
 

定例記者会見 令和元年７月２３日(火)１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

総務部 人事課 

（電話０５９－２２９－３１０６） 

総務部人事担当参事 

(兼)人事課長 

田中 啓介 

 

令和元年度津市職員新規採用試験・職務経験者採用試験を実施 
 

 令和元年度津市職員新規採用試験・職務経験者採用試験を実施します。その内容は、

別添資料のとおりです。 
 



新規採用試験
職務経験者採用試験

令和元年７月２３日

令和元年度

を実施津市職員



津市新規採用・職務経験者採用の計画的な実施

○採用者数の平準化による有為な人材の安定的な確保

①実働２，５００人体制の下での最大限の価値の創出

③新規事業への対応や市民サービスのさらなる向上のため、多様な
人材を採用

○令和３年開催予定の国民体育大会等への対応を見据えた長期的な
定員管理ビジョン

○職務経験者採用の継続実施…専門的な行政需要への行政サービスの拡大

④技術の伝承等のため、専門職の継続的な採用

②退職者数の増減を見据えた計画的な定員管理

○多職種の採用を継続的に実施

○業務と人員の在り方等の検討、定数外職員の補充 （育休代替任期付職員等）

基本方針



計９７人を採用予定

基本方針を踏まえ

令和２年４月１日入庁予定の採用職種・採用者数

○採用者数の平準化を基本とする採用
○継続的な技術の伝承等を進めるための多職種の採用
○専門的な行政需要に対応するための有為かつ多様な人材の採用

来年度における採用

１２職種 ８１人を採用予定新規採用試験

２職種 ４人を採用予定職務経験者採用試験

３職種 ９人を採用予定新規採用試験（前期日程）
※第１次試験 ７月７日実施済

３人を採用予定短期大学教員 ※別途採用予定



募集職種 採用予定人数

事務職 ３０人程度

事務職（身体障がい者対象） ６人程度

技術職（土木） （※） ３人程度

技術職（機械） （※） １人程度

技術職（電気） １人程度

技術職（化学） １人程度

令和元年度 新規採用試験の概要①

募集職種・採用予定人数

採用予定人数 計８１人程度
※上記人数のほか、前期日程において技術職（土木）６人程度、技術職（機械）２人程度、保健師１人程度
を採用予定 （第１次試験 ７月７日実施済）

