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令令和和４４年年度度香香川川県県広広域域水水道道企企業業団団職職員員採採用用試試験験      （（大大学学卒卒業業程程度度））試試験験案案内内  
 

受付期間（メール・持参・郵送） ◆５月18日（水）～６月10日（金） 

                〔メール・持参の場合は６月10日（金）の午後５時15分までに提出さ

れたものを、郵送の場合は６月10日（金）までの消印のあるものを

受け付けます。〕 

第１次試験日及び試験会場    ◆７月10日（日） 

                【事務】香川県自治会館、ホテルマリンパレスさぬき 

及びホテルパールガーデン 

                【技術】香川県広域水道企業団本部（高松市防災合同庁舎） 

※試験区分によって試験会場が異なりますので、注意してください。 

 

 

・・令令和和５５年年４４月月１１日日付付けけでで採採用用すするる職職員員をを募募集集ししまますす。。  
・・採採用用すするる職職種種はは「「事事務務」」３３名名程程度度、、「「技技術術」」３３名名程程度度をを募募集集ししまますす。。

・・「「技技術術」」ににつついいてて、、第第１１次次試試験験（（筆筆記記））はは専専門門科科目目ののみみ（（科科目目選選択択

制制：：土土木木・・建建築築・・電電気気・・機機械械ののううちち、、一一科科目目をを申申込込時時にに選選択択））でですす。。

一一般般教教養養科科目目はは実実施施ししまませせんん。。  
・・受受験験申申込込はは持持参参、、郵郵送送又又はは電電子子メメーールルにによよりり受受けけ付付けけまますす。。    

 

 

１１  試試験験区区分分、、採採用用予予定定人人数数及及びび主主なな職職務務内内容容  
試験区分 採用予定人数 主な職務内容 

事務 ３名程度 
企画・立案、渉外・折衝、調査、指導、庶務・経理等の事務に 

従事します。 

技術 ３名程度 
管路等の水道施設及び電気・機械設備等に関する企画・設計、 

施工管理、保守管理等の業務に従事します。   (注) 申し込むことができる試験区分は１つに限ります。なお、申込書の受付後は変更することはでき

ません。 

 

 

試試験験情情報報ははここちちららかからら  
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２２  受受験験資資格格  
(１) 年齢等 

試験区分 年齢等 

事務、技術 

次の①又は②の資格を満たす者  

①平成５年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた者 

②平成13年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大学（短期大学を除 

く。）  を卒業した者若しくは令和５年３月31日までに卒業する見込みの者又は 

これらに相当する資格を有すると企業長が認める者 

(注) 日本国籍を有しない者（永住者又は特別永住者に限る。）も受験できます。日本国籍を有しな

い者は、受験申込みの際に在留カードの写し等、在留資格を証する書類の提出が必要です。また、

日本国籍を有しない職員は、住民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為を行う業務（公権力

の行使）及び公の意思の形成に参画する業務に携わることができません。 

(２) 上記の受験資格に該当する者であっても、地方公務員法第16条の欠格条項に該当する者は、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

者  

(イ) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者  

(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者   
３３  試試験験のの方方法法及及びび内内容容  
  試験は、次のとおり第１次試験及び第２次試験とし、第１次試験は大学卒業程度の筆記試験を行い、

第２次試験は第１次試験の合格者に対して行います。最終合格者は、第１次試験の合格者の中から、第

２次試験の試験成績に基づいて、香川県広域水道企業団において決定します。なお、申込書その他の提

出書類記載事項に基づき、受験資格の有無等について確認を行います。 

試験 種目等 
試験区分 

方法及び内容 
事務 技術 

第１次試験 

教養試験 

２時間・40題 
〇 － 

公務員として必要な一般知識（時事、社会、 

人文、自然）及び一般知能（文章理解、判断

・数的推理、資料解釈）について択一式によ

り行います。 

性格特性検査 

20分間・150題 
〇 〇 

公務員に求められる資質に関し、性格傾向の

面から特徴について択一式により行います。 

専門試験 

・事務 

２時間・40題 

・技術 

２時間・30題 

〇 

 

 

〇※ 

（※科目 

選択制）

試験区分に応じて必要な専門的知識及び能

力について択一式により行います。試験問

題は、別表に掲げる分野から出題します。 

第２次試験 個別面接 〇 〇 
積極性、使命感、社会性、創造力、表現力等

人物について、個別面接を行います。 
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(注)１ 〇印は、実施する試験種目です。 

  ２ 技技術術ににつついいててはは、、第第１１次次試試験験でではは一一般般教教養養科科目目はは実実施施ししまませせんん。。 

 ３ 技技術術のの専専門門試試験験はは、、科科目目選選択択制制でであありり、、別別表表のの選選択択科科目目かからら一一科科目目をを選選択択しし、、申申込込書書のの程程度度別別  

