平成２９年度

佐野市職員採用試験案内
佐野市職員 採用試験案内
（新規採用職員）
受付期間

平成２９年８月１４日（月）～８月１８日（金）
午前８時３０分～午後５時
（ 昼 休 み 時 間 (12 時 ～ 13 時 ) を 除 く ）

第１次試験

平成２９年９月１７日（日）
佐野市職員試験委員会
(佐野市役所人事課内)

「育み支えあうひとびと、水と緑と万葉の地に広がる交流拠点都市」
を実現するために、熱意をもって市政に力を発揮できる方を募集します。
本年は資格・免許職として「栄養士」の採用を行います。

１ 試験区分・採用予定人員
試験区分・採用予定人員等
区分・採用予定人員等

試験区分
一般事務
一般事務
（スポーツ採用）
一般事務
（身体障がい者対象）
保育士

採用予定人員

業

務 内 容

１７名程度
若干名

各庁舎及び各施設等での一般行政事務に従事し
ます。

３名程度
若干名

保育園での乳幼児の保育業務等に従事します。

３名程度

土木関係の設計、施工監理等の専門的業務に従
事します。

若干名

建築物の設計、施工監理、建築確認事務等の専
門的業務に従事します。また、実務経験を経て、
建築士免許等の取得に取り組んでいただきます。

気

若干名

電気設備の維持管理、電気関係の設計、施工監
理等の専門的業務に従事します。
なお、受験資格②に該当する方は、市の事業場
での実務経験又は試験により、電気主任技術者免
状の取得に取り組んでいただきます。

栄養士

若干名

栄養相談、栄養指導、給食管理等の専門的業務
に従事します。

消防士

３名程度

消防本部、消防署での消防業務に従事します。

土

建

電

木

築
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２ 受験資格

試験区分

性別

一般事務
（スポーツ採用）

一般事務
（身体障がい者
対象）

不問

土

木

建

築

電

気

験

資

格

平成元年４月２日以降、平成１２年４月１日までに生まれた方で、高
校卒（平成３０年３月末日までに卒業見込の方を含む）以上の学力を
有する方

一般事務

保育士

受

昭和５７年４月２日以降、平成１２年４月１日までに生まれた方で、
高校卒（平成３０年３月末日までに卒業見込の方を含む）以上の学力
を有し、高等学校の在学時以降のスポーツ競技等において、競技者と
して若しくは当該競技又は種目の指導者として、次のいずれかの実績
を有する方
①全日本選手権大会、国民体育大会、全日本大学選手権大会、インタ
ーハイなどの全国規模の大会の出場経験がある方
②各大学リーグや都道府県レベルより規模の大きい地区大会（関東大
会など）において上位の成績を収めた方
※競技者、指導者として現役であるか否かを問いません。
※指導者の場合は、当該競技（種目）の指導に責任を有する立場にあ
る方に限ります。
次のすべての要件を満たす方
・昭和５７年４月２日以降、平成１２年４月１日までに生まれた方で、
高校卒（平成３０年３月末日までに卒業見込の方を含む）以上の学
力を有する方
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・自力により通勤ができ、かつ介護者なしに職務の遂行が可能な方
・活字印刷文による出題に対応できる方
昭和６２年４月２日以降、平成１２年４月１日までに生まれた方で、
保育士の資格を有する方（平成３０年３月末日までに当該資格を取得
見込の方を含む）
昭和６２年４月２日以降、平成１２年４月１日までに生まれた方で、
高校または大学などで土木課程を履修して卒業した方（平成３０年３
月末日までに卒業見込の方を含む）
昭和６２年４月２日以降、平成１２年４月１日までに生まれた方で、
二級建築士の受験資格を有する方（平成３０年３月末日までに受験資
格を取得見込の方を含む）
※現に一級又は二級建築士免許を有する方も該当します。
昭和６２年４月２日以降、平成１２年４月１日までに生まれた方で、
次のいずれかに該当する方
①電気主任技術者免状（種別は問いません）を有する方
②経済産業大臣の認定校で電気主任技術者免状（種別は問いません）
の交付申請に必要な所定の科目を全て履修して卒業した方（平成３
０年３月末日までに卒業見込の方を含む）

