
職員の給与・勤務条件など

勤務条件（勤務時間・休暇等）
●勤務時間
　週 38時間 45分
　原則として月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５
時15分まで（週休２日制）。
　※ただし、職種・勤務場所によって異なります。

●年次有給休暇
　原則として１年度につき 20日
　※採用された年度は採用月によって日数が異なります。
　※未使用日数は、翌年度に20日まで繰り越すことができます。

●その他の休暇
　夏季休暇、結婚休暇、病気休暇、看護休暇、介護休暇等。
　※一定の要件を満たした場合に取得できます。

●被服貸与
　従事する業務により、作業服等を貸与します。

●災害補償
　公務上又は通勤途上の災害（負傷・疾病・障害・死亡）については、
地方公務員災害補償法による補償の対象となります。

●主な子育て支援制度

制度 対象 内容男性 女性
産前・産後休暇 ● 原則産前８週間・産後８週間
出産補助休暇
育児参加休暇 ● 職員の妻が出産する場合

出産補助３日、育児参加５日

保育休暇 ● ● １歳未満の子の養育
１日２回（各 30分以内）

育児休業 ● ● 子が３歳に達する日まで

育児部分休業 ● ● 小学校就学前までの子の養育
１日を通じて２時間まで

育児短時間勤務 ● ● 小学校就学前までの子の養育
勤務時間の短縮

看護休暇 ● ● 家族を看護する場合
対象者１人６日、２人以上 10日

　※育児休業期間中は無給ですが、共済組合の手当金、互助会の
給付金が支給されます。

　※育児部分休業・育児短時間勤務の勤務していない部分は無給です。

給料・手当
●初任給（給料）
　原則として下の表のとおりです。なお、学歴及び職歴（上限５年）
に応じて一定の額の加算があります。
初任給（令和５年３月１日現在）　※地域手当（６％）含む。

区　分 初　任　給
行政職Ⅰ種
学芸員 約 196,300 円

行政職Ⅲ種
障害者を対象とした行政職事務職 約 163,900 円

資格免許職Ⅰ種 約 202,700 円
資格免許職Ⅱ種 約 184,500 円
消防職Ⅰ種 約 224,700 円
消防職Ⅲ種 約 185,000 円
技能労務職 約 161,000 円

●昇給・手当
　原則として年１回昇給します。
　手当については、期末・勤勉手当（ボーナス）が年２回（６月・
12月）あり、そのほかにも扶養・通勤・住居・時間外勤務手当等が、
要件に応じて支給されます。

採用試験に関する問い合わせ先
和歌山市人事委員会事務局

TEL 073-435-1371　FAX 073-435-1372
※土・日曜日及び休日を除く午前８時30分から午後５時15分まで。

採用試験に関する情報はこちら ➡➡➡
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人材育成
　新規採用職員の育成として、新規採用職員研修、地域活動研修、
新任主事研修、メンター制度等を実施。さらに、職員としての能力
向上等を図るための職場外研修を実施しています。
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よくある質問
● 行政職Ⅰ種事務職の［１型］と［２型］の違いは？
　試験の種目などが異なります。［１型］は幅広い分野での知識を
問う教養試験や専門試験を実施します。［２型］は民間企業の入社
試験で実施されることの多い一般教養試験を実施します。
　なお、どちらも採用後は同じ事務職として従事します。
　※試験種目など、詳しくは５ページをご覧ください。

●採用試験では、出身地、転職、出身校（学科）、新卒・既卒の別、
性別や年齢等による受験の有利、不利はありますか？
　採用試験は地方公務員法の平等取扱の原則に基づき実施しています
ので、市内・市外出身の別、男女の別や年齢等によって有利、不利
になることはありません。受験資格が満たされていれば、全ての方
に平等です。

● 昇任はどのように行われますか？
　昇任とは、いわゆる昇進のことで、上位の職位へ任命されること
です。和歌山市では、意欲と能力のある者が昇任できるように、
機会均等、能力主義に基づいた「昇任選考試験」等を実施しています。
受験資格には、在職年数、研修の受講等の要件があります。

　昇任（事務職の場合・令和５年３月１日現在）

福利厚生
●共済・互助制度
　療養費・退職後の年金・育児休業手当金等の給付、住宅・結婚・
医療・出産等のための貸付事業等、職員やその家族の福利厚生等の
増進を目的とした各種給付及び事業があります。
●健康管理
　定期健康診断、人間ドック助成、ガン検診助成等、職員が心身ともに
健康に働けるよう、健康保持増進が図られています。

※採用試験に関する情報等は和歌山市ホームページ、市報わかや
ま（市広報紙）、和歌山市公式ツイッターでお知らせします。

ベジタブルインキを使用しています。

お問い合わせ先　和歌山市人事委員会事務局　TEL 073-435-1371

受験者数・最終合格者数

試　験　区　分 第１次試験受験者 最終合格者

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 50 10

事務職［２型］ 222 22

事務職［UIJターン型］ 13 １

事務職（情報職） 5 1

化学職 6 ２

建築職 3 0

土木職 10 6

電気職 2 0

機械職 3 １

行政職Ⅲ種 事務職 41 ２

資格免許職Ⅰ種
保健師 ７ 2

栄養士 20 1

資格免許職Ⅱ種 保育士 29 ８

消防職Ⅰ種 35 6

消防職Ⅲ種 25 4

障害者を対象とした行政職事務職 32 ２

技能労務職

環境整備員 50 3

保育調理業務員 2 １

学校給食調理員 4 1

●上記表は、令和４年度中に令和５年４月１日付け採用予定として
実施された第１回・第２回採用試験の実績を記載しています。

試験の方法
第１次試験（試験種目・配点）
　　　　　　　　　　　　試験種目
試験区分

教養
試験

専門
試験

体力
試験

業務
適性
検査

行政職Ⅰ種（次を除く：事務職［２型・
ＵＩＪターン型］・（情報職））
資格免許職Ⅰ種（保健師）
資格免許職Ⅱ種（保育士）

100 100

行政職Ⅰ種（事務職［２型・ＵＩＪ
ターン型］・（情報職））

資格免許職Ⅰ種（社会福祉士・薬剤師）

障害者を対象とした行政職事務職

100

消防職Ⅰ種、消防職Ⅲ種 100 50
技能労務職 100

第２次試験（試験種目・配点）
　　　　　　　　　 試験種目   

試験区分

第 1次
試験結果

論文
試験

口述
試験

事務
能力
検査

適性
検査

体力
測定

以下の区分を除く区分 50 30 120 ○
行政職Ⅰ種（事務職［２型］） 50 120 30 ○
行政職Ⅰ種（事務職［ＵＩＪターン型］） 50 150 ○
障害者を対象とした行政職事務職 50 30 120
技能労務職 50 30 120 ○ ○

第３次試験（試験種目・配点）
※行政職Ⅰ種（事務職［２型・ＵＩＪターン型］）のみ実施
　　　　　　　　　　　　試験種目
試験区分

第 2次
試験結果

論文
試験

口述
試験

適性
検査

行政職Ⅰ種（事務職［２型・ＵＩＪ
ターン型］） 50 50 100 ○

●表の見方　①数字はその種目の配点を表しています。②○印が
付された種目は、口述試験や合否判定の資料として使用します。

令和４年度（2022年度）和歌山市職員採用試験の主な実績　
●詳しくは和歌山市ホームページをご覧ください。
●令和４年度（2022年度）の実績（令和５年３月１日現在）であり、令和５年度（2023年度）の試験が同じ内容で実施されるとは限りません。
試験区分、試験種目及び配点は、必ず受験案内で確認してください。

令和５年度（2023年度）和歌山市職員採用試験の実施予定　
第１回

（前期日程）
主として大学卒業
程度の内容の試験
（主としてⅠ種試験）

受験案内等の
配布開始日

受験申込
受付期間 第１次試験日 第１次試験

合格発表
第２次試験日

（第３次試験日） 最終合格発表

４月 28日 ５月下旬まで ６月 18日 ７月上旬 ７月中旬～８月下旬 ９月上旬

第２回
（後期日程）
主として高校卒業
程度の内容の試験
（主としてⅢ種試験）
及び資格免許職の試験

受験案内等の
配布開始日

受験申込
受付期間 第１次試験日 第１次試験

合格発表
第２次試験日

（第３次試験日） 最終合格発表

７月３日 ８月上旬まで ９月 17日 10月上旬 10月中旬～11月中旬 11月下旬

●令和６年（2024年）４月１日採用予定。
●都合により、上記以外の日程で行われる場合があります。
●試験区分や採用予定人員、受験資格などの詳細は、受験案内で確認してください。

