
令和４年度

佐世保市職員採用試験案内



1採用試験日時、申込方法等

第１次試験日程 令和４年９月１８日（日）

試験会場 長崎国際大学（佐世保市ハウステンボス町2825-7）

申込期間 令和４年８月１日（月）から令和４年８月２１日（日）まで

申込方法 下記URLまたはQRコードから、電子申請により申し込みを行ってください。

https://app.oss.myna.go.jp/Application/search

パソコンやスマートフォンからの申し込みが可能です。

※電子申請は必ず６ページの「電子申請ガイド」を確認してから行ってください。

2 試験職種、受験資格、採用予定人員、職務内容

試験職種 受験資格 採用予定 職務内容

事務職（高卒）

平成11年4月2日以降に生まれ、高校または短大（これらと同等と
認められる学校含む）を卒業した人か、来年3月までに卒業見込み
の人
※４年制大学等を卒業した人や、来年３月までに卒業見込みの人
は受験できません

若干名

市長部局、教育委
員会、水道局、各
委員会事務局等に
おける行政事務全
般に従事する。

事務職
（障がい者）

次の①～②のすべてを満たす人（学歴不問）
①昭和３８年４月２日から平成17年4月1日までに生まれた人
②申し込み日現在において、次のいずれかに該当する場合
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受
けている人
イ 都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。）若し
く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がいについては、指定医によるものに限
る。）の交付を受けている人
イ 都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交
付を受けている人
エ 知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センター、
障害者職業センター、精神保健指定医により知的障がい者である
と判定された人
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精
神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

若干名

市長部局、教育委
員会、水道局、各
委員会事務局等に
おける行政事務全
般に従事する。

事務職
（宇久限定）

平成4年4月2日以降に生まれ、学校教育法による4年制大学または
これと同等と認められる学校を卒業した人か、来年3月までに卒業
見込みの人
※採用後は宇久町での勤務

若干名
宇久行政センター
等における行政事
務全般に従事する。

申込手順➊
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または

申込手順❷

申込手順❸

「採用試験」 と入力

「佐世保市」と入力

https://app.oss.myna.go.jp/Application/search
https://app.oss.myna.go.jp/Application/search


試験職種 受験資格 採用予定 職務内容

土木
（高卒）

平成１１年４月２日以降に生まれ、高校または短大（これらと同等
と認められる学校を含む）で専門課程を卒業した人か、来年３月ま
でに卒業見込みの人
※４年制大学等を卒業した人や、来年３月までに卒業見込みの人は
受験できません

20人
程度

土木部などにおい
て、専門性を活か
した業務に従事す
る。

土木
（大学）

平成４年４月２日以降に生まれ、学校教育法による４年制大学の
専門課程またはこれと同等と認められる学校の専門課程を卒業し
た人か、来年３月までに卒業見込みの人

土木
（ＵＪＩ）

昭和４２年４月２日以降に生まれ、次の要件を全て満たす人
・民間企業や公的機関において、土木分野における計画・設計また
は工事監理についての職務経験（パート・アルバイト期間を除く）
がある人
・令和４年８月１日時点で、一級土木施工管理技士、または技術士
の資格を有する人
・令和４年８月１日時点で、長崎県外に居住し、佐世保市内に本
社・本庁所在地を置く民間企業や公的機関に在籍していない人で、
採用後は佐世保市内に移住する人

化学
（大学）

平成４年４月２日以降に生まれ、学校教育法による４年制大学の
専門課程またはこれと同等と認められる学校の専門課程を卒業し
た人か、来年３月までに卒業見込みの人

若干名

保健福祉部などに
おいて、専門性を
活かした業務に従
事する。

化学
（ＵＪＩ）

昭和４２年４月２日以降に生まれ、次の要件を全て満たす人
・民間企業や公的機関等において、化学分野における職務経験
（パートやアルバイト期間を除く）がある人
・令和４年８月１日時点で、長崎県外に居住し、佐世保市内に本
社・本庁所在地を置く民間企業や公的機関に在籍していない人で、
採用後は佐世保市内に移住する人