栄養士

昭和６２年４月２日以降、平成１２年４月１日までに生まれた方で、
栄養士の免許を有する方（平成３０年３月末日までに当該免許を取得
見込の方を含む）

消防士

平成５年４月２日以降、平成１２年４月１日までに生まれた方で、高
校卒（平成３０年３月末日までに卒業見込の方を含む）以上の学力を
有する方
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なお、次のいずれかに該当する方は受験できません。
①

日本の国籍を有しない方

②

地方公務員法第１６条に該当する方（以下のいずれかに該当する方）
･成年被後見人又は被保佐人
･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
での方
･佐野市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方
･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方

３ 試験の日時及び会場
（１）第
（１）第１次試験
平成２９
平成２９年９月
２９年９月１７
年９月１７日（日）
１７日（日） 受付 午前８時３０分～午前９時
会場は佐野市役所
会場は佐野市役所（佐野市高砂町
佐野市役所（佐野市高砂町 1 番地）又は佐野市総合福祉センター（佐野市
番地）又は佐野市総合福祉センター（佐野市
大橋町 3212 番地 27）
27）のいずれかで行
のいずれかで行う予定です。
う予定です。詳しくは、受付期間終了後に送
付する受験票等
付する受験票等でお知らせします。
午前中に教養試験を行い、技術職（土木、建築、電気）は引き続き午後に専門試
験を行います。

（２）第２次試験
（２）第２次試験（予定）
第２次試験（予定）
①平成２９
平成２９年
２９年１０月１３日（金
１０月１３日（金）
日（金） 適正検査、小論文
②平成２９年１０月１６日
②平成２９年１０月１６日（月）～１０月３１日（火
（月）～１０月３１日（火）
～１０月３１日（火） 口述試験
会場は佐
会場は佐野市役所又は
市役所又は佐野市中央公民館（
又は佐野市中央公民館（佐野市
佐野市中央公民館（佐野市金井上町
佐野市金井上町 2519 番地）で行う予
番地）で行う予
定です。日程、会場の詳細に
定です。日程、会場の詳細については、第１次試験合格者に文書で通知します。
日程、会場の詳細については、第１次試験合格者に文書で通知します。第
ついては、第１次試験合格者に文書で通知します。第
１次試験の合格発表から適正検査、
１次試験の合格発表から適正検査、小論文の試験日まで間がありませんのでご注意
ください。
ください。

４ 試験の方法、内容及び発表等
（１）第１次試験
試験種目

内

容

教養試験

職務遂行に必要な

（全試験区分）

一般知識及び教養

発

表

について、択一式に
午前中実施

よる筆記試験を行
平成２９年１０月４日（水）午前８時３０分
います。
佐野市役所掲示場等および佐野市ホームページ

専門試験

試験区分ごとに、

(http://www.city.sano.lg.jp/)に合格者の受験番号を掲示

（土木・建築・

職務遂行に必要な

するほか、合格者に通知します。

電気のみ）

専門知識について、
択一式による筆記

午後実施

試験を行います。
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◆第１次試験合格者の提出物

第１次試験合格者には、後日次の書類各１通を提出していただきます。
・最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
一般事務（スポ
・最終学校の成績証明書
ーツ採用、身体
※最終学校が大学院の方は、大学院及び４年制大学両方の上記証明書
障がい者対象含
※最終学校が専修学校等の方はその前の学校(例えば高等学校)の上記証明書
む）、消防士
但し、専門士付与校にあってはその学校の上記証明書
・保育士登録証の写し、保育士資格取得証明書又は保育士資格取得見込証明書
保育士
・最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
・最終学校の成績証明書
※最終学校が保育士養成以外の学校の方は、保育士養成課程を履修した学校
(例えば保育士専門学校)の上記証明書
・最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
土

