
平成 26年度 宇城市職員採用試験のご案内
宇城市では、平成 26年度職員採用試験を次の要領で実施 します。

1 試験職種及び採用予定人員等

2 受験資格

①年齢及び資格要件

区 分 職   種 採用予定数 勤 務 先 及 び 職 務 内 容

大卒程度 行   政 8人程度 長部局又は教育委員会等に勤務 し、行政事務に従事 します。

高卒程度

一般事務 2人程度

長部局又は教育委員会等に勤務 し、一般事務に従事 します。一般事務

(身 体障がい者 )

1人程度

民間企業等

職務経rrt者
社会人 2人程度

長部局又は教育委員会等に勤務 し、行政事務または専門の技術

業務に従事 します。

区 分 職 ~種 年齢及び資格要件

大卒程度 行  政

次のいずれかに当てはまる人

① 昭和60年 4月 2日 か ら平成 5年 4月 1日 生まれ

② 平成5年 4月 2日 以降生まれで、学校教育法 による大学 (短 期大学 を除

く。 )を 卒業または平成27年 3月 末までに卒業見込みの人 (宇 城市長が同

等の資格があると認める人を含む。 )

高卒程度

一般事務

平成元年 4月 2日 か ら平成9年 4月 1日 生まれ。ただ し、学校教育法 による大

学 (短 期大学 を除 く。 )を 卒業 または平成 27年 3月 末までに卒業見込み の人

(宇城 市長が同等の資格があると認 める人 を含む。 )を 除きます。

一般事務

(身体障がい者 )

次の全てに当てはまる人

① 昭和60年 4月 2日 か ら平成9年 4月 1日 生まれ。

② 身体障害者福祉法第 15条 に定める身体障害者手帳の交付を受けて

いる人

③  自力 (介護者を要しないことをいう。)に よる職務遂行が可能な人

④ 活宇印刷文による出題に対応可能な人



区 分 職   種 年齢及び資格要件

民間企業等

職務経験者
社会人

次のすべてに当てはまる人

①昭和44年 4月 2日 ～昭和60年 4月 1日 生まれ

②次のいずれかの資格を有し、民間企業等においてその資格に関する職務経験
を直近10年 (平成16年 7月 1日 から平成26年6月 30日 まで)の 間に5年以上有する人

事務職

法務 弁護士・司法書士

税務 公認会計士 。税理士

情報 ITサーヒ
゛
スマネーシ

゛
ャー・情報セキュリティスヘ

゜
シャ

リスト

技術職
建 築 一級建築士

土 木 技術士 (建築部門、上下水道部門)

職務経験について

①「民間企業等においてその資格に関する職務経験Jには、会社員、団体職員、

自営業者として 1週間当たりの所定労働時間が 30時間以上の期間、かつ、1年

_以上継続して就業していた期間が該当します。

② 「5年以上Jと は、企業・団体等で週 30時間以上の勤務に 5年以上従事してい

る場合が該当します。また、転職等による複数での経験は、1つの企業・団体

等で 30時間以上の勤務を2年以上継続し、これらの経験が 5年以上であること

を要します。 (同時期に複数の企業・団体等に勤務していた場合は、いずれか 1

つの勤務期間のみを職務経験とします。また、平成 16年 6月 30日 以前から 2

年以上勤務が継続 していれば、平成 16年 7月 1日 以降の期間は通算できま

す。)

③月の途中での就労・退職は、月の半数以上の勤務日があれば lヶ 月とみなし、

期間を通算できます。

④産前産後休暇は職務経験期間に含みますが、育児休業、病気等による休業、体

職は職務経験に含めません。

⑤受験申込みは、最終合格発表後に職務経験及び保有資格確認のため職歴証明書

(法人名・代表者名 。社判・就業期間・職務内容の記載が全て必要)及び資格

証の写しが提出できる方に限ります。 (自 営業の方は問い合わせください)

②次の一つに該当する人は、受験できません。 (地方公務員法第 16条に規定する欠格条項 )

(1)日 本国籍を有 しない人

(2)成年被後見人又は被保佐人 (準禁治産者 を含みます。 )

(3)繋橘以上の刑に処せ 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

(4)宇城市職員 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 しない人

(5)日 本国憲法の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 した人

3 受験手続

①受付期間

平成26年 7月 28日 (月 )か ら8月 15日 (金)ま で (土曜 日、 日曜 日を除 く。 )