若干名

建築
（高卒）

平成１１年４月２日以降に生まれ、高校または短大（これらと同等
と認められる学校を含む）で専門課程を卒業した人か、来年３月ま
でに卒業見込みの人
※４年制大学等を卒業した人や、来年３月までに卒業見込みの人は
受験できません

若干名

都市整備部などに
おいて、専門性を
活かした業務に従
事する。

建築
（大学）

平成４年４月２日以降に生まれ、学校教育法による４年制大学の
専門課程またはこれと同等と認められる学校の専門課程を卒業し
た人か、来年３月までに卒業見込みの人

若干名

建築
（ＵＪＩ）

昭和４２年４月２日以降に生まれ、次の要件を全て満たす人
・民間企業や公的機関において、建築分野についての職務経験
（パート・アルバイト期間を除く）がある人
・令和４年８月１日時点で、一級建築士の資格を有する人
・令和４年８月１日時点で、長崎県外に居住し、佐世保市内に本
社・本庁所在地を置く民間企業や公的機関に在籍していない人で、
採用後は佐世保市内に移住する人

若干名

林産
（大学）

平成４年４月２日以降に生まれ、学校教育法による４年制大学の
専門課程またはこれと同等と認められる学校の専門課程を卒業し
た人か、来年３月までに卒業見込みの人

若干名

農林水産部などに
おいて、専門性を
活かした業務に従
事する。

林産
（ＵＪＩ）

昭和４２年４月２日以降に生まれ、次の要件を全て満たす人
・民間企業や公的機関において、林産分野についての職務経験
（パート・アルバイト期間を除く）がある人
・令和４年８月１日時点で、森林情報士２級以上の資格を有する人
・令和４年８月１日時点で、長崎県外に居住し、佐世保市内に本
社・本庁所在地を置く民間企業や公的機関に在籍していない人で、
採用後は佐世保市内に移住する人

若干名
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試験職種 受験資格 採用予定 職務内容

造園
（大学）

平成４年４月２日以降に生まれ、学校教育法による４年制大学の
専門課程またはこれと同等と認められる学校の専門課程を卒業し
た人か、来年３月までに卒業見込みの人

若干名

都市整備部などに
おいて、専門性を
活かした業務に従
事する。

造園
（ＵＪＩ）

昭和４２年４月２日以降に生まれ、次の要件を全て満たす人
・民間企業や公的機関において、造園分野についての職務経験
（パート・アルバイト期間を除く）がある人
・令和４年８月１日時点で、造園施工管理技士の資格を有する人
・令和４年８月１日時点で、長崎県外に居住し、佐世保市内に本
社・本庁所在地を置く民間企業や公的機関に在籍していない人で、
採用後は佐世保市内に移住する人

若干名

保健師
平成４年４月２日以降に生まれ、保健師免許を持つ人か、令和４年
度に実施される国家試験に合格し、当該免許を取得見込みの人

若干名

保健福祉部などに
おいて、専門性を
活かした業務に従
事する。

看護学校教員

次の要件を全て満たす人
・昭和42年4月2日以降に生まれ、保健師免許、助産師免許または
看護師免許を有し、下記の①または②のいずれかに該当する人
①保健師、助産師、または看護師として5年以上業務に従事した人
で、専任教員として必要な研修・講習を修了した人（令和5年3月
に修了見込みの人を含む。）
②保健師、助産師または看護師として保健師助産師看護師学校養成
所指定規則別表3の専門分野の教育内容のうち一つの業務に3年以
上従事した人で、学校教育法による大学において教育に関する科目
を履修し、合計4単位以上取得して卒業した人（令和5年3月に卒業
見込みの人を含む。）、または大学院において教育に関する科目を
履修し、合計4単位以上取得した人（令和5年3月に取得見込みの人
を含む。）