及及びび選選択択科科目目欄欄にに記記載載ししててくくだだささいい。。  

申申込込書書のの提提出出後後にに選選択択科科目目をを変変更更すするるここととははででききまませせんん。。 

４ 第１次試験、第２次試験の成績がそれぞれ一定以下の場合は、合格者なしとする試験区分もあ

ります。 

    

別別表表  専専門門試試験験出出題題分分野野一一覧覧表表  
試験区分 選択科目 出題分野 

事務 － 
憲法、行政法、民法、経済学、財政学、社会政策、政治学、行政学

及び国際関係 

技術 

土木 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（都市

計画を含む。）及び材料・施工 

建築 
数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建

築計画（都市計画、建築法規を含む。）、建築設備及び建築施工 

電気 
数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電

力工学、電子工学及び情報・通信工学 

機械 
数学・物理、材料力学、流体力学、熱力学、電気工学、機械力学・

制御、機械設計、機械材料及び機械工作   
４４  試試験験のの日日時時、、場場所所及及びび合合格格者者発発表表  

試験 日時 場所 

第１次試験 

事務 

７月10日（日） 

受付時間 午前８時30分～午前９時 

試験時間 午前９時～午後３時頃 

香川県自治会館、ホテルマリンパレス 

さぬき及びホテルパールガーデン 

（高松市福岡町二丁目） 

技術 

７月10日（日） 

受付時間 午後０時30分～午後１時 

試験時間 午後１時～午後４時頃 

香川県広域水道企業団本部（高松市防災 

合同庁舎） 

高松市番町一丁目８番15号（高松市役所 

本庁舎西隣り） 

第２次試験 ８月下旬の予定です。日時、場所等は、第１次試験合格者に別途通知します。 

合格者発表 

第１次試験合格者 

 ７月29日（金）（予定） 
香川県広域水道企業団ホームページ※に

合格者の受験番号を掲示するほか、合

格者に郵便で通知します。 
最終合格者 

 ９月上旬（予定）   ※ 香川県広域水道企業団のホームページ・アドレス https://union.suido-kagawa.lg.jp/         
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５５  受受験験申申込込手手続続及及びび申申込込受受付付期期間間  
区分 申込先及び申込方法 申込受付期間 
メ
ー
ル
に
よ
る
方
法 ①［申込用紙のダウンロード］ ５月18日（水）以降に香川県広域

水道企業団ホームページのトップページ（hhttttppss::////uunniioonn..ssuuiiddoo--

kkaaggaawwaa..llgg..jjpp//）に掲載している職員採用情報にアクセスし、令和

４年度の試験案内のお知らせから申申込込用用紙紙ををダダウウンンロローードドしてくだ

さい。 

②［申込方法］ 申込用紙に必要事項を入力し、採採用用専専用用ののメメーールル

アアドドレレスス（ssaaiiyyoo@@uunniioonn..ssuuiiddoo--kkaaggaawwaa..llgg..jjpp）に「「令令和和４４年年度度採採用用

試試験験申申込込」」とといいうう件件名名でで電電子子メメーールルをを送送信信してください。 

③［申込受付］ 企業団がメールを受信すれば、「令和４年度採用

試験申込受付完了」という件名の電子メールを送信します。 

６６月月1133日日（（月月））ままででにに上上記記のの電電子子メメーールルがが届届かかなないいととききはは、、  

６６月月1144日日（（火火））ままででにに香香川川県県広広域域水水道道企企業業団団にに必必ずず照照会会ししててくくだだささ

いい。。 

５５月月1188日日（（水水））  

午午前前８８時時3300分分かからら  

６６月月1100日日（（金金））  

午午後後５５時時1155分分ままででにに到到着着  

ししたたももののを受け付けます。

持
参
又
は
郵
送
に
よ
る
方
法 申込用紙に必要な事項を記載し、次のとおり香川県広域水道企業団

総務企画課に受験申込みをしてください。 

（申込みの際には、申込書及び受験票を切り離さずに提出していく

ださい。） 

（１）直接持参する場合は、香川県広域水道企業団総務企画課（高

松市防災合同庁舎６階）へ持参してください。 

（２）郵便で申込みをする場合は、封封筒筒のの表表にに赤赤字字でで「「大大学学卒卒業業程程

度度」」と書いて簡簡易易書書留留により郵送してください。 

５５月月1188日日（（水水））かからら  

６６月月1100日日（（金金））ままでで  

（（土土曜曜日日及及びび日日曜曜日日をを

除除くく。。））のの午午前前８８時時3300

分分かからら午午後後５５時時1155分分まま

ででです。 

なお、郵送の場合は、 

６６月月1100日日（（金金））ままででのの消消

印印ののああるるももののを受け付け

ます。 

 (注)１ 受付期間後はどのような理由があっても受け付けません。 

２ 日本国籍を有しない者は、在留資格を証する書類も、併せて提出してください。 

   ３ 受受験験票票はは、、申申込込書書のの受受付付後後にに郵郵送送ししまますすがが、、６６月月3300日日（（木木））ままででにに受受験験票票がが到到着着ししなないいととききはは、、  