受付時間は、午前 8時 30分から午後5時 15分までです。

郵送の場合は、8月 15日 (金 )ま での消印のあるものに限 り受け付けます。

インターネ ッ ト(電子申請)で の申込は、8月 15日 (金 )ま でに正常に受信 されたものを有効 とします。



②申込先

宇城市総務部総務課(市庁舎 2階) 電話 :0964-32-1111(内 線 1219,1221,1223)

所在地 :熊本県宇城市松橋町大野85番地 (〒 869-0592)

③申込手続

【持参】

宇城市発行の申込用紙に必要事項を記入して、前記申込先に持参してください。

【郵送】

表に「宇城市職員採用試験申込」と朱書した封筒に、必要事項を記入 した申込用紙と受験票返信用の

82円 切手を貼った小封筒(宛先と郵便番号を明記)を 同封 し、必ず簡易書留郵便で送付してください。

【インターネット(電子申請)】

「くまもと電子申請システム」で申込むことができます。「インターネット操作方法」をよく読んで申込

みをしてください。なおインターネット申込みは、申込用紙のダウンロー ドとは異なり、インターネ

ット上で全ての手続きを済ませる仕組みです。

<受付時間>

24時間いつでも受付けます。ただし、7月 28日 (月 )は午前 8時 30分からの受付けとなります。

■共通注意事項

<職種変更>

受験申込書の受付後における職種の変更は認められません。誤記にご注意ください。

<裏面記入>
「社会人」で受験される場合は、裏面の「職務経験」欄も必ず記入してください。

④申込用紙の請求

【直接受取】

申込用紙は、宇城市総務部総務課及び支所総合窓口課に用意しています。

【郵便による請求】

郵便により請求する場合は、封筒の表に『宇城市職員採用試験申込書請求』と朱書し、140円切手

を貼つた宛先、郵便番号明記の返信用封筒を同封のうえ、宇城市総務部総務課に請求してください。

【市ホームページからダウンロー ドする】

宇城市のホームページにアクセスして、試験案内と申込書をダウンロー ドしてください。申込書は

厚手(官製はがき程度の厚さ)の A4サイズ白用紙に印刷 してください。

【インターネット(電子申請)l

申込みはウェブ上で直接入力していただきますので、専用の申込み用紙はありません。

⑤受験票の交付

【持参または郵送で申込】

申込者には受験票を交付します。郵便での申込者には受験票を郵送しますが、8月 22日 (金)ま で

に受験票が届かないときは、宇城市総務部総務課にご連絡ください。

【インターネット(電子申請)で 申込】

受験票 と写真票は、審査終了通知メールを受信後から印刷可能です。A4サイズの厚手の紙に印刷後、

写真を貼付 して試験当日に持参 してください。8月 22日 (金 )ま でに受験票 と写真票が印刷不可の場合

は、宇城市総務部総務課までご連絡 ください。



4 試験の日時及び場所
試験 日時 試験地 試験場 合格発表

第一次試験
平成26年 9月 21日 (日 )

午前8時30分 宇城市

一般事務

(身体障がい者 )

宇城市役所
10月 下旬、合格者のみに通知

するほか、合格者の受験番号

を宇城市役所に掲示する。上記以外 松橋中学校

第二次試験 平成26年 11月 上旬 宇城市
別途第一次

合格者に通知

11月 中旬、受験者全員 に通知

するほか、合格者の受験番号

を宇城市役所に掲示する。

(注)(1)台 風等の 自然災害等により、やむを得ず試験 日程 を変更す ることがあ ります。

(2)第一次試験の際は、受験票 と筆記用具 (HBの鉛筆 。消 しゴム等)及び上履を持参 してくだ さい。

なお、インターネット(電子申請)に よる受験申込者は、必ず写真票も持参 してください。また

時計を持参する場合は、計時機能だけのものに限 ります。

(3)第 一次試験終了予定時間は、「一般事務」「一般事務 (身 体障がい者)Jが 午後 1時 10分、「社会人」が

午後 1時 20分、「行政」が午後 4時 10分 です。昼食及び飲料は、必要に応 じて各 自ご用意くだ さい。

5 試験の内容

①第一次試験

程  度 試験区分 出 題 内 容

大卒程度

(行政 )