職員採用ホームページ ➡➡
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行政職Ⅲ種（事務職）

学芸員

WAKAYAMA
CITY

和歌山市職員採用案内2023

試　験　区　分 第１次試験受験者 最終合格者

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 47 13
事務職［２型］ 193 36
事務職［UIJ ターン型］ ７ １
事務職（情報職） １ 1

化学職 7 1
建築職 4 １
土木職 ９ ７
電気職 １ ０
機械職 １ １

行政職Ⅲ種 事務職 46 ３

資格免許職Ⅰ種

社会福祉士 ３ １
保健師 ４ ２
薬剤師 ２ １

資格免許職Ⅱ種 保育士 33 8
学芸員［日本近世美術］ ７ １

消防職Ⅰ種 40 ８
消防職Ⅲ種 39 ５

障害者を対象とした行政職事務職 21 １

技能労務職

環境整備員 47 ４
保育調理業務員 ４ １
学校給食調理員 ８ ３

表紙イラスト原画デザイン　和歌山市立和歌山高等学校　デザイン表現科　玉置文賀さん



和歌山市に「誇り」と「愛着」を持ち、
「元気な和歌山市を実現したい」
という熱い思いを持つ人材を求めています。

求める人材像
和歌山市長
尾花 正啓
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※「第５次和歌山市長期総合計画」
令和８年度までのまちづくりの方向性を示す、
和歌山市のまちづくりに関する最上位計画。
和歌山市の各種個別計画や事業はこの計画に
基づいて策定・実施されます。

　「きらり　輝く　元気和歌山市」は、第５次和歌山市長期
総合計画（※）に定める将来都市像です。
　その実現に向けて４つの分野別目標を設定し、施策を展開
しています。

和歌山市の将来都市像

１ ● 地域を支える既存産業の振興
 ● 新たな事業の創出と産学官金・異業種連携の促進
 ● 農林水産業の活性化
 ● 観光の稼ぐ力の強化
 ● 国際交流の推進
 ● 産業を支える「人」の確保 

安定した雇用を生み出す産業が元気なまち

３ ● 安心して子供を生み育てることのできる環境の整備
 ● 社会を生き抜く子供たちの学力の育成 
 ● 生涯を通じた豊かな心と健やかな体の育成
 ● 安全・安心な教育環境の整備
 ● 家庭や地域における教育力の向上

子供たちがいきいきと育つまち

２ ● 中心市街地の魅力向上
 ● 各地域における魅力的なまちづくり
 ● 魅力ある都市景観の創出
 ● 自然と共生する環境にやさしい社会の形成
 ● 郷土に誇りと愛着を育む文化・スポーツの振興と
     生涯学習の推進

住みたいと選ばれる魅力があふれるまち

４ ● コンパクトシティの実現
 ● 都市機能や市民生活を支える道路網の整備
 ● 豊かな暮らしを支える住環境の整備
 ● 防災体制の充実
 ● 消防力の充実
 ● 安全で安心な市民生活の確保
 ● 健康で元気に暮らせる環境づくり
 ● 人権尊重・男女共同参画の推進
 ● 将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
 ● 地域コミュニティの充実

誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

職務に誇りを持ち、
主体的に行動する職員
市職員として、職務に携わる
ことに誇りと責任を持ち、
市全体の利益のために、自ら
考え、積極的かつ主体的に
行動できる。

向上心に富み、
豊かな未来を創造する職員
常に自己を成長させ、前例に
とらわれない柔軟かつ新たな
発想で、企画、提案ができる。

市民とともに考え、
市民から信頼される職員
市民と一緒になって地域課題
の解決に取り組み、市民と
信頼関係を築くことができる。

明光商店街での様子
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先輩職員のお仕事紹介
担当業務の内容と、和歌山市をめざす方たちへのメッセージです。

先輩職員の体験談がもっと読め
ます！

採用情報ホームページ内

「先輩職員メッセージ」➡➡➡

主な職種紹介 ※募集の有無、採用予定人員等は、必ず各試験の受験案内で確認してください。

産業交流局 労働福祉、商業、工業、企業
立地、国際交流、観光、文化、
スポーツ（学校体育を除く。）、
農業、林業、畜産業、水産業、
中央卸売市場など

都市建設局 工事の検査、用地、地籍調査、
道路、河川、港湾、住宅、
都市計画、交通政策、都市
整備、都市再生、公園、
緑地、開発指導、建築指導
など

出納室 現金・物品の出納、支出の
審査、決算の調製など

市長公室

総務局 文書、法規、情報公開、
個人情報保護、職員の人事・
給与・福利厚生・研修、
行政情報化、組織・事務の
管理、行財政改革など

危機管理局 防災、危機管理、地域安全、
交通安全など

財政局 財政、財産、市税など

市民環境局 消費生活、戸籍、住民基本
台帳、自治振興・市民活動
の推進、男女共生、人権、環境
保全、循環型社会づくり、
廃棄物の処理、清掃など

健康局 国民年金、国民健康保険、
介護保険、保健衛生、保健所
など

福祉局 福祉事務所、社会福祉、
子育て支援など

市長事務部局

議会事務局 市議会運営上の事務・調査など

企業局 上水道・工業用水道・下水道
の経営・営業、施設の建設・
管理など

消防局 火災予防対策、消火・救急・
救助活動、危険物の検査・規制
など

教育委員会事務局 学校教育施設の整備・維持
補修、学校教育、給食の管理、
社会教育・生涯教育の推進、
青少年の健全育成など

監査事務局 財務・行政事務の監査など

選挙管理委員会
事務局

選挙の執行・管理・啓発など

人事委員会事務局 職員の採用・昇任試験、公平
審査、給与の調査・研究など

農業委員会事務局 農業の振興、農地等の利用関係
の調整など

固定資産評価審査
委員会事務局

土地・家屋・償却資産の価格に
関する審査など

市長事務部局以外・行政委員会事務局

事務職
特定の部門や分野に限らず、幅広く様々な業務に従事します。
戸籍・住民登録、健康保険、年金、税務、福祉等市民生活に密着した
仕事から、市政の総合企画、環境保全、商工業振興、社会基盤の整備、
教育委員会、公営企業等での活躍が期待されます。
また、庶務、予算、経理、人事等の内部的な仕事により、行政全般の
円滑な運営を支えていきます。
主な配属先：市長事務部局の各課や市内各種施設、企業局、

各行政委員会事務局など

保健師
保健・医療サービス等の総合調整、乳幼児・高齢者等に対する健康指導、
健康相談等の職種に応じた専門行政事務に従事します。
主な配属先：健康局、福祉局など

保育士
保育所等で、乳児・幼児の保育、育児についての相談・指導等の業務
に従事します。
主な配属先：福祉局、保育所、認定こども園など

消防職
消火・救急・救助活動、火災予防及び防火指導、災害の発生を予防
する業務に従事します。
主な配属先：消防局、消防署など

化学職
環境衛生に関する試験研究、検査、調査、指導等の職種に応じた専門
行政事務に従事します。
主な配属先：市民環境局、健康局、企業局など

建築職
市有建築物の設計、監督業務、建築指導等の職種に応じた専門行政
事務に従事します。
主な配属先：都市建設局、教育委員会事務局など

土木職
道路、河川、都市計画等の事業の調査、設計、監督業務等の職種に
応じた専門行政事務に従事します。
主な配属先：都市建設局、企業局、教育委員会事務局など

電気職
電気設備工事の設計、監督業務、保守管理等の職種に応じた専門行政
事務に従事します。
主な配属先：市民環境局、都市建設局、企業局、教育委員会事務局など

機械職
機械設備工事の設計、監督業務、保守管理等の職種に応じた専門行政
事務に従事します。
主な配属先：市民環境局、都市建設局、企業局、教育委員会事務局など

和歌山市の組織（令和５年３月１日現在） ※各課などの詳細は、和歌山市ホームページをご覧ください。
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市の重要事項の総合調整、
企画、統計、移住定住、
シティプロモーション、
秘書、広報、広聴など

