
令和２年度

高知市職員採用資格試験案内

社会人経験者

U
I
J
募集・受付期間
令和２年８月 21日（金）
　　～　令和２年９月 11日（金）

第１次試験日程

（事務・土木・建築・電気・機械）

●高知会場
　　令和２年10月４日（日）

タ ー ン 枠

※高知県外在住者対象

平成 30年度より ３年間限定実施

インターネット申込み

令和３年４月１日以降採用予定

高知市で暮らし，高知市職員として働きませんか

受験資格概要※詳細は冊子内受験資格にてご確認ください。　
 以下のすべてを満たす人

※技術職の第１次試験は書類試験

※今年度  技術職を新設

※ 新型コロナウイルスの状況を踏まえ，今年度は東京・大阪で
の試験を見合わせますが，全国約280か所のテストセンターに
て受験が可能です。

●テストセンター
　　令和２年９月19日（土）～10月４日（日）

■59 歳以下　　　■高知県外在住者で採用後，高知市へ定住
各試験区分ごとに定める資格及び民間企業等での職務経験※
※週 30 時間以上の所定労働時間で，パート・アルバイトを除く



＜今年度の主な変更点＞
・　これまで実施した事務に加え，技術職（⼟⽊・建築・電気・機械）を追加。
※　技術職については，第１次試験は書類試験。

・　今年度の試験区分＜Ｌ.事務＞の第１次試験は，新型コロナウイルス感染症に
 かかる状況から，東京・⼤阪会場の実施を⾒合わせ，代替として全国約280か所
 のテストセンターでの受験が可能。
※⾼知会場は⾼知市総合あんしんセンターほかで分散開催。

※詳細は３⾴を参照してください。



令和２年８⽉21⽇　

〒780-8571　⾼知市本町五丁⽬１番45号
⾼知市 総務部 ⼈事課
☎　代表（０８８）８２２－８１１１
 　　直通（０８８）８２３－９４１０

１ 令和２年８⽉21⽇(⾦)午前８時30分から令和２年９⽉11⽇(⾦)午後５時まで

インターネット申込み（期間中，24時間申込み可能。）

① ⾼知会場 令和２年10⽉４⽇(⽇)

② 全国のテストセンター 令和２年９⽉19⽇(⼟)〜令和２年10⽉４⽇（⽇）
※　テストセンターでの受験については，３Pを参照してください。

書類試験

２ 試験区分・採⽤予定⼈員・職務内容及び受験資格

(1)　昭和36年４⽉２⽇以降に⽣まれた⼈
(2)　令和２年８⽉21⽇現在，⾼知県外に在住している⼈で，採⽤後，⾼知市への定住ができる⼈

※　職務経験は１週間の所定労働時間が30時間以上のものに限ります。（パート・アルバイト除く）
※　最終合格決定後，職務経験期間の確認のため，職務経歴証明書を提出していただきます。

第 １ 次 試 験

令和２年度  高知市職員採用資格試験案内

　 ⾼知県外在住者で⾼知市への移住を希望されている⽅を対象とした試
験を実施します。

ホームページ︓https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/9/

受 付 期 間

申 込 ⽅ 法

社会⼈経験者（事務・⼟⽊・建築・電気・機械）

採⽤予定⼈員 職務内容

Ｎ. ３名程度
　建築に関する技
術的業務に従事し
ます。

　令和２年８月21日までに，ひとつの企業及び公的団体等における
建築に関する職務経験が５年以上ある人で，建築士法に規定する
一級建築士又は二級建築士，建設業法に基づく一級建築施工管
理技士のいずれかの免許又は資格を有する人

UIJターン枠

社会人経験者

（建築）

　令和２年８月21日までに，ひとつの企業及び公的団体等における
職務経験が連続して５年以上ある人

　令和２年８月21日までに，ひとつの企業及び公的団体等における
土木に関する職務経験が５年以上ある人で，技術士又は技術士補
（建設部門，上下水道部門に限る），土木施工管理技士（一級又は
二級）のいずれかの資格を有する人

全試験区分共通 受験資格

受験資格試験区分
UIJターン枠

社会人経験者

（事務）

UIJターン枠

社会人経験者

（土木）

Ｌ. ６名程度
　一般行政事務に
従事します。

Ｍ. ５名程度
　土木に関する技
術的業務に従事し
ます。

高知市の公共施設
（排水機場・下水処
理場・清掃工場等）
の機械設備の保守
管理及び設計・工
事監督業務に従事
します。

　令和２年８月21日までに，ひとつの企業及び公的団体等における
下記のいずれかの職務経験が５年以上ある人
(1)　機械設備の設計及び施工管理又は維持保全管理の職務経験
(2)　機械における分野で，研究開発・製品設計・生産技術・品質管
理・組み込みエンジニアのいずれかに該当する職務経験

