
 

 

 

令和３年度 

日南市職員採用試験案内 

【事務】【土木】【建築】【消防】 

令和４年４月１日付採用 

 

  令和３年９月 

  日 南 市 

◆ 受 付 期 間 令和３年９月１日（水）～９月３０日（木） 

◆ 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、９月３０日（木）必着（余裕をもって郵送してください。） 

（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。 

 

 

 

 

 
※「創客創人」とは、様々な分野において、今あるもの、資源の中から、人々が望む価値を見出し、それを実現する

製品やサービスなどを創り出し、「新しい需要＝客」を創り、その客を幸せにする仕組みを創れる人財を育てること

であり、日南市重点戦略プランのコンセプト（理念）です。 

 

 

                                     【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） 

 



 

 

１ 試験区分・採用予定人員及び職務内容 

試験区分 採用予定人員 職務内容 

事務 

（大学卒業程度） 

４名程度 市長部局及び教育委員会等に勤務し、一般の事務に従事します 
事務 

（短大卒業程度） 

事務 

（高校卒業程度） 

土木 

（大学卒業程度） 
２名程度 市長部局等に勤務し、専門業務及び一般の事務に従事します 

建築 

（大学卒業程度） 

１名程度 市長部局等に勤務し、専門業務及び一般の事務に従事します 

建築 

（短大卒業程度） 

消防 

（大学卒業程度） 

２名程度 
消防本部・消防署等で、消火・救助・救急等の警防業務、火災予

防業務、その他防火指導等の消防業務全般に従事します 

消防 

（短大卒業程度） 

消防 

（高校卒業程度） 

 

 

２ 受験資格 
   試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つの試験区分についてだけ受

験できます。 

なお、受付締切日後の試験区分の変更はできません。 

試験区分 試験種類 
受験資格 

年齢 学歴 資格・免許等 

事務 

大学卒業程度 
平成3年4月2日以降に

生まれた人 

大学を卒業した人又は来年

3月までに卒業見込みの人 

問いません 短大卒業程度 
平成5年4月2日以降に

生まれた人 

短期大学（同等と認められ

る学校含む）を卒業した人

又は来年3月までに卒業見

込みの人 

高校卒業程度 
平成7年4月2日以降に

生まれた人 

高校を卒業した人又は来年 

３月までに卒業見込みの人 

土木 大学卒業程度 
昭和51年4月2日以降

に生まれた人 

大学を卒業した人又は来年

3月までに卒業見込みの人 
問いません 



 

 

建築 

大学卒業程度 
昭和51年4月2日以降

に生まれた人 

大学を卒業した人又は来年

3月までに卒業見込みの人 

一級建築士資格がある場合

は大学卒業程度とみなす 

短大卒業程度 
昭和53年4月2日以降

に生まれた人 

短期大学（同等と認められ

る学校含む）を卒業した人

又は来年3月までに卒業見

込みの人 

問いません 

消防 

大学卒業程度 
平成3年4月2日以降に

生まれた人 

大学を卒業した人又は来年

3月までに卒業見込みの人 

・日南市内に居住できる人 

・矯正視力を含み、両眼で

0.7以上、かつ一眼でそれぞ

れ0.3以上の人で色覚に強

度異常がない人 

・聴力が左右とも正常な人 

・消防士として職務遂行に

必要な身体（四肢関節機能

を含む）、体力及び健康度を

有する人 

短大卒業程度 
平成5年4月2日以降に

生まれた人 

短期大学（同等と認められ

る学校含む）を卒業した人

又は来年3月までに卒業見

込みの人 

高校卒業程度 
平成7年4月2日以降に

生まれた人 

高校を卒業した人又は来年 

３月までに卒業見込みの人 

 

３ 欠格条項 
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 

   地方公務員法第１６条各号は、次のとおりです。 

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 

 

４ 試験の日程・会場 

試験区分 職種 試験日程など 会場 

第１次試験 全職種 

 

令和3年10月17日（日） 
 

 

【テストセンターでの受験も可能です】 

令和3年10月1日(金)から10月15日（金）の間 

 

※受験者が指定するテストセンター会場、

日時を予約し受験してください。 

（詳細は５「試験方法及び内容等」参照） 

 

※会場予約はすみやかに行ってください。

予約が遅れると受験できない場合がありま

す。 

日南市生涯学習センター 

まなびピア 

（日南市木山2-4-44） 

 

 

 

※テストセンター会場に

ついては、リクルートの適

性検査SPI3のウェブサイ

トでご確認ください。 

 

第２次試験 全職種 令和3年11月21日（日） 
日南市生涯学習センター

まなびピア 

（日南市木山2-4-44） 



 

 

５ 試験方法及び内容等 

区分 試験科目 試験区分 内               容 

第１次試験 総合能力検査 全職種 
ＳＰＩ３による総合能力検査（性格検査及び能力

検査） 

第２次試験 

 

人物試験 全職種 集団討論及び面接（土木・建築・消防は面接のみ） 

専門試験 

   土木 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、

土木計画（都市計画を含む。）、材料・施工 

建築 

数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、

建築構造、建築計画（都市計画、建築法規を含む。）、

建築設備、建築施工 

体力試験 消防 

消防士として必要な体力についての検査 

反復横とび、握力、上体起こし、立ち幅とび、 

20ｍシャトルラン 

 

第１次試験受験について 

 