１人
程度

看護専門学校にお
いて、専門性を活
かした業務に従事
する。

獣医師
昭和５２年４日２日以降に生まれ、獣医師免許を持つ人か、令和４
年度に実施される国家試験に合格し、当該免許を取得見込みの人

４人
程度

獣医師として保健
所、食肉衛生検査
所などにおける業
務に従事する。

※申し込みは１つの試験に限ります。複数の試験区分の受験申し込みはできません。

■受験資格 次の(1)から(4)の要件を満たす人

(1) 日本国籍を有する人

(2) 地方公務員法第16条の各号のいずれにも該当しない人

① 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人

② 佐世保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年を経過していない人

③ 日本国憲法施行の日以降において、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人

(3) 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する人か、来年３月までに取得見込みの人

（事務職（障がい者）の申込者を除く）※業務遂行にあたり、公用車の運転が必要となる場合があります。

(4) それぞれの試験職種区分の受験資格に該当する人
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3 試験の日時、内容等

区分 日程 発表

第１次試験

令和４年９月１８日（日） 場所：長崎国際大学
①受付開始 ９：００～
②着 席 ９：３０
【各職種別スケジュール】

令和４年１０
月中旬までに
市ホームペー
ジに掲載し、
合格者にはめ
通知します。

※不合格者に
は通知しませ
ん

第２次試験 第１次試験合格通知の際にお知らせします。（１０月中旬を予定）

第３次試験 第２次試験合格通知の際にお知らせします。（１１月中旬を予定）

（１）試験の日程等

試験種目 試験内容 対象者 試験時間

教養試験
公務員として必要な一般的知識及び知能についての多肢選択
式による筆記試験

事務職（高卒・障がい・宇久
限定）

６０分

専門試験
各々の職種として必要な専門的知識及び能力についての多肢
選択式による筆記試験
※ただし、林産（大学）・造園（大学）は記述式になります

土木（大学）・化学（大学・
ＵＪＩ）・建築（大学）

１２０分

土木（高卒）・建築（高卒）
林産（大学）・造園（大学）
保健師・獣医師

９０分

書類選考 受験資格の有無、経歴等に関する審査を行います。
ＵＪＩ（土木・建築・林産・
造園）・看護学校教員

－

適性検査
職場における対人関係の適応性を、対人場面に関連する性格
特性の面からみるための検査 ※第２次試験に使用します。

事務職（高卒・障がい・宇久
限定）

３５分

作文試験 職務遂行に必要な思考力、判断力、構成力についての作文・
論文試験
※作文・論文試験は２次試験の評定に使用します。ただし、
所定の文字数に達していない場合は、第１次試験は不合格と
なります。

事務職（高卒・障がい・宇久
限定）・土木（高卒）・建築
（高卒）

６０分

論文試験 上記以外の職種 ９０分

（２）試験の内容

※試験当日は、受験票、鉛筆(HB)、消しゴムを持参してください。試験会場に時計はありません。

※スマートフォン及びスマートウォッチなどの時計はご使用できませんのでご注意ください。
※事務職（高卒・障がい者・宇久限定）以外は、第２次試験で適性検査を実施します。

① 第１次試験

試験種目 試験内容 対象者

面接試験 個別面接による試験

第１次
試験
合格者

論文試験
作文試験

土木（ＵＪＩ）・建築（ＵＪＩ）・林産（ＵＪＩ）・造園（ＵＪＩ）・看護学校教員
（※上記以外は、第１次試験で実施したものを採点します。）

適性検査
職場における対人関係の適応性を、対人場面に関連する性格特性の面からみるための検査
【事務職（高卒・障がい者・宇久限定）除く】

② 第２次試験

-３-

事務職
（高卒・障がい者・宇
久限定）

土木（高卒）
建築（高卒）

林産（大学）
造園（大学）
保健師・獣医師

土木（大学）
化学（大学・ＵＪＩ）
建築（大学）

教養試験
10：00～11：00

専門試験
10：00～11：30

専門試験
10：00～11：30

専門試験
10：00～12：00

適性検査
11：15～11：50

作文試験
12：00～13：00

論文試験
12：00～13：30

論文試験
12：30～14：00

作文試験
12：00～13：00

※土木（ＵＪＩ）・建築（ＵＪＩ）・林産（ＵＪＩ）・造園
（ＵＪＩ）・看護学校教員については、申込書、職務経歴書等
による書類選考を行いますので、長崎国際大学への集合は不要
です。



