
  

 

 
 

 

大仙市職員採用試験案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込期間  令和３年９月１０日（金）～令和３年９月２７日（月） 

 を利用して、パソコンやスマートフォンからインターネットで 

申し込んでください。 ※持参・郵送不可  

 

  

 

 

 

  

大仙市には、サケが遡上する河川があります。 

河口から６０ｋｍの内陸でサケ漁が行われており、食文化や漁法

などの伝統文化が、現在まで息づいています。 

  大仙市で、サケの飼育のスペシャリストを目指しませんか？ 

2021  
 

【水産技術】  
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１ 主な業務内容  

大仙市営水産ふ化場に勤務し、①～③の業務を通じて、「ふ化・放流技術」を習得する 

とともに、関連事務にも従事します。 

①ふ化放流  

４月  ５月  ６月  ７月  

・稚魚の放流  

 

  ・親魚捕獲に関する

連絡調整  

・許可申請事務  

８月  ９月  １０月  １１月  

・親魚捕獲に関する

連絡調整  

・許可申請事務  

・親魚捕獲に関する

連絡調整  

・許可申請事務  

・親魚の管理  

・受精作業  

・受精卵、稚魚の 

飼育管理  

・親魚の管理  

・受精作業  

・受精卵、稚魚の  

飼育管理  

１２月  １月  ２月  ３月  

・親魚の管理  

・受精作業  

・受精卵、稚魚の 

飼育管理  

・受精卵、稚魚の 

飼育管理  

・受精卵、稚魚の 

飼育管理  

・稚魚の放流  

・受精卵、稚魚の  

飼育管理  

・稚魚の放流  

 

②施設管理  

ふ化場の清掃、飼育用備品の管理（通年） 

冬期間の除雪  

 

③行事支援  

   施設見学の受け入れ、案内（10 月～11 月） 

放流・つかみ取り等の行事支援（10 月～4 月） 

公共施設等での稚魚の飼育水槽の展示（1 月～3 月）  
   



2 

 

仕事の様子  
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大仙市営水産ふ化場  

   〒014-0001 大仙市花館字上大戸下川原 74－45 

 

ふ化場は、明治２８年に県営ふ化場として当時の仙北郡大川西根村字蛭川に設置さ

れました。 

昭和 33 年に旧大曲市に譲渡され、市営水産ふ化場として発足し、平成 17 年の合併

後からは大仙市営ふ化場として現在に至っています。  

施設では、サケの採卵、ふ化、稚魚の飼育等を行っているほか、小学生を交えてサケの放

流事業も実施しています。 
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２ 受験申込から採用まで 

 

 

３ 受験資格  

試験区分  受験資格（いずれにも該当する人）  採用者数  

水産技術  

・昭和４６年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた人  

・普通自動車免許（AT 限定不可）を有する人  

※水産関係を専攻した人が望ましいが、それ以外も可  

１名  

 

【受験できない人】 

  ・日本国籍を有しない人   

  ・地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する人   

正 式 採 用

採用関係書類提出

合格発表 令和３年１０月２２日（金）

面接試験（Web面接）を受験
１０月中旬

SPI3を受験
９月２９日～１０月１０日 性格検査、能力検査

SPI3の受験依頼メールを受信
SPI3の受験案内と受験番号（個人ID）を通知します。

審査
登録内容に不備があるときは、申込みを受け付けません。

受験申込
リクナビNEXT で、９月２７日（月）までに受験申込みを行います。
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４ 受験手続  

必ずインターネットで申し込んでください。 持参、郵送その他の方法では受付できません。 

 

【受付期間】 令和３年９月１０日（金）から令和３年９月２７日（月） 

 

【申込方法】 

① 「リクナビ NEXT 専用サイト」から、 

令和３年９月２７日（月）までに、エントリーを行ってください。 

https://next.rikunabi.com/company/cmi3632389002/nx1_rq0021197958/  

  ↓ 

② 登録された方に対して、        の受験依頼メールを送信しますので、届いたこと

を確認してください。 

  ↓ 

③         の受験依頼メールの案内に従い、予約を行ってください。  

指定期間内に、自分の都合の良い場所と日程で受験することができます。 

  ↓ 

自宅等のパソコンから SPI3 を受験します。（性格検査、基礎能力検査） 

  ↓ 

④面接日時をメールでお知らせします。指定の URL から入室してください。 

 