木
・最終学校の成績証明書
※最終学校が大学院の方は、大学院及び４年制大学両方の上記証明書
※最終学校が土木以外の学校の方は、土木課程を履修した学校(例えば高等学
校)の上記証明書
・建築士免許の写し（免許取得者のみ）

建

築
・二級建築士の受験資格を有することを証明する書類（指定科目修得単位証明
書・卒業証明書、実務経験証明書など。免許取得者は不要です。
）
・最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
・最終学校の成績証明書
※最終学校が大学院の方は、大学院及び４年制大学両方の上記証明書
※最終学校が建築以外の学校の方は、建築課程を履修した学校(例えば高等学
校)の上記証明書

・最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
電

気
・最終学校の成績証明書
※最終学校が大学院の方は、大学院及び４年制大学両方の上記証明書
上記のほか、
・受験資格①に該当する方は電気主任技術者免状の写し
・受験資格②に該当する方は単位取得証明書又は電気主任技術者免状の交付申
請に必要な修得科目の履修を証明する書類

・栄養士免許証、栄養士課程履修証明書又は栄養士免許取得見込証明書
栄養士
・最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
・最終学校の成績証明書
※最終学校が栄養士養成以外の学校の方は、栄養士養成課程を履修した学校
の上記証明書
※中退の方、最終学年でない方、卒業見込証明書の出ない方、その他提出書類の不明な方は、佐野
市職員試験委員会までお問い合わせください。
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（２）第２次試験
≪全試験区分共通≫
全試験区分共通≫
試験種目

適性検査

小 論 文

内

容

発

表

職務遂行に必要な素質及び適性をみるために行い 平成２９年１１月下
旬に、合格、不合格
ます。
の通知をします。
職務遂行に必要な判断力、論理性、表現力等をみる
ために行います。
【個人面接】
主として人柄、性格等をみるために行います。

口述試験

【集団討論】
主として人柄、性格及び社会性等をみるために行い
ます。

≪消防士のみ実施≫
≪消防士のみ実施≫
試験種目
身体検査
及び
健康診断
体力測定

内

容

職務遂行に必要な健康度を有するかどうかについて行います。
（血液・心電図・胸部エックス線・血圧・尿・視力・聴力検査等）

職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて行います。

５ 受験手続
（１）試験案内・
（１）試験案内・受験申込書配布場所
試験案内・受験申込書配布場所
℡0283-20-3057
庁舎総合案内（１階）

佐野市高砂町 1 番地

田沼行政センター

佐野市田沼町 974 番地 3

℡0283-61-1120

葛生行政センター

佐野市葛生東 1 丁目 11 番 8 号

℡0283-86-3411

(佐野市職員試験委員会)

・試験案内、受験申込書は佐野市ホームページ（http://www.city.sano.lg.jp/）からダウンロ
ードもできます。
・受験申込書をダウンロードして使用する場合は、必ず両面印刷又は表裏の用紙を貼りあわ
せて１枚にしてご提出下さい。
・受験申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱記し、120 円切
手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号：Ａ４サイズ）を必ず同封のうえ、佐野市職
員試験委員会に請求してください。
佐野市職員試験委員会
〒327-8501
（庁舎４階 人事課内） 佐野市高砂町１番地
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℡0283-20-3057

