令和３年度志布志市職員採用試験（採用候補者名簿登載試験）案内
１

試験区分、採用予定人員、受験資格等
試験区分

採用予定
人
員

受験資格

一般事務職

若干名

平成３年４月２日から平成 16 年４月１日までに生まれた者

１人程度

昭和 61 年４月２日から平成 16 年４月１日までに生まれた者
で、次の各号のいずれかに該当するもの
⑴ 身体障害者手帳の交付を受けている者
⑵ 都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。）
若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法
律（昭和 35 年法律第 123 号）別表に掲げる身体障害を有
する旨の診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ
う、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝
臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。）
の交付を受けている者
⑶ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療
育手帳の交付を受けている者
⑷ 児童相談所、知的障害者厚生相談所、精神保健福祉セン
ター、精神保健指定医若しくは障害者就業センターによる
知的障害者であることの判定書の交付を受けている者
⑸ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

保健師

１人程度

昭和 57 年４月２日以降に生まれた者で保健師の資格を有す
るもの又は令和４年３月末日までに国家試験で資格を取得
する見込みのもの

歯科衛生士

１人程度

昭和 57 年４月２日以降に生まれた者で歯科衛生士の資格を
有するもの

一般事務職
（障害者対
象）

※ 共通事項
⑴ 学校教育法に基づく高等学校卒業程度（令和４年３月卒業見込みの者を含む）の学力を
有する者
⑵ 職員に採用後は、志布志市内に居住できる者
⑶ 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 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
ウ 志布志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
エ 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
⑷ 採用に当たっては、受験資格に該当しないことが明らかになった場合、
「合格」は「取
消し」となります

２ 試験の期日及び場所
⑴ 一般事務職、保健師及び歯科衛生士
試験区分

期

日

試 験 会 場

第１次試験

令和３年９月 19 日（日）

コミュニティセンター志布志市文
化会館２階集会室
住所：志布志市志布志町志布志 2238
番地１
電話：099-472-3050

第２次試験

令和３年 10 月 24 日（日）
（予定）
※受験者多数の場合は 10 月 23 日
（土）にも実施する場合がありま
す。
（１次試験合格者のみ実施）

第１次試験合格通知の際にお知ら
せします。

第３次試験

令和３年 11 月 14 日（日）
（予定）
（２次試験合格者のみ実施）

第２次試験合格通知の際にお知ら
せします。

⑵

一般事務職（障害者対象）
試験区分

期

日

試 験 会 場

第１次試験

令和３年９月 19 日（日）

コミュニティセンター志布志市文
化会館２階集会室
住所：志布志市志布志町志布志 2238
番地１
電話：099-472-3050

第２次試験

令和３年 11 月 14 日（日）
（予定）
（１次試験合格者のみ実施）

第１次試験合格通知の際にお知ら
せします。

３ 試験の方法及び内容
⑴ 一般事務職、保健師及び歯科衛生士
試験区分

第１次試験

第２次試験

試験科目

内

容

教養試験（120 分）

高等学校卒業程度の一般教養について択一式に
より行います。

作文試験（60 分）

与えられたテーマについて、記述式により行いま
す。

適性検査（20 分）

職務上必要な適性について、検査を行います。

面接試験

人物人柄等について、集団討論試験及び個別面接
試験を行います。

適性検査（15 分）

職務上必要な適性について、検査を行います。

第３次試験
面接試験

人物人柄等について、個別面接試験を行います。

⑵

一般事務職（障害者対象）
試験区分

第１次試験

試験科目

内

容

教養試験（75 分）

高等学校卒業程度の一般教養について択一式に
より行います。

作文試験（60 分）

与えられたテーマについて、記述式により行いま
す。

適性検査（20 分）

職務上必要な適性について、検査を行います。

適性検査（15 分）

職務上必要な適性について、検査を行います。

第２次試験
面接試験

人物人柄等について、個別面接試験を行います。

４ 受験申込手続及び受付期間
⑴ 受験申込書等の交付場所及び郵便での請求
受験申込書等は、志布志市役所総務課、松山庁舎総務市民課及び有明庁舎地域振興課で配
布します。
受験申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きし、140 円
切手を貼付した角型２号の返信用封筒を同封の上、総務課秘書人事係に請求してください。
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、受験申
込の際に手帳の写しを添付してください。
※ 志布志市職員募集サイト（http://www.city.shibushi.lg.jp/syokuinbosyu/）からも受験
申込書をダウンロードできます。

⑵ 持参・郵送による申込手続
申込先

⑶

志布志市役所 総務課 秘書人事係
〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志２丁目１番１号

申込方法

受験申込書及び自己紹介書に必要事項を記入し、写真１枚（受験申込書
に貼付したものと同じもので、裏面に氏名を記入したもの 縦４.０cm
×横３.０cm）を添えて市役所総務課秘書人事係に提出してください。
※写真は申込書に貼付１枚、受験票用１枚の計２枚必要です。
※受験申込書を郵送で提出する場合は、封筒の表に「受験申込書在中」と
朱書し、必ず特定記録郵便により送付してください。

