令 和 ２ 年 度

四日市港管理組合職員採用試験受験案内
試 験 日 令和２年１１月２２日（日）
受付期間 令和２年９月１６日（水）から１１月４日（水）まで
四日市港管理組合経営企画部総務課
令和２年９月９日（水）

１

募集職種、採用予定数及び職務内容
募集職種
技術職
（土木）
技術職
（電気）

採用予定数

職務内容

約１名

土木事業に係る計画、設計及び施工管理等に関する
技術的業務並びに港湾の管理運営等に関する一般行
政事務に従事します。

約１名

港湾施設の機械設備及び電気設備に係る設計、施工・
維持管理等に関する技術的業務並びに港湾の管理運
営等に関する一般行政事務に従事します。

※ 採用予定数は、今後の採用計画等の見直しにより変更になる場合があります。

２

受験資格

（１）受験資格があるのは、次に該当する人です。
職種区分

技術職
（土木）

技術職
（電気）

年齢

学歴等

平成３年４月２
日から平成１５

学校教育法に基づく高等学校、短期大学若し
くは高等専門学校又は大学において土木科又
はこれに相当する学科若しくは課程を修めて
卒業した（又は令和３年３月３１日までに卒
業見込みである）人

年４月１日まで
に生まれた人

学校教育法に基づく高等学校、短期大学若し
くは高等専門学校又は大学において機械科、
電気科又はこれらに相当する学科若しくは課
程を修めて卒業した（又は令和３年３月３１
日までに卒業見込みである）人

※ 合格発表後に履修科目が分かる証明書（成績証明書、履修科目証明書など）
の提出を求めます。
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（２）次のいずれかに該当する人は受験できません。
ア 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
イ 四日市港管理組合職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から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
※ 日本の国籍を有しない人も受験できます。ただし、永住者又は特別永住者の
在留資格を有する人に限ります。
※ 受験申込書に虚偽の記載等が確認された場合は、職員として採用される資格
を失う場合があります。

３

試験の日時、会場及び合格者発表
令和２年１１月２２日（日）
（時間割・予定）
８時４０分
受付開始
日時

会場

合格者発表
（予定）

９時００分
９時２０分
１１時００分
１２時００分
１３時００分
１４時４０分

注意事項説明等
教養試験（９０分）
適性検査（６０分）
昼食・休憩
専門試験（９０分）
人物試験

四日市港ポートビル２階
（四日市市霞２丁目１番地１）
令和２年１２月４日（金）
郵便にて受験者本人に通知するとともに、四日市港管理組合
ホームページにも掲載します。

※ やむを得ない事情により、試験日時、試験会場、合格発表日等を変更する場
合があります。
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４

試験の方法
試験種目
教養試験

配点（点）

基準点

内容

50

標準点 25 点か
つ正答率 35％

公務員として必要な一般的知識及
び知能についての択一式による筆
記試験を行います。（30 題 90 分）

標準点 25 点か
つ正答率 35％

募集職種に応じ、それぞれに必要な
専門的知識及び能力についての択
一式による筆記試験を行います。
（30 題 90 分）

専門試験

50

人物試験

100

適性検査

配点なし

60 点

人柄、性格等について、面接カード
※１

「適」

を使用した個別面接を行います。
職務遂行に必要な適性について、検
査を行います。（60 分）

※ やむを得ない事情により、試験種目を変更する場合があります。
※１ ６段階で評定し、上位５段階に評定されること。
（評定結果に応じて配点さ
れます。）
（１）試験問題について
① 教養試験及び専門試験の試験問題は高等学校卒業程度で、活字印刷文で出題
します。
② 教養試験、専門試験の出題分野については、下表のとおりです。
試験種目

職種区分

出題分野

教養試験

共通

社会、人文、自然に関する一般知識及び文章理解、
判断推理、数的推理、資料解釈に関する一般知能

技術職
（土木）

数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力
学、水理学、土質工学）、土木構造設計、測量、社会
基盤工学、土木施工

技術職

数学・物理・情報技術基礎、電気基礎、電気機器・
電力技術・電子計測制御、電子技術・電子回路・通

専門試験
（電気）

信技術・電子情報技術

（２）得点及び合格者の決定方法について
① 教養試験及び専門試験については、標準偏差を用いた標準点を使用しており、
受験者の点数はおおむね 0～100 点に分布しています。実際の配点は、前記に
よる標準点に 0.5 をかけて算出します。
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② 合格者は、原則として全ての基準点を満たす受験者のうち、総合得点の高い
人から順に採用予定数を勘案して決定します。ただし、基準点に達しない試
験種目が一つでも存在する場合は、他の試験種目の成績にかかわらず、原則
として不合格となります。
（基準点についてはおおむねの基準であり、採用予
定数確保のため変更する場合があります。）

