令和３年度 宇陀市職員採用試験案内
（障がい者の方で職務経験者対象）
令和３年８月２０日
宇陀市職員採用試験委員会
第１次試験：（テストセンター方式（※１））
令和３年９月１６日（木）から令和３年９月２７日（月）まで
受 付 期 間 ：＜インターネット＞
令和３年９月１日（水）から令和３年９月１０日（金）まで
※ ただし、９月１日（水）は午前９時から、９月１０日（金）
は午後３時までに受信したものを受け付けます。
※持参及び郵送による受付はしていませんので、インターネットで申込ん
でください。
※採用試験は市民の税金で賄われています。採用試験を申し込まれた方は、
体調不良等特別な理由がない限り、必ず受験するようにしてください。
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２

募集職種・採用予定人員等
職種・試験区分

採用予定人員

職務内容

一般行政事務職

１人程度

市長部局・教育委員会等に勤務し、一般行政
事務職に従事

受験資格
（１）昭和５７年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校、専
門学校、専修学校又は大学を卒業した人
（２）受験申込時点で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のい
ずれかの交付を受けている人(※)
（※）手帳がない場合でも以下のいずれかの書類の写しを提出できる方は受験
ができます。
①都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。）又は産業医による
障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の
診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指
定医によるものに限る。）
②都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は知的障
害者更生相談所による知的障害者であることの判定書
※上記手帳等は、受験申込日において有効であること。
（３）自力で移動、通勤でき、介護者なしに当市所定の勤務時間に職務の遂行が
可能な人
（４）民間企業等で職務経験が３年以上ある人
○ 「職務経験」については原則として雇用形態が正社員（正職員）であるこ
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ととしますが、１週間当たり３８時間４５分以上勤務している場合は正社員
（正職員）と同程度の職務経験があるとみなします。ただし、パートタイマ
ー、アルバイトは除きます。
○ 「職務経験」は令和３年８月末日現在で、民間企業等における職務経験が
３年以上あること。
（民間企業等における職務経験には、会社員・団体職員・
自営業者等（国、地方公共団体の機関を含む））
○ 「職務経験」が複数ある場合は１年以上継続して勤務していた職務経験に
限り勤務期間を通算できます。ただし同一期間内に複数の職務に従事した場
合は、いずれか一方の職歴に限ります。
○ 最終合格後、職務経験期間の確認のため職歴証明書を提出していただきま
す。
※

以上の受験資格を満たす人でも、次のいずれかに該当する人は受験できま
せん。
ア）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
イ）宇陀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
ウ）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
エ）日本国籍を有しない者で在留資格において就職等が制限されている者

３ 試験日時・場所・内容・合格発表等
第１次試験（テストセンター方式）

第２次試験以降

第２次試験（予定）
日 時
令和３年１０月１７日
（日）第３次試験（未定）
全国各地に設定されたテストセンター会 （第２次試験以降の日程、
場所等につきましては各
場 所 場（※２）のうちから受験者が選択
試験合格者に通知いたし
（受験者にメールで案内送付）
ます。
＝第２次試験＝
・口述試験（個別面接また
基礎能力検査
はグループ討議）
試験種類及び時間
パーソナリティ検査
・小論文試験
＜計約１時間４０分＞
＝第３次試験＝
・口述試験（個別面接）
令和３年９月１６日（木）から
令和３年９月２７日（月）まで

出 題
分 野

合格発表

基礎能力
検査

言語、数理、論理、常識、英
語の５分野

パーソナリ 気質類型、性格特徴、意欲・
ティ検査 態度
令和３年１０月５日（火）午後３時（予定） 第２次試験以降の受験者
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に別途お知らせいたしま
す。
合格者の受験番号を宇陀市役所前掲示場に掲示するとともに、宇陀市
合 格 ホームページにも掲載します。
発 表 結果通知書は、合格者のみ郵送します。また、第２次試験以降の案内
も併せて通知します。
なお、最終試験（第３次試験）の結果については、受験者全員に文書
で通知します。
※電話による合否の問い合わせはできません。
（注）本市が実施する他の採用試験と重複して申し込むことはできません。
※１

