令和３年度
南城市職員採用候補者試験案内
南城市役所 総務部総務課 人事係
南城市佐敷字新里1870番地
電話番号：098‐917‐5378
https://www.city.nanjo.okinawa.jp/

第一次試験日

令和３年９月１９日（日）

受 付 期 間

令和３年７月３０日（金）～ 令和３年８月１９日（木）
（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

受 付 時 間

午前９時～午後５時

試 験 会 場

ユインチホテル南城

令和３年度南城市職員採用候補者試験（令和４年４月１日採用予定）を次のとおり実施します。

令和３年度職員採用試験の特徴
・行政職Ⅰ、保健師職、土木・建築技術職の年齢制限を１歳引き上げ。
・行政職Ⅰの試験区分に、一次試験でエントリーシート審査を行う総合型を設定。
・公務員試験に向けた準備を必要としない教養試験を実施。
※行政職Ⅰ（総合型）、行政職Ⅱ（社会福祉士）、保健師職、土木・建築技術職（上級）
・土木・建築技術職（上級）の一次試験はテストセンター方式により実施。
※テストセンター方式とは：全国各地に設置した試験会場のパソコンを利用し、設定され
た期間のなかで、受験者が希望する会場で受験する方式
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募集職種、採用予定人数及び従事する業務
職

種

試験区分

採用予定人数

従事する主な業務

上級
中級
行政職Ⅰ

若干名
初級
総合型

行政職Ⅱ

社会福祉士

若干名

保健師職
土木・建築技術職

若干名
上級

若干名
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市長部局及び教育委員会等に
おいて、専門業務及び行政事
務に従事します。

２ 受験資格
（１）各職種・試験区分ごとに次のような受験資格があります。
受験資格は、それぞれの試験区分についてすべてに該当する必要があります。
職種(試験区分)

受験資格

ア 平成３年４月２日以後出生し、かつ、活字印刷文による出題に対応
できる者
上級
イ 学校教育法に基づく４年制大学を卒業若しくは令和４年３月３１
日までに卒業見込みの者又はこれと同等以上の学力があると認めら
れる者（※１）
ア 平成５年４月２日以後出生し、かつ、活字印刷文による出題に対応
できる者
中級
イ 学校教育法に基づく短期大学、高等専門学校を卒業若しくは令和４
行
年３月３１日までに卒業見込みの者（４年制大学を卒業した者を除
政
く）又はこれと同等の資格があると認められる者（※２.※３）
ア 平成８年４月２日以後出生し、かつ、活字印刷文による出題に対応
職
できる者
Ⅰ
初級
イ 学校教育法に基づく高等学校を卒業、若しくは令和４年３月３１日
までに卒業見込みの者（４年制大学又は、短期大学等を卒業した者を
除く）又はこれと同等の資格があると認められる者（※４）
ア 平成３年４月２日以後出生し、かつ、活字印刷文による出題に対応
できる者
総合型
イ 学校教育法に基づく４年制大学、短期大学、高等専門学校又は高等
学校を卒業、若しくは令和４年３月３１日までに卒業見込みの者又は
これと同等の資格があると認められる者（※１.※２）
ア 昭和６１年４月２日以後出生し、かつ、活字印刷文による出題に対
行政職Ⅱ
応できる者
（社会福祉士）
イ 令和３年８月１日現在、社会福祉士資格を有する者
ア 平成３年４月２日以後出生し、かつ、活字印刷文による出題に対応
保健師職
できる者
イ 令和３年８月１日現在、保健師免許を有する者
ア 平成３年４月２日以後出生し、かつ、活字印刷文による出題に対応
できる者
土木・建築技術職
イ 学校教育法に基づく４年制大学を卒業若しくは令和４年３月３１
（上級）
日までに卒業見込みの者又はこれと同等以上の学力があると認めら
れる者（※１）で土木又は建築に関する専門課程を履修した者（※５）
※ 複数の試験区分を重複して出願することはできません。
※ 受験資格について虚偽がある場合は、最終試験に合格しても合格取り消しになります。
※１「同等以上の学力があると認められる者」とは、学校教育法第１０２条第２項に基づく専攻
科及び別科、同法第１０４条第４項に基づく大学院への入学資格のある者で、外国において
４年制大学を卒業した者などがこれにあたります。
※２「同等の資格があると認められる者」とは、人事院公示第１８号（人事院の認定に係る受験
資格）第３項によるもの等で次のものを含みます。
① 高等専門学校及び学校教育法による専修学校の専門課程のうち、修業年限が２年以上で
あり、かつ、1,600 時間以上の授業の履修を義務づけている課程（専修学校設置基準第９条
の専門教育科目及びこれに関連する授業科目以外の一般教養科目の履修を義務付けている
ものに限る。）であって、当該履修の成果が授業科目の目標に達していることを筆記試験そ
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の他の方法により認められることを卒業の要件とするもの（当該受験資格該当課程である
ことの証明が得られるものに限る。）を卒業した者又は、令和４年３月３１日までに卒業見
込みの者。
② 職業能力開発促進法に基づく職業訓練短期大学校を卒業した者又は、令和４年３月３１
日までに卒業見込みの者。
※３ 行政職Ⅰ（上級）の受験資格を有する者は受験できません。
※４ 行政職Ⅰ（上級）
、行政職Ⅰ（中級）の受験資格を有する者は受験できません。
※５ 令和３年６月１３日（日）実施の職員採用候補者試験を受験した者は出願することはでき
ません。
（２）大学（短期大学を含む）在学中の者の試験区分については次のとおりです｡
年次
１年次
２年次
３年次
区分
大学

