jp 

提出書類について、 

①～③はワードファイル、PDF ファイル（各１） 

⑤については PDF ファイルにて送付してください。 

〒342-8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地 

 吉川市役所 政策室職員担当 宛 

※封筒の表面に「採用試験申込書在中」と朱書きし

て、簡易書留郵便で送付してください（普通郵便

等による郵送事故等については、責任を負いませ

ん）。 

その他 

・メール受信確認後、１週間以内を目安に「受信確認

メール」を送付します。１週間以上経ってもメール

が届かない場合はご連絡ください。（6 月 6 日（月）

～7 日（火）受付分については、その日の正午まで

に受信確認をしたものについて、当日の 17 時までに

「受信確認メール」を送付します。） 

・受付後に受験票をメールにて送付します。6 月 20 日

（月）までに受験票が届かない場合、6 月 21 日（火）

までにご連絡ください。 

受付後に受験票を送付しますので、次の返信用封筒を

同封してください。 

・長型 3 号（23.5 ㎝×12 ㎝） 

・表面に受験者の郵便番号、住所、氏名（様）を記

入 

・244 円分の切手を貼付（特定記録郵便にて返送し

ます。切手の貼付忘れにご注意下さい） 

・6 月 20 日（月）までに受験票が届かない場合、6

月 21 日（火）までにご連絡ください 
 

 

６ 注意事項 
 

（１）提出された書類は返却いたしません。 

（２）提出書類の記載事項に虚偽等があった場合は、採用内定を取り消すことがあります。 

（３）受験時に介添え等が必要な場合は、お申込みの際に申し出てください。 

（４）次のとおり、採用試験に関する自己情報の簡易開示を行います。 

開示請求できる方 開示内容 開示期間 開示場所 

試験不合格者 

（本人来庁の場合に限る） 
順位 

各発表日から６か月間 

（土日祝日を除く午前８時３０分～午後５時） 

吉川市役所庁舎２階 

政策室職員担当窓口 
 

 

７ 令和３年度第１回職員採用試験実施結果 
 

職種 一般事務（上級） 一般事務（福祉枠） 土木技師 

採用予定人数 １０名程度 若干名 

申込者数 １１１名 １０名 ７名 

１次試験合格者数  ９９名 １０名 ７名 

２次試験（筆記試験）合格者数 ６１名 ７名 ２名 

３次試験合格者数 ３４名 ３名 １名 

４次試験合格者数 ８名 ０名 ０名 
 

 

８ 給与（令和４年４月１日現在） 
 

（１）初任給（地域手当含む） 

区分 初任給 備考 

大学卒 ２００，０２２円 
職歴などがある場合は、 

この金額に所定の額が加算されます。 
短大卒 １８２，００２円 

高校卒 １６９，７０６円 

（２）各種手当 

支給要件に該当する場合は通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当などが支給されます。 

 

mailto:saiyou-y@city.yoshikawa.saitama.jp


（３）賞与 

６月と１２月に、期末手当及び勤勉手当が支給されます。 

 

 

９ 勤務条件等 
 

（１）勤務時間及び休日・休暇 

勤務時間は、午前８時３０分から午後５時までで、土・日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）

が休みとなります。ただし、配属先によって異なる場合があります。 

また、休暇制度として、年次有給休暇（年間２０日付与）、結婚・出産・忌引等の場合に与えら

れる特別休暇、疾病療養のための病気休暇などがあります。 

（２）福利厚生 

共済制度により、住宅、自動車などの購入時に利用できる低利の貸付や、ディズニーランドや映

画館、スポーツクラブ、飲食店などの割引制度、契約旅館などの補助制度があります。 

（３）子育て支援制度 

子供が３歳になるまでの間休業できる育児休業制度をはじめ、小学校就学前の子供を養育等する

ための育児短時間勤務制度や部分休業制度、妻が出産する際に取得できる出産補助休暇等の制度が

あります。（多様な働き方を実践している企業等を埼玉県が認定する「多様な働き方実践企業」認

定制度において、吉川市役所は最高位のプラチナランクに認定されています。） 

 参考：令和３年度の男性育児休業取得率：５７％ 

（４）メンター制度 

先輩職員（メンター）が、仕事のやり方や社会人としてのマナーを教える指導・相談役となり、

新規採用職員をサポートする制度を運用しています。 
 

 

10 今後実施予定の令和４年度吉川市職員採用試験について 
 

試験名 職種 筆記試験日 採用予定人数 

第２回吉川市職員採用試験 

 

①一般事務（初級、中級、民間企業等経験者枠、

障がい者対象枠） 

②土木技師（民間企業等経験者枠） 

令和４年９月１８日（日） 各若干名 

第３回吉川市職員採用試験 一般事務（スポーツ枠） 若干名 

※第２回吉川市職員採用試験の詳細については 7月上旬公表予定の受験案内にて、 

 第３回吉川市職員採用試験の詳細については 12月上旬公表予定の受験案内にてお知らせいたします。 

※募集職種は変更になる場合があります。 
 

＜採用試験に関するお問い合わせ先＞ 

 

 

 

 

 

 

 
～吉川市の情報を掲載しています。ぜひご覧ください～ 

 

市公式ホームページ       市公式Twitter         市公式YouTube 

 

吉川市 政策室 職員担当 

〒342-8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地 

電 話 ０４８－９８２－９６９５（直通） 

F A X ０４８－９８１－５３９２ 