５

受験手続
「受験申込書」に必要事項を記入のうえ、下記の書類を郵送又
は持参してください。
（郵送の場合）
申込方法

提出書類

提出先

受付期間
及び時間

「受験申込書」を角形２号(33cm×24cm 程度の大きさ)の封
筒に入れ、封筒の表に「採用試験受験申込み」と朱書きし、
必ず簡易書留郵便で送付してください。
（個人情報の取扱い）
受験に際して提出された書類等は一切返却しません。なお、
採用試験において取得した個人情報は、採用試験及び採用に
関する事務以外の目的では使用しません。
①受験申込書（６か月以内に撮影した脱帽正面上半身の写真
（縦 4cm・横 3 ㎝）を貼ること）
②面接カード
四日市港管理組合 経営企画部 総務課
〒５１０－００１１
四日市市霞２丁目１番地１（四日市港ポートビル９階）
令和２年９月１６日（水）から１１月４日（水）まで
（消印有効）
午前８時３０分から午後５時１５分まで
（ただし、土・日・祝日は除きます。）
※ 上記の受付期間を過ぎた申込みは受付できません。

※ 受験申込書に虚偽の記載等が確認された場合は、職員として採用される資格
を失う場合があります。
※ 合格発表後に履修科目が分かる証明書（成績証明書、履修科目証明書など）
の提出を求めます。
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６

試験成績の提供

受験者のうち希望者には、試験成績を提供します。
なお、電話、はがき等による請求はできませんので、受験者本人が、本人である
ことを証明する書類（運転免許証、健康保険の被保険者証、学生証等）を持参のう
え、経営企画部総務課へお越しください。
請求できる人

受験者本人

提供内容

受験者本人の試験種目ごとの得点、総合得点及び総合順位

提供期間

合格発表日から１年間
午前８時３０分から午後５時１５分まで

及び時間

提供場所

（ただし、土・日・祝日は除きます。）
四日市港管理組合 経営企画部 総務課
（四日市市霞２丁目１番地１ 四日市港ポートビル９階）

※ 基準に満たない試験種目がある場合は、総合順位の提供はありません。

７

合格から採用まで

（１）この試験の合格者の採用は、原則として令和３年４月１日です。
（２）日本の国籍を有しない人の任用に当たっては、「公権力の行使又は公の意思の
形成への参画に携わる職務を行うためには日本国籍が必要である」という公務
員の基本原則に沿った任用が行われます。
（「公権力の行使又は公の意思の形成
への参画」に該当する業務例等については、下表を参考としてください。）
公権力の行使に該当する業務例
各種許認可、改善措置命令、補助金
等の交付決定
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公の意思の形成への
参画に該当する職
部長級、次長級、課長級等の職のうち、
管理組合行政について企画、立案及び
決定に参画する職

８

給与、勤務時間及び休暇

（１）この試験に合格し、採用された場合には、
「四日市港管理組合職員の給与に関す
る条例」等の規定による給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉
手当等の諸手当が支給されます。
令和２年４月１日現在における職員の初任給は、おおむね次のとおりです。
（大学卒）200,800 円 （短大卒）182,700 円 （高校卒）170,300 円
（金額は地域手当（10%）を含みます）
※ 卒業後の経歴によって、一定の基準により加算されることがあります。
（２）勤務時間は午前８時３０分から午後５時１５分までの７時間４５分（月曜日か
ら金曜日まで）です。
（３）年次有給休暇は、１年につき２０日（採用年は、４月１日の採用の場合１５日）
あり、このほか特別休暇等があります。

◎

受験上の注意事項（持ち物等）

（１）試験の当日には、筆記用具（HB 又は B の鉛筆数本、黒のボールペン、消しゴ
ム）、昼食を持参してください。
（２）携帯電話等は、試験会場に入る前に必ず電源を切ってください。
（３）服装は特に指定しておりません。
（４）試験会場は、禁煙となっています。

◎

新型コロナウイルス感染症への対応

（１）新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方、濃厚接触者として健康
観察中の方、発熱等の症状のある方は、他の受験者等への感染のおそれがある
ため、当日の受験を控えていただくようお願いします。
（２）試験会場では、感染予防のため、マスクの持参及び着用をお願いします。
（３）試験会場入口にアルコール消毒液を設置しますので、手指消毒を行ったうえで
入場してください。
（４）試験中は換気のため、適宜、扉を開放します。
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◎

試験会場案内図
四日市港ポートビル
所在地
四日市市霞２丁目１番地１
アクセス 〈鉄道〉
JR 関西本線「富田浜」下車徒歩１５分
〈自動車〉
東名阪自動車道・四日市東 IC より富田山城線を東へ約７km
伊勢湾岸自動車道・みえ川越 IC より四日市・いなばポートライン
を南へ約５km
〈駐車場〉
ポートビル正面７６台(無料)

◎

この試験に関する問い合わせ先
四日市港管理組合 経営企画部 総務課 総務担当 酒井・宇野
〒５１０－００１１

四日市市霞２丁目１番地１（四日市港ポートビル９階）

ＴＥＬ ０５９－３６６－７００７
職員採用情報ホームページ http://www.yokkaichi-port.or.jp/yp-jobs.html
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