
正規職員採用サイトへ

2020年度

長浜市職員
採用案内

■職員採用試験実施結果　過去実績

■職員採用までの流れ

■勤務条件

■初任給

■受験案内入手方法

■受験申込方法

長浜市職員選考委員会お問い

合わせ

■手当

職　　　　種

勤務時間

大学卒 187,200円 189,700円

短大卒 164,200円 173,700円

高校卒 153,000円 ー

行政職など 幼児教育職

休日 休暇制度 福利厚生

一般事務職（上級）

8:30～17:15

※配属先によって異なる

場合があります。

ボーナス（期末勤勉手当）が年２回支給されるほか、通勤手当、地域手当、扶養手当、

住居手当などの諸手当があります。

●ホームページからダウンロードする

各試験区分の受験案内を確認してください。

〒526–8501

滋賀県長浜市八幡東町632番地　長浜市役所人事課内

TEL  （0749）65–6502（直通）　FAX（0749）63–4111

URL  https：//www.city.nagahama.lg.jp/

E-mail　 jinji@city.nagahama.lg.jp

最新の情報は長浜市ホームページなどで確認ください。

●配布場所で受け取る

長浜市職員採用案内ページへは次のとおり検索してください。

長浜市役所(本庁舎1階受付、北部振興局、各支所)

長浜市職員選考委員会（長浜市役所本庁舎4階人事課）

長浜市正規職員募集

※受験案内は、2020年５月下旬に公開予定です。

土曜日、日曜日、祝日、

年末年始（12月29日～

１月3日）

※配属先によって異なる

場合があります。

年次有給休暇（年間20日）

特別休暇（夏季、結婚、産前産後、ボラン

ティアなど）、介護休暇、育児休業など

（女性職員の育児休業取得率は100%

です。）

定期健康診断・メンタルカウンセリング

などの健康管理事業や人間ドックの一部

援助、宿泊施設利用助成、慶弔給付事業

などがあります。また、共済制度として、

「市町村職員共済組合」による短期給付

（健康保険）や、長期給付（年金）などが

あります。

10人程度 10人

キャリアチャレンジ枠（社会人経験者）  4人程度  3人

土木技術職（上級）  若干人  1人

建築技術職（上級）  若干人  1人

保健師職（上級）  3人程度  1人

 2人  2人管理栄養士（上級）

幼児教育職

20人程度 22人

幼児教育職（経験者）

募 集 人 数 最 終 合 格

2019年度の主な結果（2019年10月１日時点）

2019年10月現在

※上の図は標準的な流れを示しています。職種によって試験内容、試験実施時期は異なります。採用試験受験案内で必ず確認してください。

※筆記試験(1次試験)については、教養試験（従来型）に代えてSPI試験を実施します。（一般事務職（上級）のみ従来型の教養試験とSPI試験のいずれかを選択できます。）

※学歴や職歴によって、一定の基準に基づいた金額が加算される場合があります。

受験案内

申込書配布

第1次試験

筆記試験など

第3次試験

個人面接

受験申込 第2次試験

集団面接・

集団討論など

合格発表

採用

5月下旬 7月下旬 9月中旬

6月ごろ ８月下旬 10月上旬

4月

頑張る気力
忍耐強く最後までやり抜く人

発見、地域の課題
解決に向けて自ら考える人

視野が広く、

豊かな想像力
未来を創造する人

長浜市に誇りを持ち、
長浜市が大好きな人

真
心
こ
め
て
、お
も
て
な
し

誠
実
に
対
応
で
き
る
人

何
事
も
挑
戦

積
極
的
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
人

求
ム
。
求
ム
。



一般事務職

原田 和範 （2019年採用）

市民協働部
スポーツ振興課 土木技術職 

松井 泰子 （2019年採用）

都市建設部
道路河川課 幼児教育職

野瀬 成美 （2019年採用）

たかつき認定こども園

一般事務職

北川 千映子（2019年採用）

市民生活部
市民課 保健師職

横山 みなみ（2019年採用）

健康福祉部
健康推進課 幼児教育職

寺橋 朋広 （2019年採用）

とらひめ認定こども園

　長浜市では「めざすまちの姿」を『新たな感性を生かし　みんなで未来を創るまち 長浜』と定め、
『Challenge（挑戦）&Creation（創造）』を合言葉に、長浜で暮らし続けたい、長浜で暮らして良かったと
思えるまちづくりをめざしています。
　これまでの枠組みや価値観を超えた自由な発想(新たな感性)で、新しいまちづくりに挑戦できる人材を
求めています。