市民公益活動の支援と促進
「市民公益活動」をご存じですか？
市民の方が自主的に行う社会貢
献・ボランティア活動のことで
す。その支援と促進のため、ボ

ランティアに興味のある個人とボランティアを募集している
団体とを繋げる仕事や、誰でも参加できる掃除のイベントを
開催し、ボランティアを始めるきっかけづくりをしています。
また、地域・NPO・学生等様々な団体が連携・交流できる場
として地域フロンティアセンターの管理運営も行っています。
様々な経験、人との関わり合いの中で培われる人間力
市役所では、税・福祉・まちづくり・教育といった幅広い業
務を経験できます。新たな部署に配属されるたび、得られる
経験や知識は新鮮で楽しく、自分自身の糧になっていくこと
が実感できます。様々な経験や人との関わり合いの中で、よ
り良い和歌山市を目指し、一緒に成長していきましょう。

自治振興課　西 友里
（平成 25 年採用・事務職）

多様なプロジェクトに従事
SDGs担当として、年間 10を超
える多様なプロジェクトに従事
しています。一緒に取り組んだ
民間事業者の方が、仕事をして
いて一番楽しい相手だと言ってくれたことがありました。途
中で妥協せずに本音で対話を重ねることで、官民の垣根を越
えた信頼関係も構築でき、最高の経験となりました。こういっ
たプロジェクトでは、企画立案から事後の効果検証に至るま
で一貫して行うため学ぶことも多く、多様な経験をすること
ができます。
市の仕事は挑戦しがいのある仕事
地方自治体の現場には様々な課題が山積しています。課題が
あるということは、進化の余地があるということであり、市
の仕事は挑戦しがいのある仕事といえます。今よりも良いワ
クワクできる未来を創りたいという人と一緒に仕事ができる
日を楽しみにしています。

企画政策課　滝本 智史
（平成 22 年採用・事務職）

保健師として家族全体を支援
保健センターでは、母子健康手
帳の交付、家庭訪問、乳幼児健
康診査等で誰もが安心して妊娠・
出産・子育てができるようサー
ビスを提供しています。妊娠期から子育て期は、家族特に女
性にとって、心身の変化や生活スタイルが大きく変わる時期
のため、喜びと同時に不安や困難感を抱かれる方もいます。
保健師としてその気持ちに寄り添い、ともに解決方法を考え、
その方や家族が安心して過ごせるように支援しています。
ともに支え合い成長し合える職場
仕事がうまくいかず悩むこともありますが、そんな時は、仲
間がサポートしてくれるので、安心して働くことができます。
さらに、和歌山市は「保健師人材育成ガイドライン」を作成
しており、保健師の専門性を高められる環境が整っています。
私達がサポートするので一緒に成長していきましょう。

北保健センター　岡本 麻耶
（平成 16 年採用・保健師）

命を守る、命を救う
火災時に消火をする消火隊とし
て、24 時間体制で勤務していま
す。出動以外にも、消火活動が
円滑に行えるよう消火栓や防火
水槽等の設置状況や破損状況などの確認作業も行っています。
また、交通事故、水難事故、救急現場といった様々な現場に
も出動するため、救出訓練にも積極的に取り組んでいます。「人
の命を守りたい」「多くの命を救いたい」という気持ちが仕事
の活力となり、仕事への意欲に繋がっています。
気持ちを大切に
「消防職員になりたい」という気持ちを忘れずに試験勉強に取
り組んでみてください。和歌山市は女性も男性もともに活躍
できる場面がたくさんあり、自分自身も楽しみながら業務に
取り組めています。ぜひ和歌山市で一緒に働きましょう。

中消防署　中村 舞衣
（平成 31 年採用・消防職）

生活環境の向上と非常時の対策
主な担当は公共下水道の設計業
務で生活環境向上のための汚水・
雨水整備等、内容は多岐に渡り
ます。和歌山市ではマンホール

トイレを令和３年 10 月の水管橋落橋事故の際に初めて実運
用し、整備の必要性と課題を再認識しました。設計の際には、
現場の特性を知り、施工時及び整備後を思い描きながら最適
な方法を追求します。同じ条件という現場は一つもありませ
ん。日々学ぶことを忘れず業務に取り組んでいます。
思いを大切に、一歩踏み出す勇気
夢や希望、目標や志を持っている方はその思いを大切に、全
力でアピールしてください。和歌山市で働きたいという気持
ちがあれば充分です、踏み出してみてください。近い将来、
一緒に働けることを楽しみにしています。

下水道建設課　三宅 宏祐
（平成 19 年採用・土木職）

子どもの成長を共に喜び合う
３歳児クラスの担当で、一緒に
遊ぶ中で怪我や事故がないよう
に見守ったり、衣服の着脱等身
の回りのことが自分でできるよ

うに援助したりしています。少しずつできるようになってい
く姿を見ると嬉しいですし、子どもが喜んでいる姿を見ると
本当に幸せな気持ちになります。また、園での様子を伝えた
り、家での様子を聞いたりして子どもの様子を共有すること
で、保護者の方とも信頼関係を築けるよう心がけています。
一緒に働ける日を楽しみにしています
保育の仕事は、子どもの成長を近くで感じ、携わることがで
きるやりがいのある仕事です。そして何より、子ども達の笑
顔に毎日癒されます。魅力いっぱいの和歌山市で一緒に働け
る日を楽しみにしています。頑張ってください！

砂山保育所　原 朱里
（令和３年採用・保育士）

和歌山城天守閣と桜 和歌山ジャズマラソン 有吉佐和子記念館 令和４年６月開館 北ぶら はじめ食堂（商店街イベント）



和歌山市に「誇り」と「愛着」を持ち、
「元気な和歌山市を実現したい」
という熱い思いを持つ人材を求めています。

求める人材像
和歌山市長
尾花 正啓
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※「第５次和歌山市長期総合計画」
令和８年度までのまちづくりの方向性を示す、
和歌山市のまちづくりに関する最上位計画。
和歌山市の各種個別計画や事業はこの計画に
基づいて策定・実施されます。

　「きらり　輝く　元気和歌山市」は、第５次和歌山市長期
総合計画（※）に定める将来都市像です。
　その実現に向けて４つの分野別目標を設定し、施策を展開
しています。

和歌山市の将来都市像

１ ● 地域を支える既存産業の振興
 ● 新たな事業の創出と産学官金・異業種連携の促進
 ● 農林水産業の活性化
 ● 観光の稼ぐ力の強化
 ● 国際交流の推進
 ● 産業を支える「人」の確保 

安定した雇用を生み出す産業が元気なまち

３ ● 安心して子供を生み育てることのできる環境の整備
 ● 社会を生き抜く子供たちの学力の育成 
 ● 生涯を通じた豊かな心と健やかな体の育成
 ● 安全・安心な教育環境の整備
 ● 家庭や地域における教育力の向上

子供たちがいきいきと育つまち

２ ● 中心市街地の魅力向上
 ● 各地域における魅力的なまちづくり
 ● 魅力ある都市景観の創出
 ● 自然と共生する環境にやさしい社会の形成
 ● 郷土に誇りと愛着を育む文化・スポーツの振興と
     生涯学習の推進

住みたいと選ばれる魅力があふれるまち

４ ● コンパクトシティの実現
 ● 都市機能や市民生活を支える道路網の整備
 ● 豊かな暮らしを支える住環境の整備
 ● 防災体制の充実
 ● 消防力の充実
 ● 安全で安心な市民生活の確保
 ● 健康で元気に暮らせる環境づくり
 ● 人権尊重・男女共同参画の推進
 ● 将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
 ● 地域コミュニティの充実

誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

職務に誇りを持ち、
主体的に行動する職員
市職員として、職務に携わる
ことに誇りと責任を持ち、
市全体の利益のために、自ら
考え、積極的かつ主体的に
行動できる。