Ｏ. ３名程度

高知市の公共施設
（排水機場・下水処
理場・清掃工場等）
の電気設備の保守
管理及び設計・工
事監督業務に従事
します。

　令和２年８月21日までに，ひとつの企業及び公的団体等における
下記のいずれかの職務経験が５年以上ある人
(1)　電気設備の設計及び施工管理又は維持保全管理の職務経験
(2)　電気・電子における分野で，研究開発・製品設計・生産技術・品
質管理・組み込みエンジニアのいずれかに該当する職務経験

UIJターン枠

社会人経験者

（電気）

L.事務を受験する⽅は①②いず
れかを選択してください。

（事務以外）

（事務）

Ｐ.
UIJターン枠

社会人経験者

（機械）
２名程度

UIJターン枠
平成30年度より ３年間限定実施
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（注）

⑴　 同じ受付期間にて別途募集する，令和２年度高知市職員採用資格試験との併願はできません。
⑵　 上記の受験資格を有する人であっても，次のいずれかに該当する人は受験できません。

①　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
②　高知市において懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過しない人
③　日本国憲法施行の日(昭和22.5.3)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

３ 申込⽅法

　インターネット申込み
　※　申込みの際には，必ず高知市人事課ホームページに掲載の「インターネット
　　申込み利用案内」を一読し，確認しながら手続きを行ってください。

　令和２年８月21日（金）午前８時30分から

　　令和２年９月11日（金）午後５時まで（期間中，24時間申込み可能。）

※ 　原則上記以外の申込みは受け付けできませんが，インターネットによる申込みができない特段の事情がある

   場合には，９月４日（金）までに人事課に電話でお問い合わせください（☎直通088-823-9410／土曜日及び

　日曜日を除く，午前８時３０分から午後５時15分まで。）。

申　込　⼿　順
※事前登録と本登録の

２段階⽅式

　① 　高知市人事課ホームページ（https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/9/）の「採用試
     験情報」にある「令和２年度職員採用資格試験案内（下期）」のページより「申込専用サイ
　　　ト（外部リンク）」へ接続し，メールアドレス等を「事前登録」し，個人ＩＤとパスワードを取得
      してください（個人ＩＤとパスワードは，受験票の印刷等，以後の手続きに必要ですので，
      必ず控えておいてください。）。
　② 　事前登録完了メールを受信後，メールに記載されたURLにアクセスし，マイページから
      受験者情報等を「本登録」してください。
　③　 本登録完了メールを受信し，申込完了となります。なお，本登録後24時間以内に完了
      メールが届かない場合は人事課に電話でお問い合わせください（☎直通088-823-9410
      土曜日及び日曜日を除く，午前８時30分から午後５時15分まで。）。
　※ 　令和２年９月11日（金）午後５時までに本登録が完了していない場合は，受験すること
      ができません。
　※ 　本登録の途中で一時保存することはできません。登録作業を中断した場合は最初から
     入力し直す必要がありますのでご注意ください。
　※ 　申込みの受付期間中であれば「試験区分」以外の内容は変更することができます。試
　　 験区分を変更する場合は，再度別の試験区分から申込みをしてください。
　※ 　本登録の完了後，記入不備等により，人事課から電話又はメールで連絡する場合があ
   　 ります。

受　験　票
　申込みの受付期間終了後，令和２年９月18日（金）までに「受験票交付のお知らせ」に関する
メールを送信しますので，確認後，マイページにログインし，受験票を印刷してください。
　印刷した受験票は，記載されている事項を確認の上，申込者本人が署名し，切り取り線で切
り離して，試験会場に必ず持参してください。

　○　パソコン又はスマートフォン（スマートフォン以外の携帯電話には対応していません。）
　　＜推奨環境について＞
　　 Google Chrome 最新版   ・JavaScript が使用できる設定であること。

