令和３年度
奄美市職員採用候補者試験案内
令和３年度奄美市職員採用候補者試験を次のとおり行います。
■申込受付期間：令和３年７月１６日（金）８時３０分から８月２０日（金）１７時１５分まで
■申込方法：インターネットによる申込み
（※郵送、窓口、その他の方法による受付はできません。）
奄美市ホームページ内「奄美市職員採用試験受験申込み」から受け付けます。
奄美市ホームページ http://www.city.amami.lg.jp/

受験申込みは

※ホーム（総合トップ）＞市政情報＞採用情報へ

こちらから

１．試験区分

（１） 採用職種・人員及び受験資格
試験区分

職

種

採用予定

一般事務

若干名

管理栄養士

若干名

農業

受

人員

験

資

格

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

平成３年４月２日以後に生まれた者で、管理栄養士の資格を有する者
又は令和４年３月31日までに取得見込みの者

若干名

平成３年４月２日以後に生まれた者で、畜産の専門課程を専攻した者

若干名

平成３年４月２日以後に生まれた者で、土木の専門課程を専攻した者

（畜産）
行政職

土木

平成３年４月２日以後に生まれた者で、建築の専門課程を専攻した者、

建築

若干名

２級建築士（１級建築士）の資格又は２級建築士（１級建築士）の受験資
格を有する者

幼稚園教諭・
保育士

若干名

平成３年４月２日以後に生まれた者で、幼稚園教諭免許及び保育士資
格を有する者又は令和４年３月 31 日までに取得見込みの者

消防職

消 防 士
(大島地区
消防組合への
派遣職員)

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で、都道府県
若干名

公安委員会が交付する普通免許以上の自動車運転免許証を所有（令
和４年３月 31 日までに取得できる者を含む。）し、心身ともに健全な者

（２） 受験の申込みは、上の表から一試験区分、一職種に限ります。なお、申込み完了後職種の変更は認め
ません。
また、全職種とも試験日が同じですので重複して申し込むことはできません。重複して申し込んだ場合
は、どちらの申込みも無効となりますのでご注意ください。
（３） 次のいずれかに該当する者は受験できません。
ア． 日本の国籍を有しない者
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． 奄美市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 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

２．受験申込み手続き
（１） 申込方法
申込方法は、インターネットによる申込みのみとなります。（郵送、窓口、その他の方法での受付はできま
せんのでご注意ください。）
※詳しくは、奄美市ホームページ掲載の「インターネットによる受験申込み」を参照してください。
・申込みは、奄美市ホームページから「奄美市職員採用試験受験申込み」にアクセスし、申込み専用サイ
ト上の指示に従ってすべての必要項目を入力の上、受付期間中に申込みを完了してください。

受付期間：令和３年７月 16 日（金）８時 30 分～８月 20 日（金）17 時 15 分
・申込みは、「仮登録」と「本登録」の２段階方式となっています。まず、「仮登録」を行い、個人 ID とパスワ
ードを取得した後、24 時間以内に申込み専用サイトのマイページにログインして「本登録」を行ってくださ
い。（取得した「個人 ID」と「パスワード」は、以後の手続きにも必要となりますので、必ず控えておいてくだ
さい。）
・「本登録」の受付が完了したら、登録されたメールアドレスに「本登録完了通知」が自動送信され、受験
申込は完了となります。
・受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、24 時間申込みを受
け付けますが、保守点検作業等のためシステムを停止する場合がある他、受付期間終了の直前は、サ
ーバが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行ってください。）
なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。
・申込み方法等に関する問い合わせは、受付期間中（ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く）の８時
30 分から 17 時 15 分までの間に電話でのみ受け付けます。

（２） 受験票の印刷
・受験申込受付期間終了後に、登録されたメールアドレス宛てに「受験票のご案内」を送信します。
※９月５日（日）までに電子メールが届かない場合には、必ず奄美市総務課職員係へ電話にて問い合わ
せてください。
・「受験票のご案内」の電子メールが届いたら、申込みサイトのマイページにログインし、受験票をダウンロ
ードして印刷してください。（控えていただいた個人 ID パスワードが必要です。）
・印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して
受験の際に必ず持参してください。

３．試験の日時及び試験地
試験

試験実施日

開始時刻

令和３年９月 19 日(日)

午前 10 時 00 分

第１次試験

試験地

奄美市
※受付時間は午前８時 40 分から９時 20 分まで

第２次試験

令和３年 10 月中旬～下旬（予定）

奄美市

第３次試験

令和３年 11 月中旬～下旬（予定）

奄美市

注）台風等自然災害の影響や、コロナ感染状況等により、交通機関の移動規制がされる場合も考えられます。
受験される方は事前に万全な受験体制を整えてください。これらの状況等により試験の実施に変更が予想され
る時には、奄美市ホームページ、申込み専用サイトのマイページでお知らせします。