向上心に富み、
豊かな未来を創造する職員
常に自己を成長させ、前例に
とらわれない柔軟かつ新たな
発想で、企画、提案ができる。

市民とともに考え、
市民から信頼される職員
市民と一緒になって地域課題
の解決に取り組み、市民と
信頼関係を築くことができる。

明光商店街での様子

❷　和歌山市職員採用案内 2023

先輩職員のお仕事紹介
担当業務の内容と、和歌山市をめざす方たちへのメッセージです。

先輩職員の体験談がもっと読め
ます！

採用情報ホームページ内

「先輩職員メッセージ」➡➡➡

主な職種紹介 ※募集の有無、採用予定人員等は、必ず各試験の受験案内で確認してください。

産業交流局 労働福祉、商業、工業、企業
立地、国際交流、観光、文化、
スポーツ（学校体育を除く。）、
農業、林業、畜産業、水産業、
中央卸売市場など

都市建設局 工事の検査、用地、地籍調査、
道路、河川、港湾、住宅、
都市計画、交通政策、都市
整備、都市再生、公園、
緑地、開発指導、建築指導
など

出納室 現金・物品の出納、支出の
審査、決算の調製など

市長公室

総務局 文書、法規、情報公開、
個人情報保護、職員の人事・
給与・福利厚生・研修、
行政情報化、組織・事務の
管理、行財政改革など

危機管理局 防災、危機管理、地域安全、
交通安全など

財政局 財政、財産、市税など

市民環境局 消費生活、戸籍、住民基本
台帳、自治振興・市民活動
の推進、男女共生、人権、環境
保全、循環型社会づくり、
廃棄物の処理、清掃など

健康局 国民年金、国民健康保険、
介護保険、保健衛生、保健所
など

福祉局 福祉事務所、社会福祉、
子育て支援など

市長事務部局

議会事務局 市議会運営上の事務・調査など

企業局 上水道・工業用水道・下水道
の経営・営業、施設の建設・
管理など

消防局 火災予防対策、消火・救急・
救助活動、危険物の検査・規制
など

教育委員会事務局 学校教育施設の整備・維持
補修、学校教育、給食の管理、
社会教育・生涯教育の推進、
青少年の健全育成など

監査事務局 財務・行政事務の監査など

選挙管理委員会
事務局

選挙の執行・管理・啓発など

人事委員会事務局 職員の採用・昇任試験、公平
審査、給与の調査・研究など

農業委員会事務局 農業の振興、農地等の利用関係
の調整など

固定資産評価審査
委員会事務局

土地・家屋・償却資産の価格に
関する審査など

市長事務部局以外・行政委員会事務局

事務職
特定の部門や分野に限らず、幅広く様々な業務に従事します。
戸籍・住民登録、健康保険、年金、税務、福祉等市民生活に密着した
仕事から、市政の総合企画、環境保全、商工業振興、社会基盤の整備、
教育委員会、公営企業等での活躍が期待されます。
また、庶務、予算、経理、人事等の内部的な仕事により、行政全般の
円滑な運営を支えていきます。
主な配属先：市長事務部局の各課や市内各種施設、企業局、

各行政委員会事務局など

保健師
保健・医療サービス等の総合調整、乳幼児・高齢者等に対する健康指導、
健康相談等の職種に応じた専門行政事務に従事します。
主な配属先：健康局、福祉局など

保育士
保育所等で、乳児・幼児の保育、育児についての相談・指導等の業務
に従事します。
主な配属先：福祉局、保育所、認定こども園など

消防職
消火・救急・救助活動、火災予防及び防火指導、災害の発生を予防
する業務に従事します。
主な配属先：消防局、消防署など

化学職
環境衛生に関する試験研究、検査、調査、指導等の職種に応じた専門
行政事務に従事します。
主な配属先：市民環境局、健康局、企業局など

建築職
市有建築物の設計、監督業務、建築指導等の職種に応じた専門行政
事務に従事します。
主な配属先：都市建設局、教育委員会事務局など

土木職
道路、河川、都市計画等の事業の調査、設計、監督業務等の職種に
応じた専門行政事務に従事します。
主な配属先：都市建設局、企業局、教育委員会事務局など

電気職
電気設備工事の設計、監督業務、保守管理等の職種に応じた専門行政
事務に従事します。
主な配属先：市民環境局、都市建設局、企業局、教育委員会事務局など

機械職
機械設備工事の設計、監督業務、保守管理等の職種に応じた専門行政
事務に従事します。
主な配属先：市民環境局、都市建設局、企業局、教育委員会事務局など

和歌山市の組織（令和５年３月１日現在） ※各課などの詳細は、和歌山市ホームページをご覧ください。
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が実感できます。様々な経験や人との関わり合いの中で、よ
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える多様なプロジェクトに従事
しています。一緒に取り組んだ
民間事業者の方が、仕事をして
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中で妥協せずに本音で対話を重ねることで、官民の垣根を越
えた信頼関係も構築でき、最高の経験となりました。こういっ
たプロジェクトでは、企画立案から事後の効果検証に至るま
で一貫して行うため学ぶことも多く、多様な経験をすること
ができます。
市の仕事は挑戦しがいのある仕事
地方自治体の現場には様々な課題が山積しています。課題が
あるということは、進化の余地があるということであり、市
の仕事は挑戦しがいのある仕事といえます。今よりも良いワ
クワクできる未来を創りたいという人と一緒に仕事ができる
日を楽しみにしています。

企画政策課　滝本 智史
（平成 22 年採用・事務職）

保健師として家族全体を支援
保健センターでは、母子健康手
帳の交付、家庭訪問、乳幼児健
康診査等で誰もが安心して妊娠・
出産・子育てができるようサー
ビスを提供しています。妊娠期から子育て期は、家族特に女
性にとって、心身の変化や生活スタイルが大きく変わる時期
のため、喜びと同時に不安や困難感を抱かれる方もいます。
保健師としてその気持ちに寄り添い、ともに解決方法を考え、
その方や家族が安心して過ごせるように支援しています。
ともに支え合い成長し合える職場
仕事がうまくいかず悩むこともありますが、そんな時は、仲
間がサポートしてくれるので、安心して働くことができます。
さらに、和歌山市は「保健師人材育成ガイドライン」を作成
しており、保健師の専門性を高められる環境が整っています。
私達がサポートするので一緒に成長していきましょう。

北保健センター　岡本 麻耶
（平成 16 年採用・保健師）

命を守る、命を救う
火災時に消火をする消火隊とし
て、24 時間体制で勤務していま
す。出動以外にも、消火活動が
円滑に行えるよう消火栓や防火
水槽等の設置状況や破損状況などの確認作業も行っています。
また、交通事故、水難事故、救急現場といった様々な現場に
も出動するため、救出訓練にも積極的に取り組んでいます。「人
の命を守りたい」「多くの命を救いたい」という気持ちが仕事
の活力となり、仕事への意欲に繋がっています。
気持ちを大切に
「消防職員になりたい」という気持ちを忘れずに試験勉強に取
り組んでみてください。和歌山市は女性も男性もともに活躍
できる場面がたくさんあり、自分自身も楽しみながら業務に
取り組めています。ぜひ和歌山市で一緒に働きましょう。

中消防署　中村 舞衣
（平成 31 年採用・消防職）

生活環境の向上と非常時の対策
主な担当は公共下水道の設計業
務で生活環境向上のための汚水・
雨水整備等、内容は多岐に渡り
ます。和歌山市ではマンホール

トイレを令和３年 10 月の水管橋落橋事故の際に初めて実運
用し、整備の必要性と課題を再認識しました。設計の際には、
現場の特性を知り、施工時及び整備後を思い描きながら最適
な方法を追求します。同じ条件という現場は一つもありませ
ん。日々学ぶことを忘れず業務に取り組んでいます。
思いを大切に、一歩踏み出す勇気
夢や希望、目標や志を持っている方はその思いを大切に、全
力でアピールしてください。和歌山市で働きたいという気持
ちがあれば充分です、踏み出してみてください。近い将来、
一緒に働けることを楽しみにしています。

下水道建設課　三宅 宏祐
（平成 19 年採用・土木職）

子どもの成長を共に喜び合う
３歳児クラスの担当で、一緒に
遊ぶ中で怪我や事故がないよう
に見守ったり、衣服の着脱等身
の回りのことが自分でできるよ

うに援助したりしています。少しずつできるようになってい
く姿を見ると嬉しいですし、子どもが喜んでいる姿を見ると
本当に幸せな気持ちになります。また、園での様子を伝えた
り、家での様子を聞いたりして子どもの様子を共有すること
で、保護者の方とも信頼関係を築けるよう心がけています。
一緒に働ける日を楽しみにしています
保育の仕事は、子どもの成長を近くで感じ、携わることがで
きるやりがいのある仕事です。そして何より、子ども達の笑
顔に毎日癒されます。魅力いっぱいの和歌山市で一緒に働け
る日を楽しみにしています。頑張ってください！