　　   　  ・PDF を閲覧できる環境であること。（一部機能）
　　 ※ 　推奨環境ではない場合，本システムによる申請ができないことがあります。
　　 ※ 　「Internet Explorer」は，本システムに対応していません。
　○　本人のメールアドレス
　　 ※ 　「city.kochi.lg.jp」「.bsmrt.biz」のドメインから送付される電子メールが受信できるよう
         に設定してください。
　○　ＰＤＦファイルを読むためのソフト
　○　受験票を印刷するためのプリンタ（コンビニエンスストアのプリントサービス等利用可）
　○　顔写真のデータ
　　 ※ 　申込前６か月以内に脱帽・上半身正面向きを撮ったもので本人と確認できるものと
         します。登録可能なデータサイズは最大２MBです。

申　込　⽅　法

受　付　期　間

　○　 受付期間中は，24時間申込みができますが，システムの保守・点検等を行う場合や，
　 　重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合は，事前の通知を行うことなく，本
　 　システムの運用の停止，休止，中断，または制限を行うことがありますので，あらかじめ
　 　ご了承ください。
　○ 　申込締め切り直前は，サーバーが混み合うことなどにより申込みに時間がかかる恐れ
　 　がありますので，余裕をもって早めに申込みをしてください。

 　上記のほか，使用される機器や通信回線上の障害等による申込みの遅延等には一切の
責任を負いませんので，ご注意ください。

事　前　準　備
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４ 試験の⽇時・場所及び試験⽅法等
（１）第１次試験

＜事務＞

　 ※　申込みの際に以下のいずれかを

　 選択してください。

 　令和２年10月４日（日）

　 　午前９時00分～午前11時20分

 　令和２年９月19日(土)～

       令和２年10月４日（日）

（詳しくは下記をご参照ください。）

　①　⾼知会場での受験 ※以下のいずれかの会場にて受験となります。受験票発⾏の際に通知します。

②　全国のテストセンターでの受験
　本市の指定する期間において，都合のよい日時に，都合のよい会場を各自で予約し，受験する方法です。

会場は全国47都道府県に約280か所用意されています。

　※　テストセンターの予約について

　　受験票の発行に合わせ，テストセンターでの受験希望者に対し，受験用ＩＤ/パスワード（試験申込みにて使用したもの

　とは異なります。）及び予約用専用サイトのアドレスをメールにて通知します。通知を受け取り次第，受験用ＩＤ/パスワード

　を使い，予約専用サイトにて受験日時・会場を予約し，各自で受験してください。

　　なお，テストセンター会場にて本人確認のため，身分証明書（運転免許証・パスポートなど）を提示していただきます。

 　　【注意】　従来型携帯電話での受験予約はできません。

【第１次試験時の主な注意事項】

○　 試験開始時間までに，試験会場に集合してください（時間厳守）。　　　

　　  時間に遅れた場合は，原則として，受験することができませんので注意してください。

○　 試験会場には，受験者用の自動車の駐車場がありません。　

      受験される方は二輪車もしくは公共交通機関等を利用してください。なお，試験会場及び周辺への無断駐車は

   絶対にしないでください。

○ 　試験会場のゴミ箱は利用できませんので，ゴミは各自が持ち帰ってください。

＜事務以外＞

Ｍ.

Ｎ.

Ｏ.

Ｐ.

（２）第２次試験

試験日時・会場等詳細については，第１次試験合格発表等の際にお知らせします。

　

科⽬

教養試験
（択一式）

適性検査①
（択一式）

書類試験

第１次試験合格者に対して行います。

試験区分 科⽬

Ｌ．事 務

適性検査②

　一般教養（文章読解能力，数的能力，推理判断能
力，人文・社会，自然に関する一般知識，基礎英語）

試験⽇時

事 務Ｌ．

土 木

建 築

電 気

機 械

試験区分 科⽬ 内容

実務経験の実績や社会人経験等で培われた能力，文章表現力等をみるための試験（申込みの
本登録において入力する「自己ＰＲ」等の書類試験対象項目を評価し，採点します。）
　※　登録の途中で，一時保存することはできません。別途パソコンやスマートフォンのメモ機能などを
　　利用し，原稿を作成した上で登録することをおすすめします。

書類試験

社会人経験等で培われた能力，文章表現力等をみ
るための試験（申込みの本登録において入力する
「自己ＰＲ」等の書類試験対象項目を評価し，採点し
ます。
※　 登録の途中で，一時保存することはできません。別
　 途パソコンやスマートフォンのメモ機能などを利用し，
　 原稿を作成した上で登録することをおすすめします。