 【第１次試験を日南市（まなびピア）で受験希望の方】 

 （１）受験資格審査などの結果、申込書を受理したときは、１０月７日（木）までに受験票を郵送

します。この日までに受験票が到着しない場合は、５ページのお問い合わせ先までご連絡く

ださい。 

 （２）試験当日は、後日郵送される受験票の内容にしたがって指定の会場、時間までに集合してく

ださい。 

 （３）当日は、受験票（後日郵送）、筆記用具（HBの鉛筆、消しゴム等）、を持参してください。 

 （４）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利用してください。 

（５）第１次試験会場は敷地内禁煙です。 

 

【第１次試験をテストセンターで受験希望の方】 
（１）受験資格審査などの結果、申込書を受理したときは、申込書に記載されたEmailアドレスに受

験案内メールを送信します。同メールの指示にしたがって操作し、自宅等のパソコンまたは

スマートフォンで「性格検査」を受験した後、都合の良い日時及び会場を予約し、「能力検

査」を受験してください。 

    ※「能力検査」の受験予約は、「性格検査」が完了するまで、確定されません。 

 （２）メール受信ドメイン指定をされている方は、「＠city.nichinan.lg.jp」のドメインから送信され

るメールが受信できるように設定してください。 

 （３）Emailアドレスの記載間違いがないよう十分確認のうえ申込みしてください。 

 （４）Emailアドレスには誤入力を避けるため必ずフリガナを記載してください。 

 （５）受験案内メールは令和３年９月下旬より順次送信予定です。令和３年１０月１日（金）まで

に受験案内メールが届かない場合は、５ページのお問い合わせ先までご連絡ください。 

 （６）受験案内メールで通知する「企業別受検ID」が「受験番号」となります。 

 （７）Emailの設定不備や通信障害等については、本市では一切の責任を負いかねます。 

 （８）ＳＰＩ３試験の受験方法や会場等の詳細については、「テストセンター情報」

（http://www.spi.recruit.co.jp/examinee/）で確認してください。 

                       

                                QRコード → 

 

http://gw.city-nichinan.jp/scripts/dneo/zwmljs.exe?_=1503029991767


 

 

６ 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３年９月１日（水）～９月３０日（木）   

    ◎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 注意事項等 

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） 

② 必ずEmailアドレスを記載してください。携帯のメールアドレス

では正しく案内できない場合がありますので、パソコン等で使

用可能なEmailアドレスを使用してください。 

 

（４）郵送で申込みする場合 

９月３０日（木）１７時必着です。余裕をもって投函してください。 

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。 

 
 

７ 合格発表 

試験区分 発表時期 発表方法 

第１次試験 令和3年10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

に文書通知します。 

第２次試験 令和3年12月中旬 
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、２次試験の

受験者全員に文書通知します。 

 

 

８ 合格から採用まで 
（１） 最終合格者は、試験区分ごとに作成する任用候補者名簿（最終合格発表の日から令和4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４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。 
 

 
 

 

 



 

 

９ 給与等 
   初任給（令和３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、又は職務経験年数がある場合は初任給の調整を行います。 

    ※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。 

 

 

１０ 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は日南市ホームページに掲載し、

順次申込書記載メール宛にお知らせします。 

 

 

１１ 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１・第２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 

   

  ※第１次・第２次試験当日の緊急連絡については日南市役所代表番号（℡0987-23-3777）に 

   ご連絡ください 

 

 

 

 

申込みをされる方へ 
採用試験に受験料は必要ありませんが、試験にかかる経費は税金で賄われます。貴重な税

金を有効に活用するためにも、試験を申し込まれた方は必ず受験されるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 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(http://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。 

 

 

 郵送での受験申込書請求の場合、次の方法にしたがって請求してください。 

 【請求先】 〒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 

 

 【請求方法】 

 ・封筒の表に「日南市職員採用試験受験申込書請求」と朱書きし、裏側に住所、氏名を明記し

てください。 

 ・９４円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（定形封筒２３．５ｃｍ×１２ｃｍ）を必ず同封

してください。 

 ・郵送で請求される場合は、最低でも５～６日の日数が必要となりますので、受付期間を考慮

して、できるだけ早めに請求してください。 

 



　・合格者には受験申込書に記載してある住所へ「合格通知
書」を郵送します。（メールでの通知はありません）

　　・⑤の会場予約操作を行った日の27：00（翌3：00）までに
　　受験してください。
　　・⑥の性格検査終了後に受験票を印刷する。

　⑤能力検査の受験会場、日時を仮予約する
　　・都合の良い日時、会場をカレンダーから選択し、仮予約
　　を行います。

　　・③の手続き完了後、数分でメールが届きます
　　・「port.ne.jp」のドメインからのメールが受信できるように
　　設定してください。

　⑥性格検査の受験（自宅等のパソコン及びス
マートフォンで行う）

　⑦能力検査の受験（テストセンターで行う）
　・受験票、顔写真付き身分証明書を持参
　・料金は不要

　⑧一次試験合格発表（１０月下旬）

　④テストセンターＩＤ取得完了メールが届く

ＳＰＩ３テストセンター受験の流れ

　①日南市職員採用試験受験申込書を郵送又は
持参する
　　・受付期間　9/1（水）～9/30（木）※必着

　②受験番号（企業別受検ＩＤ）、その他受験期間
等の内容がメールで届く
　　・「@city.nichinan.lg.jp」のドメインからのメールが受信
　　できるように設定してください。
　　・受験期間は10/1(金)～10/15(金)

　③センターにアクセスしテストセンターIDを取得
する
　　・テストセンターＩＤ取得

市役所 受験者 テストセンター

テストセンターに関するお問い合わせ
テストセンターヘルプデスク

TEL：0570-081818

（受付時間 9:00～18:00/土日祝含む毎日）

※電話は、パソコンの操作ができる状態でおか

け下さい。

※検査内容に関する質問についてはお答えで

きません。
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