砂山保育所　原 朱里
（令和３年採用・保育士）

和歌山城天守閣と桜 和歌山ジャズマラソン 有吉佐和子記念館 令和４年６月開館 北ぶら はじめ食堂（商店街イベント）



和歌山市に「誇り」と「愛着」を持ち、
「元気な和歌山市を実現したい」
という熱い思いを持つ人材を求めています。

求める人材像
和歌山市長
尾花 正啓
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※「第５次和歌山市長期総合計画」
令和８年度までのまちづくりの方向性を示す、
和歌山市のまちづくりに関する最上位計画。
和歌山市の各種個別計画や事業はこの計画に
基づいて策定・実施されます。

　「きらり　輝く　元気和歌山市」は、第５次和歌山市長期
総合計画（※）に定める将来都市像です。
　その実現に向けて４つの分野別目標を設定し、施策を展開
しています。

和歌山市の将来都市像

１ ● 地域を支える既存産業の振興
 ● 新たな事業の創出と産学官金・異業種連携の促進
 ● 農林水産業の活性化
 ● 観光の稼ぐ力の強化
 ● 国際交流の推進
 ● 産業を支える「人」の確保 

安定した雇用を生み出す産業が元気なまち

３ ● 安心して子供を生み育てることのできる環境の整備
 ● 社会を生き抜く子供たちの学力の育成 
 ● 生涯を通じた豊かな心と健やかな体の育成
 ● 安全・安心な教育環境の整備
 ● 家庭や地域における教育力の向上

子供たちがいきいきと育つまち

２ ● 中心市街地の魅力向上
 ● 各地域における魅力的なまちづくり
 ● 魅力ある都市景観の創出
 ● 自然と共生する環境にやさしい社会の形成
 ● 郷土に誇りと愛着を育む文化・スポーツの振興と
     生涯学習の推進

住みたいと選ばれる魅力があふれるまち

４ ● コンパクトシティの実現
 ● 都市機能や市民生活を支える道路網の整備
 ● 豊かな暮らしを支える住環境の整備
 ● 防災体制の充実
 ● 消防力の充実
 ● 安全で安心な市民生活の確保
 ● 健康で元気に暮らせる環境づくり
 ● 人権尊重・男女共同参画の推進
 ● 将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
 ● 地域コミュニティの充実

誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

職務に誇りを持ち、
主体的に行動する職員
市職員として、職務に携わる
ことに誇りと責任を持ち、
市全体の利益のために、自ら
考え、積極的かつ主体的に
行動できる。

向上心に富み、
豊かな未来を創造する職員
常に自己を成長させ、前例に
とらわれない柔軟かつ新たな
発想で、企画、提案ができる。

市民とともに考え、
市民から信頼される職員
市民と一緒になって地域課題
の解決に取り組み、市民と
信頼関係を築くことができる。

明光商店街での様子
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先輩職員のお仕事紹介
担当業務の内容と、和歌山市をめざす方たちへのメッセージです。

先輩職員の体験談がもっと読め
ます！

採用情報ホームページ内

「先輩職員メッセージ」➡➡➡

主な職種紹介 ※募集の有無、採用予定人員等は、必ず各試験の受験案内で確認してください。

産業交流局 労働福祉、商業、工業、企業
立地、国際交流、観光、文化、
スポーツ（学校体育を除く。）、
農業、林業、畜産業、水産業、
中央卸売市場など

都市建設局 工事の検査、用地、地籍調査、
道路、河川、港湾、住宅、
都市計画、交通政策、都市
整備、都市再生、公園、
緑地、開発指導、建築指導
など

出納室 現金・物品の出納、支出の
審査、決算の調製など

市長公室

総務局 文書、法規、情報公開、
個人情報保護、職員の人事・
給与・福利厚生・研修、
行政情報化、組織・事務の
管理、行財政改革など

危機管理局 防災、危機管理、地域安全、
交通安全など

財政局 財政、財産、市税など

市民環境局 消費生活、戸籍、住民基本
台帳、自治振興・市民活動
の推進、男女共生、人権、環境
保全、循環型社会づくり、
廃棄物の処理、清掃など

健康局 国民年金、国民健康保険、
介護保険、保健衛生、保健所
など

福祉局 福祉事務所、社会福祉、
子育て支援など

市長事務部局

議会事務局 市議会運営上の事務・調査など

企業局 上水道・工業用水道・下水道
の経営・営業、施設の建設・
管理など

消防局 火災予防対策、消火・救急・
救助活動、危険物の検査・規制
など

教育委員会事務局 学校教育施設の整備・維持
補修、学校教育、給食の管理、
社会教育・生涯教育の推進、
青少年の健全育成など

監査事務局 財務・行政事務の監査など

選挙管理委員会
事務局

選挙の執行・管理・啓発など

人事委員会事務局 職員の採用・昇任試験、公平
審査、給与の調査・研究など

農業委員会事務局 農業の振興、農地等の利用関係
の調整など

固定資産評価審査
委員会事務局

土地・家屋・償却資産の価格に
関する審査など

市長事務部局以外・行政委員会事務局

事務職
特定の部門や分野に限らず、幅広く様々な業務に従事します。
戸籍・住民登録、健康保険、年金、税務、福祉等市民生活に密着した
仕事から、市政の総合企画、環境保全、商工業振興、社会基盤の整備、
教育委員会、公営企業等での活躍が期待されます。
また、庶務、予算、経理、人事等の内部的な仕事により、行政全般の
円滑な運営を支えていきます。
主な配属先：市長事務部局の各課や市内各種施設、企業局、

各行政委員会事務局など

保健師
保健・医療サービス等の総合調整、乳幼児・高齢者等に対する健康指導、
健康相談等の職種に応じた専門行政事務に従事します。
主な配属先：健康局、福祉局など

保育士
保育所等で、乳児・幼児の保育、育児についての相談・指導等の業務
に従事します。
主な配属先：福祉局、保育所、認定こども園など

消防職
消火・救急・救助活動、火災予防及び防火指導、災害の発生を予防
する業務に従事します。
主な配属先：消防局、消防署など

化学職
環境衛生に関する試験研究、検査、調査、指導等の職種に応じた専門
行政事務に従事します。
主な配属先：市民環境局、健康局、企業局など

建築職
市有建築物の設計、監督業務、建築指導等の職種に応じた専門行政
事務に従事します。
主な配属先：都市建設局、教育委員会事務局など

土木職
道路、河川、都市計画等の事業の調査、設計、監督業務等の職種に
応じた専門行政事務に従事します。
主な配属先：都市建設局、企業局、教育委員会事務局など

電気職
電気設備工事の設計、監督業務、保守管理等の職種に応じた専門行政
事務に従事します。
主な配属先：市民環境局、都市建設局、企業局、教育委員会事務局など

機械職
機械設備工事の設計、監督業務、保守管理等の職種に応じた専門行政
事務に従事します。
主な配属先：市民環境局、都市建設局、企業局、教育委員会事務局など

和歌山市の組織（令和５年３月１日現在） ※各課などの詳細は、和歌山市ホームページをご覧ください。
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市の重要事項の総合調整、
企画、統計、移住定住、
シティプロモーション、
秘書、広報、広聴など

市民公益活動の支援と促進
「市民公益活動」をご存じですか？
市民の方が自主的に行う社会貢
献・ボランティア活動のことで
す。その支援と促進のため、ボ

ランティアに興味のある個人とボランティアを募集している
団体とを繋げる仕事や、誰でも参加できる掃除のイベントを
開催し、ボランティアを始めるきっかけづくりをしています。
また、地域・NPO・学生等様々な団体が連携・交流できる場
として地域フロンティアセンターの管理運営も行っています。
様々な経験、人との関わり合いの中で培われる人間力
市役所では、税・福祉・まちづくり・教育といった幅広い業
務を経験できます。新たな部署に配属されるたび、得られる
経験や知識は新鮮で楽しく、自分自身の糧になっていくこと
が実感できます。様々な経験や人との関わり合いの中で、よ
り良い和歌山市を目指し、一緒に成長していきましょう。