　職員として必要な事務適性を有するかどうかについ
ての検査

　職員として必要な適性を有する
かどうかについての検査

試験⽇ 試験会場
※ 　テストセンター方式
　 令和２年10月10日(土)から10月22日(木)の間に各自で受験
日時・会場を予約し，受験します。（詳しくは上記「全国のテスト
センターでの受験」をご参照ください。）
　 なお，受験用ID及びパスワードは第１次試験合格発表に合
わせて通知します。

令和２年11月７日（土）
高知市役所本庁舎

（高知市本町５丁目１番45号）

内容

個人面接

高知市総合あんしんセンター（高知市丸ノ内１丁目７番45号）
高知市役所本庁舎（高知市本町５丁目１番45号）
高知市たかじょう庁舎（高知市鷹匠町２丁目１番43号）

高知会場

 <①高知会場>

＜②全国のテストセンター＞

主として人物の人柄や性格等
についての個別面接を行いま
す。

試験区分 内容
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Ｍ.

　 Ｎ.

Ｏ.

Ｐ.

※　適性検査②は面接等の資料として使用します。

※　Ｌ.事務は第２次試験合格者に対して第３次試験をさらに行います。

（３）第３次試験

第２次試験合格者に対して行います。

試験日時・会場等詳細については，第２次試験合格発表等の際にお知らせします。

Ｌ．

５ 資格調査
 第２次試験受験者（Ｌ.事務は第３次試験受験者）に対し，受験資格の確認のため，住民票の提出を求めます。※令和２年

　　 ８月21日時点で高知県内に住民票がないことを証明するためのものです。

　  また，最終合格者発表後，職務経験期間の確認のため，職務経歴証明書の提出を求めます。

 職務経歴証明書の提出ができない場合は，採用されません。

 職務経歴証明書には，法人名，代表者名，社判，就業期間，週当たりの勤務時間，職務内容等の記載が必要と なります。

６ 合格発表

　※　 不合格の方へは全員（ただし，全ての試験科目を受験しなかった方は除く。）に総合得点，順位，受験者数，合格者
 　数を記載した試験成績をマイページに通知します。

７ 合格から採⽤まで
(1)　最終合格者は，令和３年４月１日に採用候補者名簿に登載され，登載の日から原則として１年間（本人の

 　状況によっては削除されることがあります。）高知市職員として採用の資格が与えられます。

 なお，採用予定日は，原則として令和３年４月１日以降となります。

   　職務経験期間の証明ができない場合を含め受験資格が無い場合や，申込書等の記載事項に虚偽又は不正が

   あることが判明した場合は，合格を取り消します。

(2)　最終合格者に対して，直ちに文書で入庁意思の確認を行います。この意思確認において，「採用辞退」の

   回答があった場合又は期限内に回答が無い場合は，採用される資格を失います。採用辞退等により，採用候

   補者名簿からの削除があった試験区分に限り，合格者の追加発表を行うことがあります。

(3)　地方公務員法第22条の規定により，採用の日から６か月以上１か年の期間は条件付採用期間とし，その間

   の勤務成績が良好な場合に正式採用となります。

第１次合格発表

令和２年10月９日（金）

第２次合格発表

令和２年11月13日（金）

　合格者の受験番号及び第２次又は第３次試験の試験日時等を，下記のいずれ
かの方法でご確認ください。
　  ① 高知市役所東側掲示板に掲示
　  ② 高知市人事課ホームページ（https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/9/）
　また合格者の方には，合格通知とともに，第２次又は第３次試験の試験日
時・会場等詳細について，マイページに通知します。

　 合格者の受験番号を，下記のいずれかの方法でご確認ください。
① 高知市役所東側掲示板に掲示
② 高知市人事課ホームページ

 また合格者の方には，マイページに通知します。

最終合格発表

個人面接 令和２年11月８日（日）
高知市役所本庁舎

（高知市本町５丁目１番45号）

主として人物の人柄や性格等
についての個別面接を行いま
す。

土 木

建 築

電 気

機 械

教養試験
（択一式）

※ 　テストセンター方式
　 令和２年10月10日(土)から10月22日(木)の間に各自で受験
日時・会場を予約し，受験します。（詳しくは３頁「全国のテスト
センターでの受験」をご参照ください。）
　 なお，受験用ID及びパスワードは第1次試験合格発表に合
わせて通知します。