　私は、出産･育児を機に、より地域に根ざし
た形で働き続けたいと思い、転職を決意し入庁
しました。
　現在は、主に道路等の改良工事や橋の点検
等を担当しています。業務では自ら考えること
が多く、また市民の生活や安全に直結するため、
緊張感や責任感があり充実した日々を過ごし
ています。
　今後も様々な業務を経験し、安心で快適な
暮らしづくりに貢献したいです。

　誰もが生涯自分らしく幸せに生活できるよう、
疾病予防という視点から人々の暮らしと健康を
支えたいと思い、保健師として入庁しました。
　現在は、健康診断や健康に関する相談等を
通じて市民の健康づくりに取り組んでいます。
　市民一人ひとりが思い描く幸せの実現に向けて、
市民の方 と々協働しながら、健康という側面か
ら生活をサポートしていきたいです。

　私は、以前旅行会社に勤務していました。
在職中に身に付けた「おもてなし」の精神を
モットーに、スポーツツーリズムを通し、魅力
たっぷりの長浜市をより活性化させたいと思い、
入庁しました。
　現在は、スポーツ振興課で2020年に開催
される東京オリンピック・パラリンピックの聖火
リレー事業に携わっています。
　今後も、スポーツを通して、長浜市を盛り上げ
ていきたいです。

　生まれ育った長浜で感じる人の温かさや魅力
溢れる長浜のまちを発信したいと思い入庁しました。 
　現在、証明書発行やマイナンバーに関する業務
を行っています。窓口に来庁される市民の方々の
ニーズは生活に密接しており、個人情報を取り扱う
ため常に緊張感と責任感を持って取り組んでいます。 
　今後様々な業務を経験することで積極的に視野
や見聞を広め、長浜に住み続けたいと思っていた
だけるようなまちづくりをしていきたいです。

　生まれ育った長浜市に就学前教育の面から
貢献したいと思い、入庁しました。
　現在、２歳児の担任をしています。明るいクラス
づくりや自分自身の成長のため、何事にも笑顔で
前向きに取り組むことを大切にしています。
　今後も、子どもたち一人ひとりに寄り添い、
保護者の方からも信頼される保育者になりた
いです。

　長浜市の就学前教育では、健やかで心豊かな
子どもを目指し、運動あそびに取り組んでいま
す。私は体を動かすことが得意なことを活かし、
運動することの楽しさを子どもたちに伝えたい
と思い、入庁しました。
　この仕事の一番の魅力は、子どもたちの日々
の成長を間近に感じられることです。今後も、
一つひとつの『できた！』が自信に繋がっていく
ように、励まし、喜び合い、豊かな心と体を育ん
でいきたいです。

先輩職員に志望理由を聞いてみました！

長浜市ってこんなところ
知って欲しい基本情報！

　長浜市は、滋賀県の東北部に位置し、北は福井県、東は岐阜県に接しています。びわ湖と同じ面積の広大な市域

は、自然豊かで四季折々の美しい景色が楽しめます。また、長浜曳山祭（ユネスコ無形文化遺産）や雨森芳洲関係

資料（ユネスコ世界の記憶）といった、世界が認めた宝をはじめ、国・県・市が指定した文化財が４５０件あるなど、

歴史の重みと文化の薫りは日本一です。

採用後はどうやってステップアップしていくの？
教えて人事担当者さん！

Rookie Veteran Hama  Boss

The road to Hama　Boss

半熟の10年 習熟の10年 円熟の10年

長浜市章

★

★

●基本データ　[2019年10月1日現在] ●財政状況
面　積：539.63㎢（面積はほぼ琵琶湖と同じ）
　　　　※琵琶湖を入れると681.02㎢
人　口：118,103人
世帯数：46,301世帯

一般会計予算規模525億円（2019年度）

・目標を持って、自ら考え行動します。
・必要な知識や技術を身に付けます。
・市民や仲間との信頼を築きます。

※このリーフレットは、2019年採用職員が作成しました。

・主戦力として、バリバリ働きます。
・新しい視点で、施策･政策を提案･実施します。
・チームリーダーとして、後輩を指導します。

・市政経営に必要なスキルを発揮します。
・自ら率先して、人づくり･組織づくりを進めます。
・自ら範となり行動することで、後進の指導･教育
 に尽力します。

Q