自治振興課　西 友里
（平成 25 年採用・事務職）

多様なプロジェクトに従事
SDGs担当として、年間 10を超
える多様なプロジェクトに従事
しています。一緒に取り組んだ
民間事業者の方が、仕事をして
いて一番楽しい相手だと言ってくれたことがありました。途
中で妥協せずに本音で対話を重ねることで、官民の垣根を越
えた信頼関係も構築でき、最高の経験となりました。こういっ
たプロジェクトでは、企画立案から事後の効果検証に至るま
で一貫して行うため学ぶことも多く、多様な経験をすること
ができます。
市の仕事は挑戦しがいのある仕事
地方自治体の現場には様々な課題が山積しています。課題が
あるということは、進化の余地があるということであり、市
の仕事は挑戦しがいのある仕事といえます。今よりも良いワ
クワクできる未来を創りたいという人と一緒に仕事ができる
日を楽しみにしています。

企画政策課　滝本 智史
（平成 22 年採用・事務職）

保健師として家族全体を支援
保健センターでは、母子健康手
帳の交付、家庭訪問、乳幼児健
康診査等で誰もが安心して妊娠・
出産・子育てができるようサー
ビスを提供しています。妊娠期から子育て期は、家族特に女
性にとって、心身の変化や生活スタイルが大きく変わる時期
のため、喜びと同時に不安や困難感を抱かれる方もいます。
保健師としてその気持ちに寄り添い、ともに解決方法を考え、
その方や家族が安心して過ごせるように支援しています。
ともに支え合い成長し合える職場
仕事がうまくいかず悩むこともありますが、そんな時は、仲
間がサポートしてくれるので、安心して働くことができます。
さらに、和歌山市は「保健師人材育成ガイドライン」を作成
しており、保健師の専門性を高められる環境が整っています。
私達がサポートするので一緒に成長していきましょう。

北保健センター　岡本 麻耶
（平成 16 年採用・保健師）

命を守る、命を救う
火災時に消火をする消火隊とし
て、24 時間体制で勤務していま
す。出動以外にも、消火活動が
円滑に行えるよう消火栓や防火
水槽等の設置状況や破損状況などの確認作業も行っています。
また、交通事故、水難事故、救急現場といった様々な現場に
も出動するため、救出訓練にも積極的に取り組んでいます。「人
の命を守りたい」「多くの命を救いたい」という気持ちが仕事
の活力となり、仕事への意欲に繋がっています。
気持ちを大切に
「消防職員になりたい」という気持ちを忘れずに試験勉強に取
り組んでみてください。和歌山市は女性も男性もともに活躍
できる場面がたくさんあり、自分自身も楽しみながら業務に
取り組めています。ぜひ和歌山市で一緒に働きましょう。

中消防署　中村 舞衣
（平成 31 年採用・消防職）

生活環境の向上と非常時の対策
主な担当は公共下水道の設計業
務で生活環境向上のための汚水・
雨水整備等、内容は多岐に渡り
ます。和歌山市ではマンホール

トイレを令和３年 10 月の水管橋落橋事故の際に初めて実運
用し、整備の必要性と課題を再認識しました。設計の際には、
現場の特性を知り、施工時及び整備後を思い描きながら最適
な方法を追求します。同じ条件という現場は一つもありませ
ん。日々学ぶことを忘れず業務に取り組んでいます。
思いを大切に、一歩踏み出す勇気
夢や希望、目標や志を持っている方はその思いを大切に、全
力でアピールしてください。和歌山市で働きたいという気持
ちがあれば充分です、踏み出してみてください。近い将来、
一緒に働けることを楽しみにしています。

下水道建設課　三宅 宏祐
（平成 19 年採用・土木職）

子どもの成長を共に喜び合う
３歳児クラスの担当で、一緒に
遊ぶ中で怪我や事故がないよう
に見守ったり、衣服の着脱等身
の回りのことが自分でできるよ

うに援助したりしています。少しずつできるようになってい
く姿を見ると嬉しいですし、子どもが喜んでいる姿を見ると
本当に幸せな気持ちになります。また、園での様子を伝えた
り、家での様子を聞いたりして子どもの様子を共有すること
で、保護者の方とも信頼関係を築けるよう心がけています。
一緒に働ける日を楽しみにしています
保育の仕事は、子どもの成長を近くで感じ、携わることがで
きるやりがいのある仕事です。そして何より、子ども達の笑
顔に毎日癒されます。魅力いっぱいの和歌山市で一緒に働け
る日を楽しみにしています。頑張ってください！

砂山保育所　原 朱里
（令和３年採用・保育士）

和歌山城天守閣と桜 和歌山ジャズマラソン 有吉佐和子記念館 令和４年６月開館 北ぶら はじめ食堂（商店街イベント）



職員の給与・勤務条件など

勤務条件（勤務時間・休暇等）
●勤務時間
　週 38時間 45分
　原則として月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５
時15分まで（週休２日制）。
　※ただし、職種・勤務場所によって異なります。

●年次有給休暇
　原則として１年度につき 20日
　※採用された年度は採用月によって日数が異なります。
　※未使用日数は、翌年度に20日まで繰り越すことができます。

●その他の休暇
　夏季休暇、結婚休暇、病気休暇、看護休暇、介護休暇等。
　※一定の要件を満たした場合に取得できます。

●被服貸与
　従事する業務により、作業服等を貸与します。

●災害補償
　公務上又は通勤途上の災害（負傷・疾病・障害・死亡）については、
地方公務員災害補償法による補償の対象となります。

●主な子育て支援制度

制度 対象 内容男性 女性
産前・産後休暇 ● 原則産前８週間・産後８週間
出産補助休暇
育児参加休暇 ● 職員の妻が出産する場合

出産補助３日、育児参加５日

保育休暇 ● ● １歳未満の子の養育
１日２回（各 30分以内）

育児休業 ● ● 子が３歳に達する日まで

育児部分休業 ● ● 小学校就学前までの子の養育
１日を通じて２時間まで

育児短時間勤務 ● ● 小学校就学前までの子の養育
勤務時間の短縮

看護休暇 ● ● 家族を看護する場合
対象者１人６日、２人以上 10日

　※育児休業期間中は無給ですが、共済組合の手当金、互助会の
給付金が支給されます。

　※育児部分休業・育児短時間勤務の勤務していない部分は無給です。

給料・手当
●初任給（給料）
　原則として下の表のとおりです。なお、学歴及び職歴（上限５年）
に応じて一定の額の加算があります。
初任給（令和５年３月１日現在）　※地域手当（６％）含む。

区　分 初　任　給
行政職Ⅰ種
学芸員 約 196,300 円

行政職Ⅲ種
障害者を対象とした行政職事務職 約 163,900 円

資格免許職Ⅰ種 約 202,700 円
資格免許職Ⅱ種 約 184,500 円
消防職Ⅰ種 約 224,700 円
消防職Ⅲ種 約 185,000 円
技能労務職 約 161,000 円

●昇給・手当
　原則として年１回昇給します。
　手当については、期末・勤勉手当（ボーナス）が年２回（６月・
12月）あり、そのほかにも扶養・通勤・住居・時間外勤務手当等が、
要件に応じて支給されます。

採用試験に関する問い合わせ先
和歌山市人事委員会事務局

TEL 073-435-1371　FAX 073-435-1372
※土・日曜日及び休日を除く午前８時30分から午後５時15分まで。

採用試験に関する情報はこちら ➡➡➡

南海和歌山市駅

和歌山市人事委員会事務局案内図

← 紀の川大橋 ＪＲ和歌山駅 →

消防署●
●

●

●

郵便局●

和歌山城

Ｎ

人事委員会事務局
朝日ビルディング２階
（七番丁17番地）

人材育成
　新規採用職員の育成として、新規採用職員研修、地域活動研修、
新任主事研修、メンター制度等を実施。さらに、職員としての能力
向上等を図るための職場外研修を実施しています。

