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令和４年度 

日南市職員採用試験案内 

令和４年８月１日付採用 

【社会人経験者（事務・土木）】 

 

  令和４年４月 

  日 南 市 

◆ 受 付 期 間 令和４年４月１日（金）～４月２０日（水） 

◆ 受 付 場 所 日南市 総合政策部 職員課 人事研修係 

（ふれあい健やかセンター３階） 

 

（１）受付時間は、８時３０分から１７時１５分までです。 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

（２）郵送による申込みは、４月２０日（水）必着 

（３）新型コロナウイルスの感染状況によっては、試験内容の変更または延期の判断を 

する可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

                                     【採用試験に関する問い合わせ先】 

日南市 総合政策部 職員課 人事研修係 

〒８８７－８５８５ 

日南市中央通一丁目１番地１ 

電話 ０９８７－３１－１１１４（直通） 
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１ 募集職種・採用予定人員・受験資格 

試験区分 

（募集職種） 

採用予 

定人員 

受 験 資 格 

※「受験資格における注意事項」を確認すること 

事 務 

（社会人経験者） 

１名 

程度 

以下の３つの条件をすべて満たす人 

１． 昭和56年4月2日以降に生まれた人 

２． 高等学校以上を卒業した人 

３． 令和4年3月31日までに民間企業等における職務経験年数が3年以上あ

る人 

【職務経験について】 

① 職務経験内容についての指定はありません。 

② 雇用形態（正規・非正規）は問いませんが、週の所定労働時間が30

時間以上の勤務を3年以上、同一事業所又は同一職種等に継続して

就業していた期間が該当します。 

③ 休業等（病気休職、育児休業等）の期間は経験年数に含みません。 

土 木 

（社会人経験者） 

１名 

程度 

以下の３つの条件をすべて満たす人 

１． 昭和56年4月2日以降に生まれた人 

２． 大学以上を卒業した人 

３． 令和4年3月31日までに民間企業等において土木に関連ある職務経験年

数が3年以上ある人 

【職務経験について】 

① 土木に関連ある職務経験については以下のとおりです。 

⑴ 土木工事の設計又は施工管理 

⑵ 都市計画事業等に関する土木に係る計画業務 

② 雇用形態（正規・非正規）は問いませんが、週の所定労働時間が30

時間以上の勤務を3年以上、同一事業所又は同一職種等に継続して

就業していた期間が該当します。 

③ 休業等（病気休職、育児休業等）の期間は経験年数に含みません。 

  ※上の試験区分のうちいずれかひとつを選んで申し込んでください。 

 

 

 

 受験資格における注意事項  

・次のうちいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）日本国籍を有しない人 

（２）地方公務員法第１６条各号（欠格条項）に該当する人 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が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 当該地方公共団体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 

・ 最終合格者には、職務経験年数の確認のため職歴証明書を提出していただきます。なお、必要な

職務経験年数が確認できない場合は、受験資格が無かったものとして合格を取り消します。 
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２ 試験の日程・内容・会場 

書類選考 受験申込書による書類選考を行い、5月上旬に結果を通知します。 

 

試験区分 試験日程 試験内容 会場 

第１次試験 令和4年5月15日(日) 
・プレゼンテーション試験 

（3分間の発表、質疑応答） 

【オンライン受験】 

通信環境の整った場所で

パソコン、またはスマート

フォンをご準備ください。 

第２次試験 令和4年6月12日(日) ・集団及び個人面接試験 

日南市生涯学習センター

まなびピア 

（日南市木山2-4-44） 

【注意事項】 

※ 第１次試験をオンラインで開催します。原則として5月15日（日）に受験していただきますが、

どうしても都合がつかない場合は受験申込書の「受験の際の要望事項」の欄に、5月12日（木）

～5月14日（土）の日程で都合のつく日を記入してください。調整の上、5月上旬の受験案内通

知にて試験日時を指定します。 

 障がいのある方等で、受験に際し特に配慮すべき内容がある方は、「受験の際の要望事項」の

欄にその内容を必ず記入してください。 

 受付期間終了後において、要望事項の追加については対応できませんのでご注意ください。 

 

３ 受験手続 
（１）受験申込書の提出先 

 

   〒８８７－８５８５  日南市中央通一丁目１番地１ 

                         日南市 総合政策部 職員課 人事研修係  

 

（２）受付期間 

 

    令和４年４月１日（金）～４月２０日（水）   

    ◎日南市役所に直接持参される場合の受付時間は、８時３０分から１７時１５分までです。 

     （土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

 

（３）申込書類と注意事項等 

申込書類 注意等 

日南市職員採用試験 

受験申込書 

① 必ず写真を貼付すること。（申込日前３か月以内に撮影した上

半身脱帽正面向 縦４ｃｍ、横３ｃｍ、写真の裏面に氏名を記

入すること） 

② 受験申込書をダウンロードされる方はＡ４サイズ・両面印刷に

してください。 

 

（４）郵送で申込みする場合 

４月２０日（水）必着  

封筒の表に必ず「受験申込書在中」と朱書きし、裏面に住所、氏名を明記してください。 
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４ 第１次試験受験の流れについて 
（１） 受験資格審査などの結果、書類選考を通過した方には、５月上旬に受験案内（受験番号記

載）、プレゼンテーション試験の課題を郵送します。書類選考を通過しなかった方には、そ

の旨の通知を行います。５月１０日（火）までに選考結果が到着しない場合は、次ページの

お問い合わせ先までご連絡ください。 

（２） プレゼンテーション試験は口頭で行っていただきます。その際、Ａ４サイズ１枚の手持ち資

料を用いていただいて構いませんが、パワーポイント等のスライドを使用したプレゼンテー

ションはできません。 

（３） 試験当日は、指定日時の開始５分前までにはパソコンやスマートフォンで試験が受けられる

準備をし、待機をしておいてください。 

 