募集職種 採用予定人数

保育士 １１人程度

保健師 （※） １人程度

技能員（清掃員等） １１人程度

技能員（調理員） ５人程度

消防職 ９人程度

幼稚園教諭 ２人程度



口述試験（個人面接）、
実地試験、実技試験、
課題解決力試験等

口述試験（個人面接）、
集団討議

教養試験、専門試験、
事務適性検査等

９月２２日

１０月２０日

１０月中旬～１０月下旬

１１月中旬～１１月下旬

※試験内容は職種により異なります

令和元年度 新規採用試験の概要②

試験方法・日程

第１次試験

第２次試験

第３次試験

日

日

事務職等

幼稚園教諭

最終合格発表 １２月中旬

保育士と幼稚園教諭の併願が可能



令和元年度 新規採用試験の概要③

受験資格の上限年齢を拡大

職種 受験可能年齢の上限
（採用年度４月１日時点）

事務職、技術職 中・高卒 ２７歳、
短大卒 ２９歳、
大学卒 ３１歳、
大学院卒 ３３歳

保育士、保健師 ３１歳

技能員 ３４歳

昨年度まで 今年度から

全職種
学歴に関係なく

３５歳まで
受験可能に！

受験機会の拡大

・３０歳代前半の転職
ニーズに応える

・多様な経験を持つ
意欲ある人材確保

・潜在保育士の確保

①転職市場の活性
②転職をキャリアアップ
と捉える志向
③結婚や子育てによる
離職者の再就職や
Ｕタ ーン就職を望む声

採用する側の
① 少子高齢化に伴う生産
年齢人口の減少
② 民間企業の人気の高まり
③ 自治体間の競争の激化

課題

求職者側の

現状



津市におけるメリット

市民サービスの
さらなる向上

幅広い年齢層の人が受験できる
ステップアップ・再チャレンジする機会を創出

津市へのＵ・Ｉ・Ｊターン就職
や転職を望む声

①即戦力として活躍が期待できる
②複雑・多様化する行政ニーズへの対応
③組織力の強化・組織風土の活性化

新規職員採用試験には
年齢制限が存在

平成２７年度から職務経験者を採用 （計４５人）

職務経験者採用試験の実施



募集
職種

採用予定
人数

受験資格

資格 職務経験 年齢

事務職 ３人程度 - ３年以上
３６歳から
５９歳まで

（令和２年４月１日時点）
看護師 １人程度

看護師
免許

３年以上
（医療機関等における看護師としての

職務経験に限る）

※職務経験は平成２６年４月１日～令和元年７月３１日の間における経験に限る

募集職種・採用予定人数・受験資格

採用予定人数 計４人程度

令和元年度 職務経験者採用試験の概要①



令和元年度 職務経験者採用試験の概要①

●社会福祉士、精神保健福祉士などの福祉に関する資格を有し、高齢者や障がい
者の相談業務、地域包括的支援業務への従事経験を有する人材

●ＡＩ（人工知能）を活用した業務の経験を有する人材

●経営やマーケティング等の知識や中小企業診断士の資格を有する人材

●財務諸表から経営状況などを読み取れるなど、企業会計に精通した人材

●ＴＶ番組の撮影・編集、ＤＴＰデザイン等の経験を有する人材

●スポーツ関連団体等の立ち上げや運営の経験を有する人材

●シンクタンク等での調査・研究及びコンサルティング業務への従事経験を有する人
材

※あくまで一例となります。津市では民間企業等で職務経験のある方を広く募集しています。

求める職務経験等の一例



募集職種 採用予定人数 申込者数 志願者倍率 採用者数 実質倍率

事務職 ３人程度 １７１人 ５７ 倍 ５人 ３４.２倍

言語聴覚士 １人程度 ３人 ３ 倍 １人 ３ 倍

事務職 ４人程度 １５６人 ３９ 倍 ４人 ３９ 倍

事務職 ３人程度 １７７人 ５９ 倍 ４人 ４４.２倍

技術職（土木） ２人程度 １２人 ６ 倍 １人 １２ 倍

技術職（建築） １人程度 ５人 ５ 倍 １人 ５ 倍

看護師 １人程度 ６人 ６ 倍 ２人 ３ 倍

事務職 ３人程度 ２１２人 ７０.６倍 ６人 ３５.３倍

技術職（土木） １人程度 ２３人 ２３ 倍 ５人 ４.６倍

看護師 ２人程度 ５人 ２.５倍 １人 ５ 倍

平
成

28
年
度

事務職 ５人程度 ４０２人 ８０.４倍 １１人 ３６.５倍
技術職（土木） ２人程度 ２７人 １３.５倍 ２人 １３.５倍
技術職（建築） １人程度 １６人 １６ 倍 ２人 ８ 倍

平
成
29
年
度

平成３１年度採用者１０６人のうち６人が職務経験者 （５．７％）

職務経験者採用試験の申込者数・採用者数等の状況

平
成

27
年
度

平成

30年度

平成

31年度



受付

第１次試験

エントリーシートによる書類選考

社会人基礎試験
口述試験（個人面接）

第２次試験
１０月２６日
１０月２７日

（予定）

口述試験（個人面接） 11月23日 又は24日
第３次試験

試験方法・日程

８月１日 から９月２７日 まで

知識、技術、能力等を活かして、どのような活躍・貢献ができるかや
どのような行政サービスを提供できるかをストーリー仕立てで記入

令和元年度 職務経験者採用試験の概要②

内容等

日

土

木 金

最終合格発表 １２月中旬

土 日

（予定）



３８歳大学卒 （職務経験１６年） の場合

年 収 ： 約５４０万円
職 位 ： 主査
想定条件 ： 配偶者、子２人あり
※上記には、各種手当 （扶養手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当（平均）等）が含まれています。