試験種目 試験内容 対象者

面接試験 個別面接による試験 第２次試験合格者

③ 第３次試験

（備考）

①最終合格者は、第２次・第３次試験科目の総合成績のみにより決定し、第１次試験の成績は反映されません。

②各試験種目には基準点があり、基準点に達しない試験種目がある場合は不合格となります。

専門試験の出題分野について

出題分野

土 木 数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（都市計画含む）、材料・施工 等

化 学 数学・物理、物理化学、分析化学、無機化学・無機工業化学、有機化学・有機工業化学、化学工学 等

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

林 産 森林経営、森林科学、測量、林産物利用 等

造 園
造園学原論、造園材料・施工、造園管理、造園計画・設計（都市・地方計画を含む）、造園関連基礎、生
物学概論、生態学等

保健師 公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論

獣医師
獣医学に関すること（解剖学、生理学、薬理学、病理学、内科学、外科学、繁殖学、寄生虫病学、微生物
学、伝染病学、公衆衛生学、衛生学 等）

4 試験結果の開示

①採用試験の結果については、開示請求を行うことができます。（順位、総合得点、種目別得点）

②開示を請求される場合は、本人であることを証明する書類（運転免許証、旅券等）を持参のうえ、平日（土・日曜、祝

日を除く）の８時３０分から１７時１５分までに、市役所１３階の職員課へ受験者本人（代理人はできません。）が直接

お越しください。電話による開示請求は受け付けられません。

5 採用・給与

項 目 内 容

採 用

①この試験の最終合格者は職種ごとに作成する採用候補者名簿（令和６年３月３１日まで有効）
に登録し、欠員等に応じて採用します。

②この名簿からの採用は、原則として令和５年４月１日以降としますが、欠員等の状況により、採用
可能な人については、それ以前に採用することもあります。

③受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。また、佐世保市職員採用試験申込書
等に記載漏れや不実記載があった場合は、試験に合格しても合格を取り消す場合がありますので注意
してください。

給 与

給料のほか、住居手当、通勤手当、扶養手当、期末・勤勉手当等を本市給与条例及び規則に基づき支
給します。
※初任給月額は学歴や職歴がある場合に一定の基準により加算される場合があります

●大学卒初任給基準月額 182,200円（令和4年4月1日現在）
●高卒初任給基準月額 148,600円（令和4年4月1日現在）
●獣医師初任給基準月額 283,000円（令和4年4月1日現在）※給料の調整額78,000円を含む

-４-



6 受験申込

・インターネットからから電子申請でお申し込みください。

※電子申請にあたっては、６ページの「電子申請ガイド」をご確認のうえ行ってください。

・受験申込が完了すると受付完了メールが送付されますので、届いたことを確認してください。しばらくしてもメールが

届かない場合は、お問い合わせください。

・通信障害等のトラブルについては一切の責任を負いませんので、余裕をもってお申込みください。

・申込受付後、８月26日までに、登録いただいたメールアドレスに受験票を送付いたします。

7 添付が必要な書類

試験職種 提出が必要な書類

全職種

顔写真
（６か月以内に無帽で上半身を正面向きで撮影した本人と確認できるもの）
写真データのサイズについては、縦560×横420ピクセルとし、jpg形式データを
添付してください。

保健師・獣医師
既に資格者証・免許証を有している人は、電子申請時に資格者証等の写しを添
付してください。

土木（ＵＪＩ）

土木分野における業務経歴書
※電子申請システム（ぴったりサービス）からエクセル様式をダウンロードし、
入力後、ＰＤＦで保存して添付してください。
※step4添付書類登録の「土木分野における業務経歴」の ？ 詳しい説明 をク
リックして、様式をダウンロードしてください。

