
令和４年度

曽於市職員採用試験案内
＜募集職種＞

一 般 事 務（５名程度）

農 業 技 術（１名程度）

土 木 技 術（１名程度）

保 育 士（１名程度）

※土木技術については各種資格（技術士又は技術士補（建設部門又は電気電子部門），1級又は 2級
土木施工管理技士，測量士又は測量士補，電気主任技術者（第一種，第二種又は第三種），1級又は 2級電
気工事施工管理技士）のいずれかを有している者も受験可能な場合があります。詳細は本受験

案内を確認ください。

＜第１次試験日＞

令和４年９月18日（日）

＜受付期間＞

令和４年７月12日（火）～ 令和４年８月16日（火）

（令和４年８月16日（火）必着）

曽於市役所 総務課



令和５年４月１日採用予定の曽於市職員採用試験を以下の要領で実施します。

１ 試験区分，採用予定人員，勤務先及び職務内容

(1) 一般事務 ５名程度

市長部局，議会事務局，各種委員会事務局又は公営企業部局において，一般事務に従事します。

(2) 農業技術 １名程度

市長部局において，農政分野の業務に従事します。

(3) 土木技術 １名程度

市長部局，公営企業部局において，土木工事の設計等に従事します。

(4) 保育士 １名程度

市長部局において，保育に関する業務等に従事します。

２ 受験資格

(1) 一般事務

平成２年４月２日以降に生まれた者で，学校教育法に基づく高等学校以上の学歴を有する者（令和

５年３月卒業見込みの者を含む。）又は同程度の学力を有する者

※卒業見込みの場合，卒業ができなかった場合は合格を取り消します。

(2) 農業技術

昭和62年４月２日以降に生まれた者で，下記①と②をともに満たす者

①学校教育法に基づく高等学校以上の学歴を有する者（令和５年３月卒業見込みの者を含む。）又

は同程度の学力を有する者

②農業技術に関する専門課程を修了した者（令和５年３月卒業見込みの者を含む。）

※卒業見込みの場合，卒業ができなかった場合は合格を取り消します。

(3) 土木技術

昭和57年４月２日以降に生まれた者で，下記①を満たす者のうち，②又は③を満たす者

①学校教育法に基づく高等学校以上の学歴を有する者（令和５年３月卒業見込みの者を含む。）又

は同程度の学力を有する者

②土木技術に関する専門課程を修了した者（令和５年３月卒業見込みの者を含む。）

③次に掲げる資格を有する者

技術士又は技術士補（建設部門又は電気電子部門），1級又は 2級土木施工管理技士，測量士又は
測量士補，電気主任技術者（第一種，第二種又は第三種），1級又は 2級電気工事施工管理技士
※卒業見込みの場合，卒業ができなかった場合は合格を取り消します。

(4) 保育士

昭和57年４月２日以降に生まれた者で，下記①を満たす者のうち，②又は③を満たす者

①学校教育法に基づく高等学校以上の学歴を有する者（令和５年３月卒業見込みの者を含む。）又

は同程度の学力を有する者

②保育士の資格を有する者又は令和５年３月末までに取得する見込みの者

③幼稚園教諭の資格を有する者又は令和５年３月末までに取得する見込みの者

※卒業見込みや資格取得見込みの場合，卒業や資格取得ができなかった場合は合格を取り消しま

す。

※応募については,上記（1）～（4）いずれか1つの試験区分のみ申込み可能です。（重複不



可）

※受験申込書の受付後に試験区分の変更はできません。

(5) 居住要件

採用と同時に本市に居住できる者

(6) 欠格事項

受験資格にかかわらず，次のいずれかの事項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 曽於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