初級

初級

３年制

初級

初級

２年制

初級

中級

短大
（注１）試験区分の「短大」には高等専門学校及び学校教育法による専修学校の専門課程のうち、修業年限が
２年以上であり、かつ、1,600 時間以上の授業の履修を義務づけている課程（専修学校設置基準第９条の専
門教育科目及びこれに関連する授業科目以外の一般教養科目の履修を義務づけているものに限る。）であっ
て、当該履修の成果が授業科目の目標に達していることを筆記試験その他の方法により認められることを
卒業の要件とするもの（当該受験資格該当課程であることの証明が得られるものに限る。）を含みます。
（注２）大学中退者の区分については、大学に２年以上在籍し、６２単位以上の単位取得者は中級となります。

（３）次のいずれかに該当する者は、受験できません。
ア 日本国籍を有しない者
イ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第１６条に該当する者
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
なるまでの者
② 南城市職員とし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
③ 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
３ 第一次試験
（１）試験日時・場所及び合格者の発表
職種

試験日時

場所

合格者発表

行政職Ⅰ、行政職Ⅱ、保健師職
令和３年９月１９日（日）
午前１０時試験開始
受付時間 9:00～9:30
受験時の説明 9:40～9:55
ユインチホテル南城

土木・建築技術職
令和３年９月６日（月）
～令和３年９月２７日（月）
※案内に従い各自で会場・日時の予約
申込みを行い受験してください。
各テストセンター会場

令和３年１０月５日（火）午後３時
市役所１階に受験番号で掲示します。受験者に対する合否の通知はしま
せん。また、電話での確認にも応じられません。なお、合格者は南城市ホ
ームページへ掲載します。
https://www.city.nanjo.okinawa.jp/shisei/saiyou/
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（注１）新型コロナウイルス感染症の影響により試験日時を延期する場合があります。延期の
場合は南城市ホームページでお知らせしますので確認してください。
（注２）令和３年度南城市職員採用候補者試験第一次試験暴風時の対応について
第一次試験当日、台風が襲来し暴風警報が発令され、午前９時現在で公共交通機関のバ
スが運行停止した場合は、試験実施日を令和３年１０月１７日（日）に延期します。試験
会場等は南城市ホームページでお知らせしますので確認してください。
（２）試験内容と試験時間
種目

職種（試験区分）

試験内容

教養試験
(10:00～12:00)

行政職Ⅰ
（上級、中級、初級）

教養試験
(10:00～11:15)

行政職Ⅰ（総合型）
行政職Ⅱ（社会福祉士）
保健師職

専門試験
(13:00～14:30)

行政職Ⅰ（上級）

ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ審査
(13:00～14:30)

行政職Ⅰ（総合型）

専門試験
(13:00～14:30)

行政職Ⅱ（社会福祉士）

社会福祉概論（社会保障及び介護を含む。）、
社会学概論、心理学概論

専門試験
(13:00～14:30)

保健師職

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医
療福祉行政論

教養試験
（ﾃｽﾄｾﾝﾀｰ方式）

土木・建築技術職
（上級）

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
（６０分）

適性検査
（ﾃｽﾄｾﾝﾀｰ方式）

土木・建築技術職
（上級）

択一式による適性検査を行います。
（約３５分）

時事、社会・人文及び自然に関する一般知識
並びに文章理解、判断・数的推理及び資料解
釈に関する能力についての択一式による筆
記試験を試験区分ごとに行います。
社会についての関心や基礎的・常識的な知
識、職務遂行に必要な基礎的な言語能力・倫
理的思考力についての択一式による筆記試
験を行います。
憲法、行政法、民法、経済理論、経済政策・
経済事情、財政学・金融論、社会政策、政治
学・行政学、国際関係、社会学・教育学
エントリーシートによる記述式試験を行い
ます。
エントリーシートは試験当日配布します。