建築（ＵＪＩ）・林産（ＵＪＩ）・
造園（ＵＪＩ）・看護学校教員

職務経歴書（任意様式）

土木（ＵＪＩ）・建築（ＵＪＩ）・
林産（ＵＪＩ）・造園（ＵＪＩ）・

看護学校教員

受験資格として必要な資格・免許について、資格者証等をPDF形式又は画像
データ（ｊｐｇ）に変換し添付してください。

※電子申請時に必要書類を添付して送信を行ってください。

※３０歳未満の方については、佐世保市職員採用後は、消防団への入団（２年間）をお願い
しています。

【試験会場】

-５-

会場：長崎国際大学 （佐世保市ハウステンボス町2825-7）

［鉄 道］ ・佐世保駅、早岐駅方面からは、JR佐世保駅、JR早岐駅から「シーサイドライナー」に乗車し

「ハウステンボス駅」にて下車

・長崎駅方面からは、JR長崎駅から「シーサイドライナー」に乗車し「ハウステンボス駅」にて下車

［路線バス］ ・佐世保駅、早岐駅方面からは、「ハウステンボス西門」行きに乗車し、「長崎国際大学」バス停で下車

※（注意） ◎受験者用の駐車場は確保しておりませんので、公共交通機関をご利用ください

◎試験及び会場に関して、長崎国際大学に問い合わせすることはご遠慮ください

※ＵＪＩ・看護学校教員の受験者については、最終合格後、職務経験や住所要件の確認のため、職歴証明書及び住民票等
を提出していただきます。なお、要件が確認できない場合は採用されません。

【その他】



佐世保市職員採用試験 電子申請ガイド

電子申請を始める前に

ブラウザ左上にある「戻る」ボタンは使用しないでください。

※使用した場合、エラーとなり再度最初からの入力が必要となります。

60分操作がない（同じページに留まった）場合、それまでの入力情報が、失われる場合があります。あらか

じめ以下の自由入力項目をワード等で作成し、「コピー・貼付け」にて、入力することをお勧めします。

また、入力に時間がかかる場合は、入力画面下の「入力内容を保存」ボタンを使用ください。

電子申請の入力・送信

必須項目を入力してください

電子申請送信後

-６-

動作環境確認

https://app.oss.myna.go.jp/Application/resources/dousakankyou/index.html

※申請にあたっては、必ず環境確認を行ってください。

※本手続きは、マイナンバーカードが必要な手続きではないため、マイナポータルAPのインストールは不要

です。

□自由入力項目 （250文字以内で記載してください。）

●志望動機 ●希望する仕事 ●長所 ●趣味・特技 ●自己PRなど

申請者情報入力画面の「メールアドレス」は、受付完了メール自動送信のため必ず入力してください。

・現住所の「番地以下」の欄には、建物名、部屋番号まで入力してください。

・メールアドレスは、常時確認可能なアドレスを登録してください。

・入力内容を確認し、正しければ画面下の「送信」ボタンを押してください。

・送信後の内容の修正はできません。

・必要に応じ、「控えをダウンロードする」ボタンから申請様式の控えを保存してください。

（Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、事前に無料ダウンロードしてください。）

・電子申請が正しく完了すると受付番号が発行され、受付完了メールが送付されますのでご確認ください。

（受付完了メールについては、下記、受験票送付までは削除せず大切に保存しておいてください。）

・電子申請受理後、８月26日までに、登録したメールアドレスに受験票と、受験時の注意事項について送付し

ます。期日を過ぎてもメールが届かない場合は、速やかに電話にて連絡してください。

【連絡先：0956-24-1111 内線2614 佐世保市総務部職員課】

・新型コロナウイルス感染症等の状況により、試験の延期や会場変更等がある場合は、登録いただいたメール

アドレスへメールにて連絡します。

・申込後、採用試験の受験を辞退する場合は、メールまたは電話にてご連絡ください。

https://app.oss.myna.go.jp/Application/resources/dousakankyou/index.html
https://app.oss.myna.go.jp/Application/resources/dousakankyou/index.html


佐世保市総務部職員課
長崎県佐世保市八幡町1番10号

☎0956-24-1111  内線2614

メール syokuin@city.sasebo.lg.jp

獣医師募集 技術職員募集

https://youtu.be/o7snVY_bNaU
https://www.city.sasebo.lg.jp/soumu/syokuin/senpaishokuin/documents/gijyutusyokuin.pdf