　　一般教養（文章読解能力，数
的能力，推理判断能力，人文・社
会，自然に関する一般知識，基
礎英語）

　職員として必要な適性を有する
かどうかについての検査

適性検査②

個人面接事 務
主として人物の人柄や性格等

についての個別面接を行いま
す。

令和２年11月21日（土）
高知市役所本庁舎

（高知市本町５丁目１番45号）

試験区分 科⽬ 内容 試験⽇ 試験会場

 Ｌ.事務

令和２年11月27日（金）

 Ｍ.土木，Ｎ.建築

令和２年11月13日（金）

 Ｌ.事務

 Ｏ.電気，Ｐ.機械

試験区分 科⽬ 内容 試験⽇ 試験会場
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８　給料等
 初任給は，民間企業等における職務経験年数，最高学歴等を考慮して，一定の基準に基づき決定されます。

   たとえば22歳で大学を卒業後，民間企業等での10年の職務経験を満たした35歳の方の場合では約27万円程度，

   同じく民間企業等での15年の職務経験を満たした40歳の方の場合では約30万円程度となります。

  　※　上記の金額はすべて，令和２年４月１日時点のものです。

　　※　このほか住居手当，通勤手当，期末勤勉手当等の諸手当が支給されます。

９　その他
 この試験において提出された書類等は，一切返却できません。

 申込み等を通じて提出された受験者の個人情報については，採用試験以外の目的には一切使用しません。

  　 ただし，最終合格者の個人情報は人事情報として使用します。

 受験手続その他試験に関することは，人事課にお問い合わせください。

 　 （☎直通088-823-9410／午前８時30分から午後５時15分まで（ただし，土曜日，日曜日及び祝日を除く。））

注意事項

1 　受験票は本人確認に使用しますので試験終了まで大切に保管してください。また試験会場に必ず持

参してください。受験票を持参しなければ，原則として受験することができません。

2 　受験者は試験当日，筆記用具（鉛筆は，ＨＢ５～６本，シャープペンシル不可）を持参してください。

3 　試験中途で受験を中止した場合は，その試験を受けることができません。

4 　問題用紙及び試験答案紙は必ず提出し，持ち帰ってはいけません。

5 　試験会場において，受験者は試験委員及び係員の指示に従わなければなりません。

6 　試験中は計算機又は計算機能が付いた時計，携帯電話等の使用はできません。

　
試験日程の変更は原則として行いません。
特に遠隔地から受験される方については，悪天候などによる主要交通機関（鉄道，航空機及び高速バス等）の運休などが予想され

る時は，早めに移動するなどして試験に備えるようにしてください。
なお，諸般の事情により試験実施が困難なときは試験を中止し，後日，改めて試験を行うことがあります。その際はホームページへ

掲載するとともに，マイページへの通知等で，試験実施日及び合格発表の日程変更等をお知らせします。
試験当日のお問い合わせは，午前８時までに高知市役所（☎代表088 – 822 - 8111。直通番号は不可）へお願いします。
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令和2年度

✺　高知市への引っ越し時には…

　【お問い合わせ先】　　⾼知市地域活性推進課　移住・定住促進室　℡088-823-8813

　【お問い合わせ先】　　（⼀社）⾼知県移住促進・⼈材確保センター　移住・交流コンシェルジュ　℡088-823-9336

✺　高知市をもっと詳しく知りたい方は…

　【お問い合わせ先】　　⾼知市地域活性推進課　移住・定住促進室　℡088-823-8813

　【お問い合わせ先】　　⾼知市地域活性推進課　移住・定住促進室　℡088-823-8813

「高知家で暮らし隊」会員特典

　高知県への移住を希望される方をサポートするための無料会員制度です。登録していただ
くと、引っ越し費用やレンタカー利用料、宿泊施設などの割引特典が利用できます。

高知市の移住・定住に関するＳＮＳ

　高知市の移住・定住に関する情報はもちろん、高知市の歴史や文化、自然、食などの魅力
をＳＮＳで発信していますので、ぜひフォローの上、ご覧ください。

移住・定住情報「暮らすにぼっちり通信」

　LINE公式アカウント「高知市移住・定住促進室」で配信していますので、
ぜひ友だち登録をお願いします。

　高知市への移住を検討されている方・移住された方に、高知市の文化や
歴史、イベント、行政情報などをご紹介した「暮らすにぼっちり通信」を
毎月発行しています。

●補助要件…高知市に住民登録（1年以上）がある親世帯と同居、または隣居・近居（住宅
間の直線距離が概ね２ｋｍ以内）であること。

暮らすに「ぼっちり」高知市 UIJターン移住におすすめサポート

三世代同居等Ｕターン支援事業

　高知市出身の子育て世帯が県外からＵターンし、高知市在住の親世帯と同居・近居する場
合、転入費用・定住費用（合計上限15万円）を補助しています。

●補助対象者…過去に５年以上高知県内で居住した後、県外に転出して1年以上県外に居住
し、かつ、県外居住地に住民登録のある世帯で、高知市への転入日（異動日）に満18歳以下
の子ども（出産予定を含む）を扶養し、同居されている方