受付期間

令和３年７月 16 日（金）～８月 16 日（月）
（土曜日、日曜日及び祝日を
除く。
）
受付時間
午前８時 30 分～午後５時 15 分
※郵送の場合は、令和３年８月 16 日（月）必着です。

インターネットによる申込み
志布志市職員採用試験電子申請のページ
https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SdsShinsei/
directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=462217
&shinseiFmtNo=cmn018&shinseiEdaban=05

申込方法

受付期間

⑷

にアクセスし、必要なデータの入力・送信を行っ
てください。
※写真２枚（縦 4.0cm×横 3.0cm 無帽で正面から
採用試験電子申請サイト
撮影し、裏面に氏名を記入したもの）を令和３
２次元バーコード
年８月 16 日（月）までに総務課秘書人事係へ送
付してください。
※身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
いる方は、写真送付の際に手帳の写しを同封してください。
令和３年７月 16 日（金）～８月 12 日（木）
受付時間
申込み期間中 24 時間受け付けます。
※令和３年８月 12 日（木）は午後５時 15 分までに登録したものについて
受け付けます。

受験票の交付・発送
受験票は９月上旬に郵送します。受験票が９月６日（月）までに届かない場合は、
志布志市役所総務課秘書人事係へお問い合わせください。

５ 合格通知（一般事務職、保健師及び歯科衛生士）
⑴ 第１次試験
令和３年 10 月中旬頃までに受験者全員に文書で通知します。志布志市職員募集サイト
でも発表します。
⑵ 第２次試験
令和３年 11 月中旬頃までに受験者全員に文書で通知します。志布志市職員募集サイトで
も発表します。
⑶ 第３次試験
令和３年 12 月中旬頃までに受験者全員に文書で通知します。また、志布志市役所掲示板
へ公告及び志布志市職員募集サイトでも発表します。
６ 合格通知（障害者対象）
⑴ 第１次試験
令和３年 10 月中旬頃までに受験者全員に文書で通知します。志布志市職員募集サイ
トでも発表します。
⑵ 第２次試験
令和３年 12 月中旬頃までに受験者全員に文書で通知します。また、志布志市役所掲示板
へ公告及び志布志市職員募集サイトでも発表します。
７

採用の方法
最終合格者は、採用候補者名簿に登載し、志布志市職員に欠員が生じたとき、その中か
ら採用者を決定することになります。この名簿の有効期間は、原則として１年間です。

８ 試験結果の開示
採用試験の結果については、下記のとおり開示を請求することができます。
開示対象

開示内容

開示の期間

開示の場所

各試験不合格者

得点及び順位

各試験合格発表の
日から１か月間

志布志市役所 総務課
秘書人事係

※ 開示申し出は受験者本人（代理不可）が受験票及び本人であることを証明する書類（運
転免許証等）を持参することを条件とします。
９

給与・勤務条件等
給与は、志布志市一般職の職員の給与に関する条例等に基づき支給されます。
令和３年４月１日に適用されている現行条例では、基準となる給料月額は、高卒で
150,600 円です。職務経歴・修学年数等のある場合はこの額に一定の基準で加算されるこ
とがあります。
（４年制大学卒業の場合：171,700 円）
このほか、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの手当支給条件に応
じて支給されます。
勤務時間は、令和３年４月１日現在、原則として１日７時間 45 分、週 38 時間 45 分で
週休２日制です。また、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇等があります。

10

11

令和２年度の申込者数等
試験区分

申込者数

最終合格者数

令和３年４月１日採用者数

一般事務職
土木技術職
社会福祉士
歯科衛生士

27
12
３
１

８
２
１
０

８
２
１
０

採用試験に関する問合せ先

志布志市役所 総務課 秘書人事係
〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志２丁目１番１号
℡099-472-1111（内線 404）
志布志市職員募集サイト http://www.city.shibushi.lg.jp/syokuinbosyu/

志布志市職員募集サイト
２次元バーコード

仕事と育児の両立支援制度
職員が取得できる育児休業、休暇制度を一部紹介します。
※掲載以外にもさまざまな制度があります。
産前産後休暇・・・・産前 8 週間、産後 8 週間
育児休業・・・・・・子が３歳に達するまでの期間
育児短時間勤務・・・子が小学校に入学するまで勤務時間を週 19 時間 25 分から週 24 時間 35 分の範囲で短
縮
部分休業・・・・・・子が小学校に入学するまでの期間で１日２時間を越えない範囲
配偶者出産休暇・・・配偶者の出産のための入院日から出産後２週間までの期間に 2 日
配偶者出産に伴う育児参加休暇・・・配偶者の産前 6 週間、産後 8 週間までの期間に 5 日
子の看護休暇・・・・子の中学校就学までに年間 5 日
早出遅出勤務・・・・子が小学校に入学するまでの期間で始業・就業時刻の変更が可能

