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平成21年度第３次　加西市職員採用試験のご案内

【問合先】　総務部　総務課　人事係 　（市役所３階北側）　☎428702

■近年の採用状況
　市役所には、市民のために真に役立つ人材が必要です。サービス精神やコスト意識があるか、市民に喜ばれることを
生き甲斐とできるか、主体的に考えて行動し成果を出せる職員か否かで、仕事の質も市民満足度も随分と違ってきます。
　このような考えから、私は、市長就任以降、公正かつ透明性の高い職員採用制度とするために、試験委員会に外部委
員も入れ、かつ外部有識者の意見も聞きながら選考方法を改善してきました。
　市役所の業務には、高度の専門学力よりも、むしろ、市民サービスの現場において、市民との協働や連帯ができるよ
うな幅の広い人間性をもった人材が必要です。また、答えの決まっている問題は解決できても、未知の問題や突発事態
に対処できる人材でなければ、任務を遂行できません。
　それゆえ、市役所職員には、高い志と強い使命感をもった人材、気付きと行動のある人材、市民・納税者の立場と行
政の立場の双方から物事を考えられる視野の広い人材、加西を外からの視点で観られる人材などが求められます。した
がって、選考にあたっては、市内在住者か否かによって差をつけることなく、いかに加西市に役立つ優れた人材である
かを観ています。そして、採用した職員が加西市に居住することが理想です。
　私の市長就任以前に募集され、試験実施された平成 18年度採用までは、行政職の欠員を補充するために例年 10名
以上の採用を続けていました。しかし、私が市長になって以降は、少数精鋭の厳正な選抜試験によって採用し、かつ採
用後の育成指導にも力を入れています。
　社会人採用職員は、総じて仕事への取り組み姿勢や業務の質・効率などが優れていると、市役所内外で評価をいただ
いています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長）

　加西市では、急激な経済情勢の悪化に対応する緊急雇用対策の一環として正規職員を募集します。
　特に、政策立案、法務、新規事業企画、公民連携、事業再生などの分野で活躍できる人材を求めています。

職種 採用予定日 採用予定人数 受験資格

行政職
（事務・技術）

平成 21 年 7月 1日 5名
昭和 44 年 4 月 2 日から昭和 62 年 4 月 1 日までに生
まれた人。性別、国籍は問いません。

受験申込

提出書類
申込方法等、詳細は、募集要項をご覧ください。
市ホームページからダウンロードできます。( 市役所でも配布しています。)

受付期間
平成 21 年 3月 16 日（月）～ 4月 9日（木）土日祝除く午前 8時 30 分～午後 5時 10 分
持参または郵送によりお申込みください。

申込先 〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000 番地　加西市役所総務部総務課人事係

試験日程・種目
（一次試験）

平成 21 年 4月 18 日（土）受付：午前 10 時 15 分～ 教養試験・適性試験

■募集職種・採用日

■受験申込み・試験日程等

採用年度
受験者数 採用者数

実質競争率
総数 うち加西市民 （割合） 総数 うち社会人採用 総数のうち市民 （割合）

平成 16 年度 88 人 56 人 （64%） 9人 － 4人 （44%） 9.8 倍

平成 17 年度 87 人 33 人 （38%） 10 人 － 3人 （30%） 8.7 倍

平成 18 年度 125 人 62 人 （50%） 15 人 － 8人 （53%） 8.3 倍

平成 19 年度 104 人 23 人 （22%） 5人 4人 1人 （20%） 20.8 倍

平成 20 年度 116 人 25 人 （22%） 7人 4人 4人 （57%） 16.6 倍

平成 21 年度 78 人 25 人 (32% ) 4 人 1 人 0人 ( 0% ) 19.5 倍

■職員採用試験実施状況（行政職）

※行政職とは、「行政職給料表」の適用を受ける職員で、事務職のほか、保育士や保健師、技術職、消防吏員等を含みます。

平成21年度　任期付職員の採用（追加募集）

　加西市では、当面する重要課題に対応するため、最長 5年間の任期付で職員を募集します。

職種 採用予定人数 主な職務概要

環境担当 1名 地域環境を視野に入れた循環型社会の形成と低炭素社会を目指す社会システムづくり

病院経営担当 1名 公営企業法全部適用や地方独立行政法人化など病院の経営改革

※その他詳細に関しては、下記に問い合わせいただくか、または加西市ホームページをご覧下さい。

【問合先】　総務部　総務課　人事係 　（市役所３階北側）　☎428702

■兵庫県地球温暖化防止活動推進員の募集
　地域での省エネ行動など地球温暖化防止のための実
践的活動の取組みに参加していただける方を募集。
応募方法：応募用紙を、加西市環境創造課へ提出。
応募用紙：県ホームページからダウンロード可。
　　　　　環境創造課窓口でも配布。
募集締切：3/19( 木 ) まで。
任　　期：H21.4/1 ～ H24.3/31

年度 平成 17
( 基準値 )

平成 18
( 実績値）

平成 19
( 実績値 )

平成 24
( 目標値 )

温室効果
ガス排出量

16,810 17,194 15,802 15,802

■加西市役所温室ガス総排出量　　　（単位：㌧‐ CO2）

（平成 21 年 4月 1日見込み）

■募集職種

受験申込

提出書類
申込方法等、詳細は、募集要項をご覧ください。
市ホームページからダウンロードできます。( 市役所でも配布しています。)

受付期間
平成 21 年 3月 16 日（月）～ 4月 17 日（金）土日祝除く午前 8時 30 分～午後 5時 10 分
持参または郵送によりお申込みください。

申込先 〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000 番地　加西市役所総務部総務課人事係

■受験申込み・試験日程等

採用予定日 受験資格

平成 21 年 7月 1日 昭和 54 年 4月 1日までに生まれた人。性別・国籍は問いません。

■採用予定日・受験資格

※民間職務経歴、スキル、年齢等により最高 7級（管理職級）ベースで処遇します。

狂犬病予防注射のお知らせ

【問合先】　環境創造課　☎426620

　平成 21 年度から、各町での狂犬病予防の集合注射は廃
止となります。飼い主の皆様には各自、動物病院での接
種をお願いします。
　狂犬病予防注射期間（生後 90 日を経過した犬）は 4/1
～ 6/30 です。期間外の注射については、各動物病院にお
問合せ下さい。

市内動物病院
加西動物病院（谷町 68 ※中国道側道南）☎43 0810
北条動物病院（北条町横尾 1229-3 ※加西郵便局前）☎42 6353
レオ動物病院（北条町北条 323 ※イオン加西北条 SC内）☎43 7878

■新しく犬を飼われる方
登録料　 3,000 円　　注射代※各病院でお確かめ下さい。
注射済票 550 円
■すでに登録をされている方
3 月中頃、市から送付するハガキを必ず持参して下さい。
事前にハガキの予診票を記入して下さい。
注射代※各病院でお確かめ下さい。　　注射済票 550 円

　近隣市の他の動物病院については回覧及びハガキ（登
録済の方）でお知らせします。
■犬の飼い主は、犬の登録と狂犬病予防注射が義務づけられ

　ています。

【問合先】　環境創造課　☎426620

　加西市は、平成 18 年に平成 24 年度を目標年度とした
「加西市地球温暖化対策実行計画（第 2次）」を策定して
います。その中で、市役所の温室効果ガス排出量を、17
年度を基準として 19 年度から 24 年度の 6年間で 6％削
減する目標を立てていましたが、1年目の 19 年度に達成
することが出来ました。引き続き、今後も職員一丸とな
って更なる削減に努めていきます。

市役所での地球温暖化対策への取り組み