４．試験方法及び内容
試験当日は、受付時間内に試験場入口の受付に、受験票を提示してください。
試験

試験科目

試験内容
高等学校卒業程度で、時事、社会・人文及び自然に関する一般知識並び

教養試験

に文章理解、判断・数的推理及び資料解釈に関する一般知能等について
の試験です。
（出題数 40 題 試験時間２時間）

第１次試験

主として表現力、構成力、課題に対する理解力等について記述式により
作文試験

行います。
（1500 字以内 試験時間１時間）

※第１次試験において教養試験の得点が一定の基準に達しない場合、作文試験の採点は行
いません。

集団討論

課題に対して受験者が互いに意見を出し合う集団討論を行います。
公務の職業生活への適応性について、職務への対応や対人関係に関連

第２次試験

職場適応性検査

（質問項目 120 題 回答時間 20 分）
体力テスト
（消防職のみ）

第３次試験

する性格傾向の面からみる検査です。

口述試験

基礎的な体力の測定を行います。
主として人物性格等について個別面接により行います。

その他、受験資格の有無、受験申込み内容の真否その他について身上調査を行います。

５．試験結果の開示
採用試験の結果については、奄美市個人情報保護条例第２４条第１項の規定により、口頭で開示を申し出る
ことができます。（下表参照）
※試験結果の開示は口頭で行います。
試験

開示申出ができる人

開示内容

開示期間

第１次試験

第１次試験不合格者

教養試験の得点及び順位

第２次試験

第２次試験不合格者

第３次試験

第３次試験受験者

１次試験合格発表日から起算
して１か月間

集団討論及び体力テスト

２次試験合格発表日から起算

（※消防職のみ）の評定

して１か月間
３次試験合格発表日から起算

個別面接の評定

して１か月間

開示申出をする場合は、必ず受験者本人（代理人は認めません。）が、受験票又は本人であることを
証明する書類（運転免許証、マイナンバーカード等）を持参し、奄美市名瀬総合支所総務課へ直接お
越しください。開示受付は、開示期間中（ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く）の８時 30 分か
ら 17 時 15 分までとし、電話、はがき等による申出では開示できません。

６．合格発表
試験
第１次試験
第２次試験

期日
令和３年 10 月初旬
（予定）
令和３年 11 月初旬
（予定）

第３次試験

令和３年 12 月中旬

（最終）

（予定）

合格発表方法
・奄美市ホームページに受験番号を掲載
・合格者には専用申込サイトのマイページに通知
・奄美市ホームページに受験番号を掲載
・合格者には専用申込サイトのマイページに通知
・奄美市ホームページに受験番号を掲載
・合格者には文書で通知

※合否について、電話やメールでの問い合わせにはお答えできません。

７．合格から採用まで
最終合格者は、採用候補者名簿に得点順に登載され、必要に応じて採用者を決定します。
この名簿の有効期限は、名簿確定の日から原則として 1 年間です。
なお、採用は条件付き採用となり、条件付き期間は６ヶ月間（最大１年間）となります。その間職務を良好な
成績で遂行したときに正式採用となります。

８．給与
給与は、奄美市職員の給与に関する条例等に基づき次のとおり支給されます。（令和３年４月１日現在）
（例）高校卒業資格者 150,600 円
なお、学歴、職歴等により、この額に一定の基準で加算されることがあります。この他、扶養、住居、通勤、期
末勤勉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。

９．その他
■職員採用試験における新型コロナウイルス感染拡大予防などへの対応について
令和３年度の奄美市職員採用試験を受験される方は、次の点に留意してください。
（１）マスクの着用などについて
採用試験会場では、感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
なお、受付時には本人確認を行うため、一時的にマスクを外していただきます。その他、試験時間中の写真
照合の際など、試験員の指示に従いマスクを一時的に外していただく場合があります。
携帯用手指消毒用アルコールをお持ちの方は、持参しても差し支えありません。
（２）試験会場の換気について
試験会場は、換気のため、適宜、窓やドアなどを開けます。そのため、室温の高低に対応できるよう服装に
は注意してください。
（３）体調不良の人について
新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方や、保健所等から濃厚接触者にあたるとされ、自宅待
機や健康観察を指示されている方、体調がすぐれない（発熱、軽度であっても咳などの風邪症状が続く、強い
だるさや息苦しさがある）場合は他の受験者への感染のおそれがあるため、受験を控えていただくようお願いし
ます。
なお、欠席者向けの再試験は予定していません。
（４）密集の回避について
昼食をとる際や休憩の際も、密集を避け、会話は控えてください。

【お問い合わせ】
奄美市名瀬総合支所 総務部総務課職員係
電話 0997-52-1111（内線 5407、5408）
奄美市ホームページ：http://www.city.amami.lg.jp/