３ 試験の日時及び場所

４ 試験の方法及び内容

※農業技術・土木技術・保育士の専門試験は実施しません。

区 分 日 時 試 験 会 場

第１次試験

令和４年９月18日（日） 曽於市役所 本庁

（曽於市末吉町ニ之方1980番地）

（電話：0986-76-8801）

※会場は変更になることがありま

す。

受 付：８時00分から

８時30分まで

試験開始 ：９時00分

終了予定 ：12時 30分

教養試験 9時00分～10時 15分

性格特性検査 10時 35分～10時 55分

作文試験 11時 20分～12時 20分

第２次試験

令和４年10月中旬以降を予定

（第１次試験合格通知の際にお知らせしま

す。）

第１次試験合格通知の際にお知ら

せします。

区 分 試験種目 内 容

第１次試験

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。

※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・論理的思考力を検証する問題

性格特性

検査

（20分）

公務員としての社会生活を送るために必要な資質について検査を行い

ます。

作文試験

（60分）

理解力，構成力，表現力等について記述式により行います。

（1，500字以内）

※過去の出題例「金メダル」，「水」，「本」,「挑戦」，「勇気」

第２次試験 面接試験
第１次試験の合格者について評価を行います。

個別面接等を行う予定です。



５ 受験時の注意事項

(1) 試験当日は，曽於市職員採用試験申込書兼受験票(令和４年９月１日（木）までに申込者に対して

曽於市から郵送予定)を必ず持参のうえ，受付終了時間までに着席できるよう，余裕をもってお越

しください。曽於市職員採用試験申込書兼受験票を忘れた場合は受験できません。

なお，曽於市職員採用試験申込書兼受験票は第２次試験の際も必要となりますので大切に保管して

ください。

(2) 受験の際は，筆記具（ＨＢ鉛筆，消しゴム等）を持参してください。時計や携帯情報端末等は使用

できません。

(3) 台風接近や災害等により，試験の実施に変更が予想される場合には，直接お問い合わせください。

(4) 受付から試験終了まで,必ずマスクを着用してください。

（マスクは市で提供しないので,各自でマスクを持参してください。）

６ 合格者の発表の時期及び手続き

(1) 第１次試験の合格者発表は，令和４年10月中旬までに合否について文書で通知します。

(2) 第２次試験の合格者発表は，令和４年12月上旬までに合否について文書で通知します。

(3) 試験の結果は，合格者について曽於市役所本庁，大隅支所及び財部支所の掲示板への公告及び曽於

市ホームページにて発表します。

(4) 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ます。

(5) 最終合格者のほかに補欠合格者を決定する場合があります。補欠合格者は，補欠合格者名簿に登載

され，最終合格者に欠員が生じた場合等に成績順に採用を決定します。補欠合格者名簿は，令和５

年３月31日まで有効ですが，名簿登載者が必ず採用になるとは限りません。

(6) 最終合格後，受験資格に該当しないことが明らかになった場合は，合格を取り消します。

７ 給与・勤務条件等

(1) 給与は曽於市職員の給与に関する条例等に基づき支給されます。令和４年４月１日に適用されて

いる現行条例によれば，高校卒の基準となる給料月額は，150,600円ですが，職務経歴や修学年数

等の調整により，この額に一定の基準で加算されます。

上記の給料のほか，通勤手当，住居手当，時間外勤務手当，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。

(2) 勤務時間は，令和４年４月１日現在，原則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，介護休暇,夏季休暇等があります。