テストセンター方式とは、全国の試験会場でコンピュータを使用し、受験
者が希望する会場・日時（指定された期間内）で受験できるテスト方式で
す。第１次試験はテストセンター方式で実施します。【要予約】
※２ テストセンター会場は、４７都道府県に約２８０か所設定されています。
試験期間中に利用可能な会場については、次のＵＲＬをご確認ください。
(https://cbt-s.com/testcenter/)
参考【奈良県の会場】
近鉄奈良駅前テストセンター：奈良市西御門町 27-1 奈良三和東洋ビル 4 階
大和八木駅前テストセンター：橿原市新賀町 232 橋本第 2 ビル 2 階
ＯＡルームビギン桜井テストセンター：桜井市桜井 241-1
※詳しくは予約時にご確認ください。
【注意事項】
(１) 宇陀市職員採用試験においては、テストセンター結果の流用（前回結果の
送信）はできません。
(２) 第 1 次試験の日程中に、テストセンター会場にて試験を受けていただく必
要があります。
台風等自然災害及び事故等の影響による交通機関の遅延・欠航等や受験者
個人の不測の事態により受験できなかった場合、追加日程で試験は行いま
せんので、日程中に余裕をもって受験してください。
(３) センター会場にて本人確認のため顔写真付き身分証明書（運転免許証・学
生証など）を掲示していただきます。必要な身分証明書の種類等、詳細に
ついては第１次試験通知時にお知らせします。
（４）受験に際して、車椅子、補聴器、ルーペ等を使用する人、その他配慮を希
望する人は、採用試験申込時に必ず『試験当日、持込みをする補装具等』
欄または『その他必要と思われること』欄に入力してください。ただし、
内容によっては、試験の都合上、配慮できない場合もありますので、事前
に確認させていただくことがあります。
※使用する器具等は各自で準備してください。
（５）点字による受験を希望される人やテストセンターでの受験が困難な方は、
必ず９月９日（木）午後５時までに宇陀市役所人事課までご連絡ください。
４

受験手続
受験手続は、インターネット申込の方法で申し込んでください。なお、持参及
び郵送による受付は行いませんのでご注意ください。
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【インターネット申込】
（１） 受付期間
令和３年９月１日（水）から９月１０日（金）まで
※ただし、９月１日（水）は午前９時から、９月１０日
（金）は午後３時までに受信したものを受け付けます。

申込方法

(２) 申込方法
①「奈良電子自治体共同運営システム」ｅ古都ならを利用
して、インターネットによる受験申込ができます。
http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/ に ア ク セ ス す
るか、宇陀市のホームページからは「オンラインサービ
ス」より「ｅ古都なら」をクリックして、利用上の注意
を読んだ後、画面の指示に従って申し込んでください。
② 利用者登録がまだの方は、
「利用者登録」へ進み、必要
事項を入力の上、ＩＤ･パスワードを取得してくださ
い。（ＩＤ･パスワードは必ず控えてください。忘れた
場合は再発行できません。）
③ 登録した内容によりログインし、受験申込をしてくだ
さい。
④ 申請が完了し、しばらくすると「申込完了通知メール」
が届きます。届かない場合は宇陀市職員採用試験委員
会に必ず問い合わせてください。
申請内容に不備がある場合、メールにて補正をお願い
することがあります。メールは逐次確認してください。
※「@s-kantan.com」のドメインから送信されるメールを受信
できるよう設定してください。
(３) テストセンター申込案内メールの送信
受験申込受付後、第１次試験の試験案内を送信します。
その際に受験番号をお知らせします。
受験番号は第１次試験時には必要ありません。合格発表
の照会時に必要となります。
◆ ９月１４日（火）になってもメールが届かない場合は、
９月１５日（水）午前９時から午後５時までに宇陀市職
員採用試験委員会へ照会してください。
※「@cbt-s.com」及び「@city.uda.lg.jp」のドメインから
送信されるメールを受信できるよう設定してください。
なお、上記の時間までに連絡がない場合は、メールが
届いていないという理由での受験期間等の変更の対応は
出来ません。
(４) 第１次試験の受験会場予約
メールを受信したら、添付のＵＲＬより受験する日程・
テストセンター会場を選択し、予約してください。
試験会場の詳細については、次のＵＲＬをご覧ください。
(https://cbt-s.com/testcenter/)
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(５) 第１次試験の受験
予約した日時にテストセンター会場で受験してくださ
い。
【持ち物】本人確認のための顔写真付き身分証明書（運転
免許証・学生証など）
申込方法