❹　和歌山市職員採用案内 2023

よくある質問
● 行政職Ⅰ種事務職の［１型］と［２型］の違いは？
　試験の種目などが異なります。［１型］は幅広い分野での知識を
問う教養試験や専門試験を実施します。［２型］は民間企業の入社
試験で実施されることの多い一般教養試験を実施します。
　なお、どちらも採用後は同じ事務職として従事します。
　※試験種目など、詳しくは５ページをご覧ください。

●採用試験では、出身地、転職、出身校（学科）、新卒・既卒の別、
性別や年齢等による受験の有利、不利はありますか？
　採用試験は地方公務員法の平等取扱の原則に基づき実施しています
ので、市内・市外出身の別、男女の別や年齢等によって有利、不利
になることはありません。受験資格が満たされていれば、全ての方
に平等です。

● 昇任はどのように行われますか？
　昇任とは、いわゆる昇進のことで、上位の職位へ任命されること
です。和歌山市では、意欲と能力のある者が昇任できるように、
機会均等、能力主義に基づいた「昇任選考試験」等を実施しています。
受験資格には、在職年数、研修の受講等の要件があります。

　昇任（事務職の場合・令和５年３月１日現在）

福利厚生
●共済・互助制度
　療養費・退職後の年金・育児休業手当金等の給付、住宅・結婚・
医療・出産等のための貸付事業等、職員やその家族の福利厚生等の
増進を目的とした各種給付及び事業があります。
●健康管理
　定期健康診断、人間ドック助成、ガン検診助成等、職員が心身ともに
健康に働けるよう、健康保持増進が図られています。

※採用試験に関する情報等は和歌山市ホームページ、市報わかや
ま（市広報紙）、和歌山市公式ツイッターでお知らせします。

ベジタブルインキを使用しています。

お問い合わせ先　和歌山市人事委員会事務局　TEL 073-435-1371

受験者数・最終合格者数

試　験　区　分 第１次試験受験者 最終合格者

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 50 10

事務職［２型］ 222 22

事務職［UIJターン型］ 13 １

事務職（情報職） 5 1

化学職 6 ２

建築職 3 0

土木職 10 6

電気職 2 0

機械職 3 １

行政職Ⅲ種 事務職 41 ２

資格免許職Ⅰ種
保健師 ７ 2

栄養士 20 1

資格免許職Ⅱ種 保育士 29 ８

消防職Ⅰ種 35 6

消防職Ⅲ種 25 4

障害者を対象とした行政職事務職 32 ２

技能労務職

環境整備員 50 3

保育調理業務員 2 １

学校給食調理員 4 1

●上記表は、令和４年度中に令和５年４月１日付け採用予定として
実施された第１回・第２回採用試験の実績を記載しています。

試験の方法
第１次試験（試験種目・配点）
　　　　　　　　　　　　試験種目
試験区分

教養
試験

専門
試験

体力
試験

業務
適性
検査

行政職Ⅰ種（次を除く：事務職［２型・
ＵＩＪターン型］・（情報職））
資格免許職Ⅰ種（保健師）
資格免許職Ⅱ種（保育士）

100 100

行政職Ⅰ種（事務職［２型・ＵＩＪ
ターン型］・（情報職））

資格免許職Ⅰ種（社会福祉士・薬剤師）

障害者を対象とした行政職事務職

100

消防職Ⅰ種、消防職Ⅲ種 100 50
技能労務職 100

第２次試験（試験種目・配点）
　　　　　　　　　 試験種目   

試験区分

第 1次
試験結果

論文
試験

口述
試験

事務
能力
検査

適性
検査

体力
測定

以下の区分を除く区分 50 30 120 ○
行政職Ⅰ種（事務職［２型］） 50 120 30 ○
行政職Ⅰ種（事務職［ＵＩＪターン型］） 50 150 ○
障害者を対象とした行政職事務職 50 30 120
技能労務職 50 30 120 ○ ○

第３次試験（試験種目・配点）
※行政職Ⅰ種（事務職［２型・ＵＩＪターン型］）のみ実施
　　　　　　　　　　　　試験種目
試験区分

第 2次
試験結果

論文
試験

口述
試験

適性
検査

行政職Ⅰ種（事務職［２型・ＵＩＪ
ターン型］） 50 50 100 ○

●表の見方　①数字はその種目の配点を表しています。②○印が
付された種目は、口述試験や合否判定の資料として使用します。

令和４年度（2022年度）和歌山市職員採用試験の主な実績　
●詳しくは和歌山市ホームページをご覧ください。
●令和４年度（2022年度）の実績（令和５年３月１日現在）であり、令和５年度（2023年度）の試験が同じ内容で実施されるとは限りません。
試験区分、試験種目及び配点は、必ず受験案内で確認してください。

令和５年度（2023年度）和歌山市職員採用試験の実施予定　
第１回

（前期日程）
主として大学卒業
程度の内容の試験
（主としてⅠ種試験）

受験案内等の
配布開始日

受験申込
受付期間 第１次試験日 第１次試験

合格発表
第２次試験日

（第３次試験日） 最終合格発表

４月 28日 ５月下旬まで ６月 18日 ７月上旬 ７月中旬～８月下旬 ９月上旬

第２回
（後期日程）
主として高校卒業
程度の内容の試験
（主としてⅢ種試験）
及び資格免許職の試験

受験案内等の
配布開始日

受験申込
受付期間 第１次試験日 第１次試験

合格発表
第２次試験日

（第３次試験日） 最終合格発表

７月３日 ８月上旬まで ９月 17日 10月上旬 10月中旬～11月中旬 11月下旬

●令和６年（2024年）４月１日採用予定。
●都合により、上記以外の日程で行われる場合があります。
●試験区分や採用予定人員、受験資格などの詳細は、受験案内で確認してください。

職員採用ホームページ ➡➡
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行政職Ⅲ種（事務職）

学芸員

WAKAYAMA
CITY

和歌山市職員採用案内2023

試　験　区　分 第１次試験受験者 最終合格者

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 47 13
事務職［２型］ 193 36
事務職［UIJ ターン型］ ７ １
事務職（情報職） １ 1

化学職 7 1
建築職 4 １
土木職 ９ ７
電気職 １ ０
機械職 １ １

行政職Ⅲ種 事務職 46 ３

資格免許職Ⅰ種

社会福祉士 ３ １
保健師 ４ ２
薬剤師 ２ １

資格免許職Ⅱ種 保育士 33 8
学芸員［日本近世美術］ ７ １

消防職Ⅰ種 40 ８
消防職Ⅲ種 39 ５

障害者を対象とした行政職事務職 21 １

技能労務職

環境整備員 47 ４
保育調理業務員 ４ １
学校給食調理員 ８ ３

表紙イラスト原画デザイン　和歌山市立和歌山高等学校　デザイン表現科　玉置文賀さん



職員の給与・勤務条件など

勤務条件（勤務時間・休暇等）
●勤務時間
　週 38時間 45分
　原則として月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５
時15分まで（週休２日制）。
　※ただし、職種・勤務場所によって異なります。

●年次有給休暇
　原則として１年度につき 20日
　※採用された年度は採用月によって日数が異なります。
　※未使用日数は、翌年度に20日まで繰り越すことができます。

●その他の休暇
　夏季休暇、結婚休暇、病気休暇、看護休暇、介護休暇等。
　※一定の要件を満たした場合に取得できます。

●被服貸与
　従事する業務により、作業服等を貸与します。

●災害補償
　公務上又は通勤途上の災害（負傷・疾病・障害・死亡）については、
地方公務員災害補償法による補償の対象となります。

●主な子育て支援制度

制度 対象 内容男性 女性
産前・産後休暇 ● 原則産前８週間・産後８週間
出産補助休暇
育児参加休暇 ● 職員の妻が出産する場合

出産補助３日、育児参加５日

保育休暇 ● ● １歳未満の子の養育
１日２回（各 30分以内）

育児休業 ● ● 子が３歳に達する日まで

育児部分休業 ● ● 小学校就学前までの子の養育
１日を通じて２時間まで

育児短時間勤務 ● ● 小学校就学前までの子の養育
勤務時間の短縮

看護休暇 ● ● 家族を看護する場合
対象者１人６日、２人以上 10日

　※育児休業期間中は無給ですが、共済組合の手当金、互助会の
給付金が支給されます。

　※育児部分休業・育児短時間勤務の勤務していない部分は無給です。

給料・手当
●初任給（給料）
　原則として下の表のとおりです。なお、学歴及び職歴（上限５年）
に応じて一定の額の加算があります。
初任給（令和５年３月１日現在）　※地域手当（６％）含む。