８ 受験手続及び受付期間

(1) 受験申込書等の請求先等

ア 受験申込書等の交付場所

曽於市役所本庁総務課秘書人事係又は大隅支所・財部支所の地域振興課総務消防係

イ 郵送による受験申込書等の請求方法

返信先を明記した返信用封筒（120円切手を貼付したＡ４サイズの紙がそのまま入る角形２号封

筒）を同封し，封筒の表に「受験申込書等請求」と朱書きのうえ，曽於市役所総務課秘書人事係

へ請求して下さい。

なお，郵送に要する往復の日数を十分考慮してください。

【郵便請求先】

〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地



曽於市役所 総務課 秘書人事係 採用試験担当

ウ ダウンロードする場合

曽於市ホームページ（http://www.city.soo.kagoshima.jp/）からダウンロードしてください。

(2) 受験申込先・申込方法（原則郵送にて提出をお願いします。）

ア 窓口に直接持参して提出する場合

提出先：曽於市役所本庁総務課秘書人事係（閉庁時の受付は行いません。）

(ｱ) 一般事務

下記の必要書類を提出して下さい。

①曽於市職員採用試験申込書兼受験票

②写真（縦4cm×横3cm） １枚

※写真は，申込み前１ヶ月以内に撮影した上半身脱帽正面向き，無背景のもの｡

※剥がれたときのために，写真の裏面に試験区分及び氏名を記入して下さい。

※写真は曽於市職員採用試験申込書兼受験票の写真欄に貼付して下さい。

③高等学校卒業程度の学力を有することを証明できる書類の写し（Ａ４サイズ）

※以下のうち，いずれか１つを提出して下さい。

・高等学校卒業程度認定試験の合格証明書

・高等専門学校3学年の課程修了証明書等

・在学中の者においては在学証明書

・高等学校・高等専門学校・大学・短期大学の卒業証明書

・高等学校・高等専門学校・大学・短期大学の卒業証書

④返信先を明記した受験票送付用封筒

※長形３号封筒（22cm×12cm程度）･･･切手貼付不要

⑤身体障害者手帳を有する者は身体障害者手帳（１～6級）の写し

(ｲ) 農業技術

下記の必要書類を提出して下さい。

①曽於市職員採用試験申込書兼受験票

②写真（縦4cm×横3cm） １枚

※写真は，申込み前１ヶ月以内に撮影した上半身脱帽正面向き，無背景のもの｡

※剥がれたときのために，写真の裏面に試験区分及び氏名を記入して下さい。

※写真は曽於市職員採用試験申込書兼受験票の写真欄に貼付して下さい。

③高等学校卒業程度の学力を有することを証明できる書類の写し（Ａ４サイズ）

※以下のうち，いずれか１つを提出して下さい。

・高等学校卒業程度認定試験の合格証明書

・高等専門学校3学年の課程修了証明書等

・在学中の者においては在学証明書

・高等学校・高等専門学校・大学・短期大学の卒業証明書

・高等学校・高等専門学校・大学・短期大学の卒業証書

④農業技術に関する専門課程の修了を証明できる書類の写し（Ａ４サイズ）

※在学中の者においては上記③の在学証明書の写しでも可

⑤返信先を明記した受験票送付用封筒

※長形３号封筒（22cm×12cm程度）･･･切手貼付不要

⑥身体障害者手帳を有する者は身体障害者手帳（１～6級）の写し

http://www.city.soo.kagoshima.jp/


(ｳ) 土木技術

下記の必要書類を提出して下さい。

①曽於市職員採用試験申込書兼受験票

②写真（縦4cm×横3cm） １枚

※写真は，申込み前１ヶ月以内に撮影した上半身脱帽正面向き，無背景のもの｡

※剥がれたときのために，写真の裏面に試験区分及び氏名を記入して下さい。

※写真は曽於市職員採用試験申込書兼受験票の写真欄に貼付して下さい。

③高等学校卒業程度の学力を有することを証明できる書類の写し（Ａ４サイズ）

※以下のうち，いずれか１つを提出して下さい。

・高等学校卒業程度認定試験の合格証明書

・高等専門学校3学年の課程修了証明書等

・在学中の者においては在学証明書

・高等学校・高等専門学校・大学・短期大学の卒業証明書

・高等学校・高等専門学校・大学・短期大学の卒業証書

④土木技術に関する専門課程の修了を証明できる書類の写し（Ａ４サイズ）又は上記２（3）

③に掲げる資格所有を証明する書類の写し

※在学中の者においては上記③の在学証明書の写しでも可

⑤返信先を明記した受験票送付用封筒

※長形３号封筒（22cm×12cm程度）･･･切手貼付不要

⑥身体障害者手帳を有する者は身体障害者手帳（１～6級）の写し

(ｴ) 保育士

下記の必要書類を提出して下さい。

①曽於市職員採用試験申込書兼受験票

②写真（縦4cm×横3cm） １枚

※写真は，申込み前１ヶ月以内に撮影した上半身脱帽正面向き，無背景のもの｡

※剥がれたときのために，写真の裏面に試験区分及び氏名を記入して下さい。

※写真は曽於市職員採用試験申込書兼受験票の写真欄に貼付して下さい。

③高等学校卒業程度の学力を有することを証明できる書類の写し（Ａ４サイズ）

※以下のうち，いずれか１つを提出して下さい。

・高等学校卒業程度認定試験の合格証明書

・高等専門学校3学年の課程修了証明書等

・在学中の者においては在学証明書

・高等学校・高等専門学校・大学・短期大学の卒業証明書

・高等学校・高等専門学校・大学・短期大学の卒業証書

④保育士資格又は幼稚園教諭資格を証明できる書類の写し（Ａ４サイズ）

※令和５年３月末までに取得見込みの者除く

⑤返信先を明記した受験票送付用封筒

※長形３号封筒（22cm×12cm程度）･･･切手貼付不要

⑥身体障害者手帳を有する者は身体障害者手帳（１～6級）の写し

イ 郵送にて提出する場合

郵送の場合は，上記の必要書類を同封のうえ，封筒の表に『受験申込書在中』と朱書きし，必ず

特定記録又は簡易書留郵便で送付して下さい。

【郵送先】 〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地



曽於市役所 総務課 秘書人事係 採用試験担当

(3) 受付期間

令和４年７月12日(火)から令和４年８月16日(火)まで（土,日曜日及び祝日を除く。）

受付時間 ９時～17時（12時～13時除く）

※郵送の場合は，令和４年８月16日(火)必着です。

(4) 曽於市職員採用試験申込書兼受験票の交付・発送

申込者に対して，曽於市から令和４年９月１日（木）までに郵送します。

令和４年９月５日（月）を過ぎても到着しない場合は，曽於市役所総務課秘書人事係までお問い合わ

せください。（総務課直通電話番号：０９８６－７６－８８０１）

※送付された曽於市職員採用試験申込書兼受験票受験票は，必ず試験当日に持参してください。

９ 受験申込書等記入上の注意

(1) 記載した内容に虚偽・不正がある場合や，受験資格に該当しないことが明らかになった場合には，

採用される資格を失うことがあります。

(2) 記入にはすべて黒ボールペン又は黒インクを用い，直筆にて丁寧に，受験番号欄を除くすべての欄

にもれなく記入してください。

(3) 記入した事項を訂正する場合は，２本線を引き，その上又は下の余白に書き直してください。

10 その他

(1) 提出していただいた書類については，返却いたしませんのでご了承ください。

(2) 受験者数など受験者の状況等の問い合わせには一切応じません。

(3) 台風接近や災害等により，試験の実施に変更が予想される場合には，曽於市ホームページに掲載す

る場合があります。なお，悪天候により採用試験日を延期した場合の交通費等の費用は,全て自己負

担となりますので，あらかじめご了承ください。

(4) 身体障害者手帳をお持ちで受験に配慮を要する方は,受験申込の際にお申し出ください。

11 採用試験に関する問合せ先

曽於市役所 総務課 秘書人事係

〒899‐8692 鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地

電話 直通（0986）76－8801

曽於市ホームページアドレス

http://www.city.soo.kagoshima.jp/

http://www.city.soo.kagoshima.jp/