５ 合格発表 

試験区分 発表時期 発表方法 

第１次試験 令和4年5月下旬 
日南市役所本庁前掲示板及び日南市ホームペ

ージに受験番号を掲示するほか、合格者のみ

に文書で通知します。 

第２次試験 令和4年6月下旬 

日南市役所本庁前掲示板及び日南市ホームペ

ージに受験番号を掲示するほか、受験者全員

に文書で通知します。 

 

６ 合格から採用まで 

（１） 最終合格者は、任用候補者名簿（最終合格発表の日から令和5年3月31日まで有効）に成績順

に登載されます。任命権者は、この名簿の中から採用者を決定します。 

この名簿からの採用は、原則として、令和４年８月１日です。 

（２） 最終合格者数は、最終合格発表後の辞退等を考慮して、原則として採用予定数よりも多く決

定されますので、試験に合格しても成績が下位等の場合は採用されない場合があります。 

 

７ 給与等 

   日南市一般職の職員の給与に関する条例及び規則に基づいて支給されます。 

例えば、学校卒業直後に採用された場合の給料月額は以下のとおりです。 

・初任給（令和４年４月１日現在） 

大学卒 短期大学卒 高等学校卒 

１８２，２００円 １６０，１００円 １５０，６００円 

     ※これらの学歴を超える場合、又は職務経験年数に応じて初任給の加算調整を行います。 

     ※他に、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等の諸手当がそれぞれの支給 

要件に応じて支給されます。 

   ・勤務時間 

     原則として、月曜日から金曜日の８時３０分から１７時１５分（休憩時間含む）。 

     ただし、配属先によって勤務時間等が異なる場合があります。 

   ・休暇等 

     年次有給休暇、特別休暇など（結婚、出産、子の看護等）があります。  
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８ 試験関係情報について 
   災害等による試験日程変更及びその他の緊急連絡について日南市ホームページに掲載する場合

があります。 

 

９ その他 
 （１）提出書類に不備がある場合は受付できません。 

 （２）合格・不合格の電話での問い合わせは、お断りします。 

 （３）第２次試験会場となります日南市生涯学習センターまなびピアへの問い合わせ等はご遠慮くだ

さい。 

 

    試験に関するお問い合わせ先 
  

  〒887-8585  日南市中央通一丁目１番地１ 

  日南市 総合政策部 職員課 人事研修係  電話 0987-31-1114 

 

  ※試験当日の緊急連絡については日南市役所代表番号（℡0987-31-1100）にご連絡ください。 

 
 

第２次試験会場案内図 【日南市生涯学習センターまなびピア】日南市木山2-4-44 

 ※会場はＪＲ油津駅より徒歩１０分程度です。 

 

 ※試験会場の駐車場には限りがあります。出来る限り公共交通機関をご利用ください。 

 受験申込書は、次の場所でも交付しています。 

日南市職員課、日南市役所総合案内（ふれあい健やかセンター）、北郷町地域振興センター、

南郷町地域振興センター、細田・酒谷・鵜戸・榎原支所、サピア日南ショッピングセンター内の

市民サービスコーナー（土・日・祝日を除く）、油津・飫肥・東郷出張所 

 ※ 日南市ホームページ(https://www.city.nichinan.lg.jp/)においても、「採用試験案内」

及び「受験申込書」のダウンロードができますのでご活用ください。 
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受験資格に関するＱ&Ａ 
 

Ｑ１ 「職務経験年数３年以上」とはどのような場合が該当するのですか。 

週の所定労働時間が30時間以上の勤務を3年以上、同一事業所又は同一職種等に継続して

就業していた期間が該当します。例えば、同一会社の異動や関連会社への出向による部署変更

等の場合は継続とみなし、通算されます。また、専門職であって業務内容は継続するものの事業

所が変更となった場合も継続とみなします。同一職種であっても３年未満での転職等により雇用

期間が途切れたものについては該当しません。 

 

 

Ｑ２ 職務経験年数から除かれる期間には、どういうものがありますか。 

休業等（傷病休暇、育児休暇等）で実際に業務に従事しなかった期間が１か月以上ある場合

は、就業規則等で認められたものであっても、その全期間を除きます（産前産後休暇の期間は通

算できます）。この場合、当該休業期間に引き続く前後の在職期間は職務経験として通算できま

す。たとえば、育児休暇を１年間取得した場合、職務経験年数から１年差し引くため受験資格の

ためには同一事業所等に４年以上の在籍が必要です。 

 

 

Ｑ３ 勤務していた会社が倒産して、最終合格後に職歴証明書が提出できないのですが。 

 受験資格をみたす勤め先が倒産等のやむを得ない理由で、職歴証明書の提出ができない場

合は、雇用契約書等の書類や雇用保険受給資格証明書等、職歴が証明できる書類を提出して

いただきます。 

 

 

Ｑ４ 技術系（土木）の職務経験には、具体的にどのような経験が該当するのですか。 

 該当するもの、しないものの例は次のとおりです。 

職種 内容 該当 非該当 

土木 

土木工事の

設計又は施

工管理 

○ 道路や上下水道間の設置・改修工

事、河川改修工事、その他土木構

造物の築造・改修工事についての

設計 

○ 監理技術者、現場代理人としての施

工管理 

● 管理業務と関係のない現場作業 

● 土質調査 

● 測量 

● ＣＡＤ業務 

● 建築物一式の工事  等 

都市計画事

業等に関す

る土木に係る

計画業務 

○ 土地区画整備事業や都市計画事業

に関するもののうち、土木にかかる

計画の策定や実施 

● 計画業務に関わりない現場作業 

● 関係機関との連絡・調整等 

 