（２）申込方法
（２）申込方法
◆受験申込書に必要事項を記入し、下記の
下記の受付期間中に、
下記の受付期間中に、８２
受付期間中に、８２円
８２円切手を貼付した宛先明記
切手を貼付した宛先明記
の返信用封筒（長形３号：120
の返信用封筒（長形３号：120 ㎜×235 ㎜）を添えて、
添えて、佐野市職員試験委員会に郵送ま
たは持参により提出してください。
◆一般事務（スポーツ採用
一般事務（スポーツ採用）
「競技実績等
一般事務（スポーツ採用）試験を申し込む方は、受験申込書のほかに「
競技実績等申告
書」に必要事項を記入し、記載内容
記載内容を証明する書類
記載内容を証明する書類を併せて提出してください。
を証明する書類
◆一般事務（身体障
一般事務（身体障がい
「障がい
一般事務（身体障がい者対象）
がい者対象）試験を申し込む方は、受験申込書のほかに「障
者対象）
「障がい状況
がい状況
等申告書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳の写し
身体障害者手帳の写しを併せて提出してください。
等申告書」
身体障害者手帳の写し
◆受験申込書を郵送で提出するときは、封筒の表に「佐野市職員受験申込」と朱記し、
簡易書留等の
簡易書留等の確実な方法でお送りください。
確実な方法

申 込 先

佐野市職員試験委員会
〒３２７－８５０１ 佐野市高砂町１番地 行政経営部人事課内
TEL：０２８３－２０－３０５７(直通)
※持参の場合は、佐野市高砂町１番地 庁舎４階（人事課）へお越しください。

受付期間

◎持参の場合
平成２９年８月１４日（月）～８月１８日（金）
午前８時３０分～午後５時（昼休み時間(12 時～13 時)を除く）
◎郵送の場合
平成２９年８月１６日（水）までの消印
平成２９年８月１６日（水）までの消印のあるものに限り受付します。
８月１６日（水）までの消印
※８月１４日以前に到達したものも受付します。

そ の 他

・書類に不備等があると受け付けない場合がありますので、ご注意ください。
・提出された書類は返却いたしません。

（３）受験票の交付
受付期間終了後、受験番号、受験会場等を明示した受験票等の関係書類を送付します。
なお、９月６日頃になっても受験票等が届かない場合は、ご連絡ください。

６ 採用の時期等
採用の時期は、平成３０
採用の時期は、平成３０年４月
３０年４月１
年４月１日の予定です。
※資格・免許等
資格・免許等を必要とする試験区分にあっては、所定の期日までに当該資格・免許等
を必要とする試験区分にあっては、所定の期日までに当該資格・免許等を
取得できない場合には、
取得できない場合には、採用
には、採用される
採用される資格を失います。
される資格を失います。

７ 試験結果の簡易
試験結果の簡易開示
簡易開示
試験の結果については、次のとおり口頭で開示を請求することができます。開示を希望する
場合は、受験者本人が
受験者本人が、運転免許証、学生証等の顔写真が添付されている書類を持参のうえ、
受験者本人が
午前８時３０分から午後５時１５分までの間に直接開示場所にお越しください（土・日曜日及
び祝祭日を除く）
。なお、電話・郵便等による請求はできません。
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開示請求できる者

開示内容

第１次試験不合格者
（本人に限る）

得点及び順位

第２次試験不合格者
（本人に限る）

総合得点及び
総合順位

開示時期

開示場所

第１次試験合格者発表日
から１ヶ月間
第２次試験合格者発表日

佐野市役所
行政経営部
人事課

から１ヶ月間

８ 給与
学歴及び経歴を考慮のうえ、初任給が決定されます。平成２９年４月１日現在の佐野市職員の
給与に関する条例等に基づく初任給の基準は次のとおりです。
区分

大学卒

短大卒

高校卒

給料月額

１７８，２００円

１５８，８００円

１４６，１００円

この他通勤手当、扶養手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当等の各種手当が基準に基づ
き支給されます。

９ 問い合わせ先

佐野市職員試験委員会（行政
佐野市職員試験委員会（行政経営部
職員試験委員会（行政経営部 人事課内）
人事課内）
TEL：
〒３２７－８５０１ 佐野市高砂町１番地
TEL：０２８３－２０－３０５７
※事務室は庁舎４
※事務室は庁舎４階
庁舎４階です。
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