５ 試験の日程・内容・会場  

試験の日時  内容  会場  

令和３年９月２９日（水）から 

令和３年１０月１０日（日）までの  

受験者が選択する日時  

 

 

 

（Web テスティング） 

 

・性格検査  

・基礎能力検査  

自宅等  

令和３年１０月中旬  面接試験（Web 面接） 
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SPI3 は、パソコンでのみ受験できます。 また、以下の環境が必要です。 

機能スペック 
CPU：1GHz 以上  

メモリ：1GB 以上（32bitOS）/2GB 以上（64bitOS） 

ディスプレイ 解像度：1024×768 以上  

ＯＳ 

OS が以下のいずれかである。  

 日本語版  Windows 8.1 

 日本語版  Windows 10 

 日本語版  MacOS 10.9 以降  

回線  パソコン１台あたり 5Mbps 相当以上  

ブラウザ 

Internet Explorer 11.0 

Microsoft Edge 

Google Chrome 

Safari 7.0 以上  

拡大設定  ブラウザの拡大設定が 100%以上となっていること  

 

６ 合格発表   令和３年１０月２２日（金） 

市ホームページに合格者の受験番号を掲示します。 

合格者には、文書で通知します。  

※採用試験の申込み又は受験に関して、虚偽又は不正の行為があったことが明らかに

なった場合は、合格や採用を取り消すことがあります。  

 

７ 試験結果の開示  

試験の不合格者は、試験結果（総合得点、総合順位）について確認することが  

できます。なお、電話、はがき、メール等による開示は行いません。  

開示請求できる人 試験の不合格者（本人のみ）

期 間 合格発表の日から１か月以内

場 所 大仙市役所　総務部総務課（秋田県大仙市大曲花園町１－１）

時 間 土曜日、日曜日及び祝日を除いた日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間

そ の 他
本人確認のため、受験票と顔写真付きの身分証明書を持参してください。

写しの交付は行いません。   
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８ 人事制度・勤務条件・福利厚生  

　上司が職員の能力と業績を公平かつ客観的に評価

します。

　評価結果は、職員にフィードバックされ、強みはさらに

伸ばし、弱みを小さくすることで、職員が成長し能力開

発につなげることを目的としています。

　評価結果は、給与にも反映します。

　定期健康診断、胃検診のほか、臨床心理士によるこ

ころの健康相談等を行っています。

　所属ごとに週１日以上のノー残業デイを設定し、定

時退庁を励行しています。

　182,200円（大卒の場合）

　　※採用前の職歴や学歴等により加算される場合

　　があります。

　期末、勤勉手当（年間4.45月分）や通勤手当、

住居手当、扶養手当等が支給されます。

　8:30～17:15（休憩時間60分）

　※勤務場所によって異なる場合があります。

土曜日、日曜日、祝日法による休日、12月29日か

ら翌年1月3日までの日

　※配属先によっては、土曜日、日曜日又は祝日法による

　　休日勤務がありますが、原則として週休二日制です。

　年次有給休暇（年20日）

　慶弔休暇、リフレッシュ休暇、産前産後の休暇、

　育児支援関連の休暇・休業、介護休暇　等

　結婚や出産等の祝金、見舞金、弔慰金の給付

　サークル活動への助成

　職場の親睦を深める機会への助成　等

　短期給付（医療保険）

　長期給付（年金）

　福祉事業（人間ドック助成、契約宿泊施設補助、

　　　　　　　　　貯金等）

◆休暇等 ◆大仙市職員互助会

◆秋田県市町村職員共済組合

◆人事評価 ◆健康管理

◆初任給 ◆諸手当

◆勤務時間 ◆休日

 

 

採用試験に関するお問い合わせ先  

大仙市 総務部総務課職員班  
〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町１番１号  

TEL 0187-63-1111（内線 204,206）  

FAX 0187-63-1119 

E-mail：soumu@city.daisen.lg.jp 

http://www.city.daisen.akita.jp / 