７７月月１１日日（（金金））ままででにに香香川川県県広広域域水水道道企企業業団団にに必必ずず照照会会ししててくくだだささいい。。  

     なお、申込みの際には、受験票に写真を貼らないでください。受験票の返送後、最近６か月以 

内に撮影した写真（上半身・脱帽・正面向き・縦４cm横３cmで本人と確認できるもの）を貼り付

けて試験の当日持参してください。 

受受験験票票（（写写真真をを貼貼っったたもものの））ががなないい場場合合はは受受験験ででききまませせんん。。 

 

６６  合合格格かからら採採用用ままでで      この試験の最終合格者は、令和５年４月１日採用の予定です。 

 

７７  給給与与、、勤勤務務時時間間等等  
（１）令和４年４月採用時の初任給（給料及び地域手当）は、月額194,738円です。また、職歴などを

有する人は、一定の基準により加算されます。このほかに期末手当及び勤勉手当が支給され、支給要

件に該当する場合には、扶養手当、通勤手当、住居手当等も支給されます。 
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(２) 勤務は原則として月曜日から金曜日までの５日間、午前８時30分から午後５時15分までの１日 

７時間45分です。ただし、部門、職種によっては変則勤務をすることがあります。 

(３) 勤務場所は、香川県広域水道企業団本部、ブロック統括センター又は広域送水管理センターです。 

 

８８  そそのの他他  
 (１) 試験当日に車椅子の使用を希望するなど受験に際して要望のある場合は、あらかじめ香川県広域

水道企業団に申し出てください。 

 (２) 受験手続等の問合せは、電話（087-826-6112）又はメール（saiyo@union.suido-kagawa.lg.jp）

で、香川県広域水道企業団総務企画課にしてください。 

 (３) 第１次試験の当日は、受験票（写真を貼ったもの）、ＨＢの鉛筆及び消しゴムを必ず持参してく 

ださい。時計は計時機能だけのものに限ります。（携帯電話、スマートフォン等は使用できません。） 

試験区分が事務の方は、昼食を各自で用意してください。 

 (４) 試験場には受験者用駐車場がありませんので、試験場の駐車場は使用しないでください。なお、

自動車等で送迎される場合は、交通の妨げ、近隣住民の迷惑にならないよう配慮してください。 

 (５) 新型コロナウイルス感染症の影響や台風等により、試験の日程を変更しなければならなくなった

場合等、告知事項がある場合には、香川県広域水道企業団ホームページにてお知らせする予定です。 

(６) 試験当日は、必ず検温を行ってください。 

 (７) 試験当日は、常時マスクの着用をお願いします。   
９９  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にに関関すするる留留意意事事項項  
以下の方は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、受受験験ででききまませせんん。。  

 (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 

(２) 保健所から「濃厚接触者」又は「その他の接触者」として指定を受け、自宅待機を要請されてい

る方 

(３) ３７．５度以上の発熱や咳、強い倦怠感などの風邪症状がある方 

※ なお、理由の如何を問わず、欠席者向けの再再試試験験はは実実施施ししまませせんん。。     日日 本本 国国 籍籍 をを 有有 しし なな いい 受受 験験 希希 望望 者者 のの 皆皆 ささ んん へへ    
日本国籍を有しない人が受験を希望される場合は、次の事項に注意してください。 

 

① 試験問題及び試験の方法は、日本国籍を有する人と同一です。 

  試験問題は日本語による出題です。解答も日本語によるものになります。 

  第２次試験における個別面接は、全て日本語による質問・応答になります。 

② 在留資格において就職が制限されている人は、採用されません。 

  

以上の事項を理解のうえ、受験申込みをしてください。 

 不明な点等がある場合は、香川県広域水道企業団までお問合せください。 
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ここのの試試験験ににつついいててのの問問合合せせ、、請請求求、、申申込込みみ等等はは  
香香 川川 県県 広広 域域 水水 道道 企企 業業 団団 総総 務務 企企 画画 課課  

〒７６０－８５１４ 

 香川県高松市番町一丁目８番 15号 （高松市防災合同庁舎６階） 

 〔ＴＥＬ〕 ０８７－８２６－６１１２（直通）   ０８７－８２６－６１１１（代表） 

 〔ホームページ・アドレス〕 https://union.suido-kagawa.lg.jp/ 

 