(６) 注意事項
◆ 使用されるパソコン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。
◆ 受験申込期間及びテストセンター申込期間中の申込み
は、２４時間いつでもできますが、システムの保守・点
検等を行う必要がある場合や、重大な障害その他やむを
得ない理由が生じた場合、事前の通知を行うことなく、
本システムの運用の停止、休止、中断、または制限を行
うことがありますので、あらかじめご了承ください。ま
た、その際は入力する日を変更して申し込んでください。
このために生じた申込の遅延等には責任を負いませんの
で、受験手続には充分注意してください。
※提出書類は一切お返ししません。取得した個人情報については今回の職員採
用試験の円滑な実施のためのみに使用し、それ以外の目的には使用しません。
※第１次試験合格者には、宇陀市職員採用試験委員会が指定する期限までに下記
の書類の提出を求めます。
①宇陀市職員採用試験受験申込書Ⅱ
②最終学校卒業証明書
③障害者手帳等の写し
５

試験結果（総合得点、総合順位）の開示
試験の結果については、開示請求をすることができます。電話、はがき等に
よる請求では開示できませんので、受験者本人が本人であることを証明する書
類（運転免許証等顔写真入りのもの）を持参の上、直接来庁ください。
＜開示内容等＞

６

試験区分

請求できる人

第１次試験
第２次試験
第３次試験

不合格者
(本人に限る)

開示内容

開示場所等

合格発表日から２週間の間
総合得点、総合順位

（土曜・日曜・祝日を除く午前８時
３０分から午後５時まで）

宇陀市役所人事課

合格から採用まで
○ 合格者は、採用予定者名簿に登載し、採用については令和４年４月１日以降
の予定です。なお、採用予定者名簿は１年間（令和４年４月１日～令和５年３
月３１日）有効です。
○ 最終合格者には別途期日を指定のうえ「職歴証明書」の提出を求めますが、
証明書を提出できない場合は採用予定者名簿から抹消いたします。また受験資
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格がないこと、申込書類の記載事項が正しくないことが判明した場合も採用予
定者名簿から抹消いたします。
７

給与（令和３年４月１日現在の給料表に基づいた給与）
職

種

一 般

初任給

採用時の年齢、職務経験の例

228,100 円程度

年齢が 28 歳で大学卒業後民間経験 6 年

260,000 円程度

年齢が 33 歳で大学卒業後民間経験 11 年

287,400 円程度

年齢が 38 歳で大学卒業後民間経験 16 年

上記の他に、地域手当、期末・勤勉手当が支給されます。また、通勤手当、
扶養手当、住居手当がそれぞれの条件に応じて支給されます。
８

その他
新型コロナウイルス感染症の状況及び台風等自然災害による試験の延期や試験
開始時間の変更となる場合は、ホームページにおいて随時お知らせします。事前
にご確認のうえ、試験会場にお越しください。なお、実施等の決定が当日の朝と
なる場合がありますので、ご了承願います。
試験会場では、新型コロナウイルス感染症対策として検温・アルコールによる
手指消毒等を実施しますので、ご協力いただきますようお願いします。また、来
場の際は必ずマスクを着用していただきますよう合わせてお願いします。

問い合わせ先
〒633-0292
宇陀市榛原下井足１７番地の３ 宇陀市役所人事課内
宇陀市職員採用試験委員会
TEL0745-82-1303（直通）
ホームページアドレス http://www.city.uda.nara.jp/
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