区　分 初　任　給
行政職Ⅰ種
学芸員 約 196,300 円

行政職Ⅲ種
障害者を対象とした行政職事務職 約 163,900 円

資格免許職Ⅰ種 約 202,700 円
資格免許職Ⅱ種 約 184,500 円
消防職Ⅰ種 約 224,700 円
消防職Ⅲ種 約 185,000 円
技能労務職 約 161,000 円

●昇給・手当
　原則として年１回昇給します。
　手当については、期末・勤勉手当（ボーナス）が年２回（６月・
12月）あり、そのほかにも扶養・通勤・住居・時間外勤務手当等が、
要件に応じて支給されます。

採用試験に関する問い合わせ先
和歌山市人事委員会事務局

TEL 073-435-1371　FAX 073-435-1372
※土・日曜日及び休日を除く午前８時30分から午後５時15分まで。

採用試験に関する情報はこちら ➡➡➡

南海和歌山市駅

和歌山市人事委員会事務局案内図

← 紀の川大橋 ＪＲ和歌山駅 →
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（七番丁17番地）

人材育成
　新規採用職員の育成として、新規採用職員研修、地域活動研修、
新任主事研修、メンター制度等を実施。さらに、職員としての能力
向上等を図るための職場外研修を実施しています。

❹　和歌山市職員採用案内 2023

よくある質問
● 行政職Ⅰ種事務職の［１型］と［２型］の違いは？
　試験の種目などが異なります。［１型］は幅広い分野での知識を
問う教養試験や専門試験を実施します。［２型］は民間企業の入社
試験で実施されることの多い一般教養試験を実施します。
　なお、どちらも採用後は同じ事務職として従事します。
　※試験種目など、詳しくは５ページをご覧ください。

●採用試験では、出身地、転職、出身校（学科）、新卒・既卒の別、
性別や年齢等による受験の有利、不利はありますか？
　採用試験は地方公務員法の平等取扱の原則に基づき実施しています
ので、市内・市外出身の別、男女の別や年齢等によって有利、不利
になることはありません。受験資格が満たされていれば、全ての方
に平等です。

● 昇任はどのように行われますか？
　昇任とは、いわゆる昇進のことで、上位の職位へ任命されること
です。和歌山市では、意欲と能力のある者が昇任できるように、
機会均等、能力主義に基づいた「昇任選考試験」等を実施しています。
受験資格には、在職年数、研修の受講等の要件があります。

　昇任（事務職の場合・令和５年３月１日現在）

福利厚生
●共済・互助制度
　療養費・退職後の年金・育児休業手当金等の給付、住宅・結婚・
医療・出産等のための貸付事業等、職員やその家族の福利厚生等の
増進を目的とした各種給付及び事業があります。
●健康管理
　定期健康診断、人間ドック助成、ガン検診助成等、職員が心身ともに
健康に働けるよう、健康保持増進が図られています。

※採用試験に関する情報等は和歌山市ホームページ、市報わかや
ま（市広報紙）、和歌山市公式ツイッターでお知らせします。

ベジタブルインキを使用しています。

お問い合わせ先　和歌山市人事委員会事務局　TEL 073-435-1371

受験者数・最終合格者数

試　験　区　分 第１次試験受験者 最終合格者

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 50 10

事務職［２型］ 222 22

事務職［UIJターン型］ 13 １

事務職（情報職） 5 1

化学職 6 ２

建築職 3 0

土木職 10 6

電気職 2 0

機械職 3 １

行政職Ⅲ種 事務職 41 ２

資格免許職Ⅰ種
保健師 ７ 2

栄養士 20 1

資格免許職Ⅱ種 保育士 29 ８

消防職Ⅰ種 35 6

消防職Ⅲ種 25 4

障害者を対象とした行政職事務職 32 ２

技能労務職

環境整備員 50 3

保育調理業務員 2 １

学校給食調理員 4 1

●上記表は、令和４年度中に令和５年４月１日付け採用予定として
実施された第１回・第２回採用試験の実績を記載しています。

試験の方法
第１次試験（試験種目・配点）
　　　　　　　　　　　　試験種目
試験区分

教養
試験

専門
試験

体力
試験

業務
適性
検査

行政職Ⅰ種（次を除く：事務職［２型・
ＵＩＪターン型］・（情報職））
資格免許職Ⅰ種（保健師）
資格免許職Ⅱ種（保育士）

100 100

行政職Ⅰ種（事務職［２型・ＵＩＪ
ターン型］・（情報職））

資格免許職Ⅰ種（社会福祉士・薬剤師）

障害者を対象とした行政職事務職

100

消防職Ⅰ種、消防職Ⅲ種 100 50
技能労務職 100

第２次試験（試験種目・配点）
　　　　　　　　　 試験種目   

試験区分

第 1次
試験結果

論文
試験

口述
試験

事務
能力
検査

適性
検査

体力
測定

以下の区分を除く区分 50 30 120 ○
行政職Ⅰ種（事務職［２型］） 50 120 30 ○
行政職Ⅰ種（事務職［ＵＩＪターン型］） 50 150 ○
障害者を対象とした行政職事務職 50 30 120
技能労務職 50 30 120 ○ ○

第３次試験（試験種目・配点）
※行政職Ⅰ種（事務職［２型・ＵＩＪターン型］）のみ実施
　　　　　　　　　　　　試験種目
試験区分

第 2次
試験結果

論文
試験

口述
試験

適性
検査

行政職Ⅰ種（事務職［２型・ＵＩＪ
ターン型］） 50 50 100 ○

●表の見方　①数字はその種目の配点を表しています。②○印が
付された種目は、口述試験や合否判定の資料として使用します。

令和４年度（2022年度）和歌山市職員採用試験の主な実績　
●詳しくは和歌山市ホームページをご覧ください。
●令和４年度（2022年度）の実績（令和５年３月１日現在）であり、令和５年度（2023年度）の試験が同じ内容で実施されるとは限りません。
試験区分、試験種目及び配点は、必ず受験案内で確認してください。

令和５年度（2023年度）和歌山市職員採用試験の実施予定　
第１回

（前期日程）
主として大学卒業
程度の内容の試験
（主としてⅠ種試験）

受験案内等の
配布開始日

受験申込
受付期間 第１次試験日 第１次試験

合格発表
第２次試験日

（第３次試験日） 最終合格発表

４月 28日 ５月下旬まで ６月 18日 ７月上旬 ７月中旬～８月下旬 ９月上旬

第２回
（後期日程）
主として高校卒業
程度の内容の試験
（主としてⅢ種試験）
及び資格免許職の試験

受験案内等の
配布開始日

受験申込
受付期間 第１次試験日 第１次試験

合格発表
第２次試験日

（第３次試験日） 最終合格発表

７月３日 ８月上旬まで ９月 17日 10月上旬 10月中旬～11月中旬 11月下旬

●令和６年（2024年）４月１日採用予定。
●都合により、上記以外の日程で行われる場合があります。
●試験区分や採用予定人員、受験資格などの詳細は、受験案内で確認してください。

職員採用ホームページ ➡➡

❺　和歌山市職員採用案内 2023

行政職Ⅲ種（事務職）

学芸員

WAKAYAMA
CITY

和歌山市職員採用案内2023

試　験　区　分 第１次試験受験者 最終合格者

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 47 13
事務職［２型］ 193 36
事務職［UIJ ターン型］ ７ １
事務職（情報職） １ 1

化学職 7 1
建築職 4 １
土木職 ９ ７
電気職 １ ０
機械職 １ １

行政職Ⅲ種 事務職 46 ３

資格免許職Ⅰ種

社会福祉士 ３ １
保健師 ４ ２
薬剤師 ２ １

資格免許職Ⅱ種 保育士 33 8
学芸員［日本近世美術］ ７ １

消防職Ⅰ種 40 ８
消防職Ⅲ種 39 ５

障害者を対象とした行政職事務職 21 １

技能労務職

環境整備員 47 ４
保育調理業務員 ４ １
学校給食調理員 ８ ３

表紙イラスト原画デザイン　和歌山市立和歌山高等学校　デザイン表現科　玉置文賀さん