４ 第一次試験の申込書の配布及び申込方法
（１）配布及び受付の期間
令和３年７月３０日（金）～ 令和３年８月１９日（木）（土曜日、日曜日及び祝日を除
く。）午前９時から午後５時まで
（２）配布及び受付の場所
南城市役所３階 総務部 総務課
※ 申込書は南城市ホームページからもダウンロードできます。
https://www.city.nanjo.okinawa.jp/shisei/saiyou/
※ 申込書の郵送請求も可能です。申込書を郵便で請求する場合は、封筒表側に「受験申込
書請求」と朱書きし、郵便番号、あて先を明記し１４０円切手を貼った返信用封筒（角形２号封筒
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［240×332 ㎜］）を必ず同封して南城市役所総務課人事係宛に郵送してください。
（申込書を郵便で請求する場合は、職種及び試験区分を漏れなく明記ください。）
【郵送先】〒901-1495 南城市佐敷字新里1870番地 南城市役所総務部総務課人事係宛
（３）申込みの際に提出する書類
ア 採用試験申込書
イ ８４円切手を貼付した長形３号封筒（120×235 ㎜）
（受験票の送付に使用します。受験票送付先の郵便番号、住所、氏名を記入してください。）
※ 申込みの際提出した書類は、返却しません。なお、採用候補者試験に関する提出書類
等は採用候補者試験の目的以外に利用することはありません。
（４）申込方法
ア 申込書に必要事項を記入のうえ署名し、顔写真を貼り付けて、申込受付期間内に総務課
へ申し込んでください。
イ 郵送による申込も可能です。郵送による申込の場合は、封筒の表に「受験申込」と朱書
きし、必ず簡易書留郵便で南城市役所総務課人事係宛に郵送してください。令和３年８月１９
日までの消印があるものに限り受付します。
【郵送先】〒901-1495 南城市佐敷字新里1870番地 南城市役所総務部総務課人事係宛
※ 申込書の記載事項に不備がある場合には、お返しすることがありますが、このために
生じた申込みの遅延等については責任を負いませんので、受験手続きには十分注意して
ください。
※ 申込受付期間終了後に受験票を発行します。受験票がないと受験できませんので試験
当日に必ずお持ち下さい。なお、令和３年８月３１日（火）までに受験票が本人に届か
ない時は、総務課へご連絡ください。
５

第二次試験
※ この項は第一次試験の日程に変更がない場合の予定を記載しています。
（１）試験日時及び場所
日時：令和３年１０月１７日（日）午前１０時（午前９時３０分集合）
場所：南城市役所
（注１）新型コロナウイルス感染症の影響により試験日時を延期する場合があります。延期の
場合は南城市ホームページでお知らせしますので確認してください。
（注２）令和３年度南城市職員採用候補者試験第二次試験暴風時の対応について
第二次試験当日、台風が襲来し暴風警報が発令され、午前９時現在で公共交通機関のバ
スが運行停止した場合は、第一次試験合格者に対し試験実施日等の変更の連絡を致します。
（２）試験内容及び試験時間
職種（試験区分）

行政職Ⅰ
（上級、中級、初級、総合型）

行政職Ⅱ（社会福祉士）
保健師職
土木・建築技術職（上級）

種目

試験内容

時間

論文試験

指定されたテーマに基づ
き、原稿用紙１２００字以
内の論文試験を行います。

10：00～11：30
（９０分）

口述試験

集団討論
（第一次試験合格者全員）

13:00～

論文試験

指定されたテーマに基づ
き、原稿用紙１２００字以
内の論文試験を行います。

10：00～11：30
（９０分）
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６

第二次試験の申込み方法及び合格者発表
※この項は第一次試験の日程に変更がない場合の予定を記載しています。
（１）受付期間
令和３年１０月６日（水）～ 令和３年１０月１３日（水）（土曜日、日曜日及び祝日を
除く。）午前９時から午後５時まで
（２）受付場所
南城市役所３階 総務部 総務課
（３）申込みの際に提出する書類
ア 履歴書（市指定用紙）
イ 最終学校卒業（見込み）証明書又は在学証明書
ウ 免許又は資格の写し ※行政職Ⅱ（社会福祉士）、保健師職のみ
※ 申込みの際提出した書類は、返却しません。なお、採用候補者試験に関する提出書類
等は採用候補者試験の目的以外に利用することはありません。
（４）第二次試験合格者発表について
令和３年１１月９日（火）午後３時に、第一次試験と同じ方法で掲示します。