教養試験
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

推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能

専門試験
政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済
学、財政学、社会政策及び国際関係

適性検査
公務員 としての社会生活 を送るのに必要な資質を備 えている

かを性格の面か らみるもの

高卒程度

(一般事務 )

(身体障がい者 )

教養試験
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

推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能

適性検査
事務職員 としての適応性 を正確 さ、迅速 さ等の作業能力の面
か らみるもの

民間企業等

職務経験者

職務基礎力試験
社会的関心 と理解について問 う分野、言語的な能力を問 う分

野、論理的な思考力を問 う分野

職務適応性検査 職務・職場への適応性を、性格傾向の面か らみるもの

(全て択一式による筆記試験 )

不合格 とな ります。

(2)作文試験は第一次試験で実施 しますが、採点は第二次試験の採点時に行います。

よつて成績 は、第一次試験の合否の評価 には含まれず、第二次試験の合否の評価に含まれ ます。

ず

受験者全員について、文章による表現能力についての筆記試験



②第二次試験 口・・第一次試験合格者について次の試験を行います。

職 種 試験種類 内 容

行 政

プ レゼ ン
テーシ ョン 課題に対する企画立案能力を判定する試験

人物試験 人柄な どについての個別面接 による試験

上記以外 の職種 人物試験 人柄な どについての個別面接 による試験

(注 )試験を中途で棄権 した人

6 合格か ら採用まで

① この試験の最終合格者は、試験職種ごとに作成された採用候補者名簿に登載され、主に平成 27年

4月 1日 以降の採用にあたって、名簿に記載された人の中から採用者を決定します。ただし、状況に

よつては、それ以前に随時採用する場合があります。なお、この名簿の有効期間は、原則 として合格

決定の日から平成 28年 3月 31日 までです。

② 受験資格がないこと、または採用試験申込書の記載事項が正しくないことが明らかになった場合は

合格を取 り消すことがあります。

給与
この試験に合格 し、採用 された場合の標準的な初任給は、次表のとお りです。 (平成26年 4月 1日 現在 )

区分 職 種 初任給

大卒程度 行   政 172,200円

高卒程度 一般事務 140,100円

民間企業等

職務経験者

社会人

対象職種

民間企業等 に8年 勤務

(採 用時30歳 )

20万 円程度

民間企業等 に18年 勤務

(採 用時40歳 )

28万 円程 度

※ 上記 の初任給は学歴、職歴等により別途算定 され る場合があ ります。 このほか条例等の定 めによ り

扶養 手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当等が支給要件 に応 じて支給 され ます。

試験結果の開示について
この試験結果については、受験 した本人に限 り開示請求す ることができます。開示場所、開示

内容等 については以下のとお りです。原則 として電話、郵便等による請求はできません。

試験についての問い合わせ先
宇城市総務部総務課  電話 :0964-32-1111(内 線 1219、 1221、 1223)

所在地 :熊本県宇城市松橋町大野 85番地 (〒 869-0592)

E‐mail i tt・ l‐ ■ka■圭ュ塾二転上

試   験 開示請求できる人 開示 内容 開示期 間 開示場所

第一次試験

受験者全員

科 目別得点

総合得点

合格最低総合得点

総合順位 (合格者以外 )

合格発表 の翌 日か ら1ケ 月 間

(上 、 日、祝 日を除く。午前8時

30分から午後5時 15分 まで)

宇城市総務部

総務課職員係
第二次試験

※開示請求の際は、受験票又は合否通知書及び本人 と確認できるもの晩 許証、学生証等)を持参 して ください。



第一次試験会場案内図

■会場

[行政、一般事務、社会メ」 宇城市立松橋中学校

[議    (身体障がい者)] 蟄 斤

■公共交通機関

」R鹿児島本線   松橋駅から徒歩約 15分

九州産交′ヾス    松橋営業所から徒歩約 10分、又は松橋中学校入ロバス停網調線 から徒歩約 1分

■注意事項

滲   宇城市役所駐車場をご利用下さしヽ 計瘍稔場までけ 約5分です。

松橋中学校には自家用車の駐車ができません。

駐輪場   自転車 バイクは松橋中学校内の指定された場ワ熙こ駐輪できま丸

中核

九州産交バス

松橋中学校入口

一玲