※上記年収は職務経験の内容により異なります。

職務経験者採用時点の職名・給与モデル

モデル①

５０歳大学卒 （職務経験２８年） の場合モデル②

年 収 ： 約７４０万円
職 位 ： 担当主幹
想定条件 ： 配偶者、子２人あり （子１人は１６～２２歳）
※上記には、各種手当 （扶養手当、期末・勤勉手当、管理職手当等）が含まれています。



受付期間

新規採用試験

受験案内
入手方法

令和元年７月２３日 から配布開始
津市ホームページからダウンロード
下記窓口において配布

火

人事課、消防総務課、教育総務課、案内 （市本庁舎１階）、
アストプラザ （アスト津４階）、各総合支所地域振興課、
各出張所等

受験案内配布・受付 新規採用試験・職務経験者採用試験

令和元年８月１日 ～令和元年８月２９日

令和元年８月１日 ～令和元年９月２７日

職務経験者採用試験

木 木

木 金



 

定例記者会見 令和元年７月２３日（火）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

国体・障害者スポーツ大会推進局 

総務企画課 

（電話 ０５９－２２９－３３７３） 

国体・障害者スポーツ大会 

推進局次長(兼)総務企画課長 

川合  毅 

 

２０２１三重とこわか国体・三重とこわか大会をＰＲ！ 

８月１日から 

国体・大会啓発デースタート！ 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



令和元年７月２３日

国体・大会啓発デー スタート！

三重とこわか国体・
三重とこわか大会をＰＲ！ ８月１日から

国体７９５日前 大会８２３日前



三重とこわか国体・三重とこわか大会をＰＲ

対象人数 ２，６９８人

着用対象
等

市職員がＰＲ用オリジナルポロシャツを着用

市職員がＰＲ用オリジナルネックストラップを着用

着用対象
等

津市実行委員会が作製し、正規職員、
育休代替職員、再任用職員、臨時職員
を対象に配付し、国体・大会をＰＲ

ネックストラップは、
令和３年の大会
終了まで着用

津市職員共済組合が作製し、正規職員、
育休代替職員、再任用職員に配付
職員が自分たちのポロシャツで、国体・大
会をＰＲ

対象人数 ４，２９８人



三重とこわか国体・三重とこわか大会をＰＲ

着用期間
令和元年８月１日（木）～９月３０日（月）
令和２年、３年のクールビズ期間

市職員が一斉にＰＲポロシャツを着用し、国体・大会を啓発する

国体・大会啓発デーが８月１日（木）からスタートします！

この期間中の毎週木曜日が
「国体・大会啓発デー」
市職員が一斉にＰＲポロシャツを着用
（他の曜日も着用可）

国体・大会への市民の関心、開催機運を高めます！



お問い合わせ先
三重とこわか国体・三重とこわか大会津市実行委員会（国体・障害者スポーツ大会推進局内）
〒514-0056  津市北河路町１９番地１ メッセウイング・みえ ２階

T E L 059–229–3373 ／ F A X 059–229–3260 E-Mail 229–3373@city.tsu.lg.jp

ツイッター、インスタグラム、

フェイスブックもやってるよ！

ぜひチェックしてね。

ホームページでは、市内で開催される
競技紹介や会場アクセス、イベントスケ
ジュールなどの情報を掲載しています。


	01（確定）第１号様式　令和元年度津市職員新規採用試験・職務経験者採用試験を実施
	01　ＰＰ　令和元年度津市職員新規採用試験職務経験者採用試験を実施
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	02　ＰＰ　２０２１三重とこわか国体・三重とこわか大会をＰＲ！８月１日から国体・大会啓発デースタート！