７

第三次試験
※この項は第一次試験及び第二次試験の日程に変更がない場合の予定を記載しています。
（１）試験日時及び場所
行政職Ⅱ、保健師職
職種
行政職Ⅰ
土木・建築技術職
試験日時
場所

令和３年１１月１８日（木）

令和３年１１月１９日（金）

南城市役所

（注１）新型コロナウイルス感染症の影響により試験日時を延期する場合があります。延期の
場合は南城市ホームページでお知らせしますので確認してください。
（注２）令和３年度南城市職員採用候補者試験第三次試験暴風時の対応について
第三次試験当日、台風が襲来し暴風警報が発令され、午前９時現在で公共交通機関のバス
が運行停止した場合は、第二次試験合格者に対し試験実施日等の変更の連絡を致します。
（２）試験内容及び試験時間
職種

種目

試験内容

時間

行政職Ⅰ
行政職Ⅱ
保健師職

適性検査
（Ｗｅｂ方式）

択一式による適性検査を行います。受検
期間（令和３年１１月１０日～１１月
１６日）の間にパソコンやスマートフ
ォンを使い事前に受検してください。

約 35 分

行政職Ⅰ
行政職Ⅱ
保健師職
土木・建築技術職

口述試験

個別面接
（第二次試験合格者全員）

10：00～
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８

第三次試験の申込み方法及び合格者発表
※この項は第一次試験及び第二次試験の日程に変更がない場合の予定を記載しています。
（１）受付期間
令和３年１１月１０日（水）～ 令和３年１１月１６日（木）（土曜日、日曜日及び祝日
を除く。）午前９時から午後５時まで
（２）受付場所
南城市役所３階 総務部 総務課
（３）申込みの際に提出する書類
ア 面接カード（市指定用紙）
イ 住民票抄本（本籍の入ったもの）
※ 申込みの際提出した書類は、返却しません。なお、採用候補者試験に関する提出書類
等は採用候補者試験の目的以外に利用することはありません。
（４）第三次試験合格者発表について（最終合格者）
令和３年１１月３０日（火）午後３時に、第二次試験と同じ方法で掲示するほか合格者
に通知します。

９ 採用候補者名簿の作成、採用の決定及び給与等
（１）最終合格者は、職種ごとに作成される採用候補者名簿に登載され、任命権者が充当すべ
き職種に最も適当と思われる者を採用決定します。
（２）最終合格者の数は、年間の採用予定数に採用を辞退する者等の数を考慮して決定します
ので、採用数を上回る合格者数となり、合格しても採用にならない場合があります。
（３）採用候補者名簿の登載有効期限は、名簿登載の日から１年間とします。
（４）卒業見込みの者で、令和４年３月３１日までに卒業できない者は採用される資格を失い
ます。
（５）勤務時間は、原則として１日当たり７時間４５分、月曜日から金曜日までです。なお休
暇等のその他の労働条件についても市の関係例規の定めるところにより付与されます。
（６） 初任給は、市の関係例規の定めるところにより学歴別に決定され、職務経験等のある者
は、初任給に一定の基準で加算されます。
採用時における給料はおおむね次のとおりです（令和３年４月１日現在）。
大学卒程度 １８２，２００円
短大卒程度 １６３，１００円
高校卒程度 １５０，６００円
このほかに扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が条件に応じて支給され
ます。
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１０ 成績開示
職員採用候補者試験の結果については、南城市個人情報保護条例第２０条の規定により、口頭
で開示を請求することができます。
受験者本人が、受験票又は本人であることが確認できる書類等（運転免許証、旅券等）を持参
し、午前９時～午後５時までに、申し込んで下さい。なお、土曜日、日曜日及び祝日は受付でき
ません。また、電話・手紙等による申込みはできません。
対象者

第一次試験受験者

開示内容
第一次試験の教養試験、専門
試験の素点及び得点、エント
リーシート審査の評価

第二次試験受験者

第二次試験の得点

第三次試験受験者

第三次試験の得点

開示期間

申込場所

それぞれの試験の合格
発表から３０日まで

南城市役所
総務部
総務課

１１ その他
（１） 問題の解答は、ＨＢの鉛筆を使用して解答用紙にマークさせる方式（マークシート方式）
ですので、試験当日はＨＢの鉛筆及び消しゴムを必ず持参してください。
（２）第一次試験（テストセンター方式を除く）、第二次試験及び第三次試験には、必ず受験
票を持参してください。
（３）試験時間中、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の通信機器の使用は禁止
します。必ず電源を切ってください（時計機能としての使用も禁止します。）。
（４）昼食は各自で用意してください。なお、昼食のごみ等は持ち帰るようお願いします。
（５）試験会場（敷地内を含む。）は全て禁煙です。
南城市役所位置図
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