Facebook

高知市×移住「こうちらいふ」

Instagram

暮らすにぼっちり高知市移住・定住
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●実施日程

平日　月曜日～金曜日の９時から17時まで　※土・日曜日、祝日は要相談

　【お問い合わせ先】　　⾼知市地域活性推進課　移住・定住促進室　℡088-823-8813

●所在地 ●利用料金

高知市鏡今井2548番地 最初の2泊まで1室につき3、300円

以降1泊ごとに１室につき1、100円

　【お問い合わせ先】　　⾼知市地域活性推進課　移住・定住促進室　℡088-823-8813

✺　その他

　【お問い合わせ先】　　⾼知市⼦育て給付課　℡088-823-9447

　【お問い合わせ先】　　⾼知市保育幼稚園課　℡088-823-4012

　【お問い合わせ先】　　⾼知市建築指導課　℡088-823-9470

高知市地域活性推進課　移住・定住促進室

〒780-8571　高知県高知市本町5丁目１－45

℡：088-823-8813　　fax：088-823-9382　　E-mail：kochi-life@city.kochi.lg.jp

住宅の耐震診断・改修に対する補助

　旧耐震基準（昭和56年5月以前）で建築された住宅の耐震改修を行う方に対して、耐震改
修計画の作成（木造：1棟あたり上限20.5万円、非木造：１棟あたり上限30万円）と耐震改
修の費用（1棟あたり補助対象経費の8割で上限100万円）の一部を助成しています。

　事前に移住を希望する地域の生活を知り、地域の方との交流を深めることを目的とした移
住体験滞在施設をご用意しています。　※生活家電・家具付き

０歳から小学生までの医療費が無料

　 健康保険に加入している小学生までのお子さんが病気などで医療機関を受診したときの
保険診療自己負担額を助成しています。

保育園など同時在園の第２子以降の保育料が無料

　 同一世帯で兄姉児が保育所等（認可幼稚園・認定こども園等を含む）に入所している場
合に、弟妹児の保育料が無料となります。

このほか、高知市への移住に関するお問い合わせは

かがみ暮らし体験滞在施設「しいの木」

暮らすにぼっちり　高知市ガイドツアー

　都会と田舎、両方の魅力をほどよくもった高知市を、移住専門スタッフが移住希望者の日
程・要望に応じてご案内します。参加費無料、要事前予約。

こうちらいふ 検索
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令和２年度高知市職員採用資格試験における 

新型コロナウイルス感染症などへの対応について 

高知市職員採用資格試験を受験される方は，以下の点に留意してください。

１ 緊急連絡事項のお知らせについて 

新型コロナウイルス感染症をめぐる今後の状況等によっては，試験日程の変更や中止など，緊

急連絡事項をお知らせする場合があります。その際は高知市人事課ホームページへ掲載すると

ともに，「高知市職員採用資格試験申込システム」のマイページへの通知等でお知らせします。 

２ 試験当日の対応について 

⑴ 体調不良の方

新型コロナウイルス感染症など（学校保健安全法で出席停止が定められている感染症）に罹

患し治癒していない方は，他の受験者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。 

なお，これを理由とした欠席者向けの再実施は予定しておりません。

また，当日試験中に体調不良になられた方は，状況によっては途中で受験を控えていただく

こともありますので，ご了承ください。

⑵ マスクの着用等

試験当日は，感染予防のため，マスクを持参のうえ着用をお願いします。

なお，試験時間中の写真照合の際には，試験係員の指示に従い，マスクを一時的に外してく

ださい。また，携帯用手指消毒用アルコールをお持ちの方は，持参しても差し支えありません。

休憩中は適宜手洗いをするなど，感染症対策にご協力をお願いします。

⑶ 試験室の換気

試験室は，換気のため，試験中も適宜窓やドアなどを開けます。

室温の高低に対応できるよう，服装には注意してください。

受験される方への留意事項 
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高知市総務部人事課　〒780-8571　高知市本町5丁目1番45号
TEL：088-823-9410　FAX：088-823-9041
E-Mail：kc-050400@city.kochi.lg.jp

高知市
KOCHI CITY

高知市職員採用資格試験

試験案内

ターン

令和2年８月（下期）
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