
　令和４年４月採用に係る採用試験を次のとおり行います。

１．職種、採用予定人数及び受験資格

令和３年９月

受験資格
生年月日 学歴・免許等

受験資格
生年月日 学歴・免許等 その他

職種／区分
採用
予定

上級
昭和62年4月2日
以降に生まれた人

学校教育法による大学(短期大学を除く。以下同じ。)を
卒業した人、又は令和４年３月卒業見込みの人

中級
平成元年4月2日
以降に生まれた人

学校教育法による短期大学(大学を除く。)を卒業した
人、又は令和４年３月卒業見込みの人

初級
平成3年4月2日

以降に生まれた人

学校教育法による高等学校を卒業した人、又は令和４年
３月卒業見込みの人、若しくは高等学校卒業程度認定試
験合格者

土木技術職
１人
程度

昭和62年4月2日
以降に生まれた人

次の①又は②いずれかの要件を満たす人
①学校教育法による大学の土木専門課程を卒業した人、
又は令和４年３月卒業見込みの人
②学校教育法による高等学校以上の学校を卒業し、本市
が指定する国家資格（技術士、技術士補、１級土木施工
管理技士、２級土木施工管理技士、測量士、測量士補）
を一つ以上有する人

建築技術職
１人
程度

昭和62年4月2日
以降に生まれた人

次の①又は②いずれかの要件を満たす人
①学校教育法による大学の建築専門課程を卒業した人、
又は令和４年３月卒業見込みの人
②学校教育法による高等学校以上の学校を卒業し、本市
が指定する国家資格（一級建築士、二級建築士、１級建
築施工管理技士、２級建築施工管理技士）を一つ以上有
する人

保　育　士
幼稚園教諭

４人
程度

昭和62年4月2日
以降に生まれた人

保育士証及び幼稚園教諭免許の両方を有する人、又は令
和４年３月３１日までに取得見込みの人

社会福祉士
１人
程度

昭和62年4月2日
以降に生まれた人

社会福祉士の資格を有する人、又は令和４年３月３１日
までに取得見込みの人

介護支援専門員
１人
程度

昭和62年4月2日
以降に生まれた人

介護支援専門員の資格を有する人、又は令和４年３月３
１日までに取得見込みの人

学芸員
(歴史学･考古学)

１人
程度

昭和62年4月2日
以降に生まれた人

次の①及び②両方の要件を満たす人
①学校教育法による大学又は大学院の専門課程において
歴史学、考古学その他これらに類する学科等の課程を卒業
(修了)した人、又は令和４年３月卒業(修了)見込みの人
②博物館法に規定する学芸員の資格を有する人、又は令和
４年３月３１日までに取得見込みの人

職種／区分
採用
予定

一般事務職
(障がい者対象)

１人
程度

昭和62年4
月2日以降
に生まれ
た人

学校教育法による
高等学校を卒業し
た人、又は令和４
年３月卒業見込み
の人、若しくは高
等学校卒業程度認
定試験合格者

次の①～③全ての要件を満たす人
①令和3年9月27日（申込受付期間終了日）まで
に、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障
害者保健福祉手帳のいずれかの手帳の交付を受
けている人(※6)
②試験実施中は介助者なしに受験が可能な人
③パソコン若しくは活字印刷文による出題及び
口頭試問に対応できる人

一般事務職
４人
程度
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※４　職種／区分にかかわらず、採用後は、他の業務にも従事する場合があります。

○次のいずれかに該当する人は受験できません。

 （４）日本国籍を有しない人で、在留資格において就職等が制限されている人
　　　 日本国籍を有しない人は、「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わることは
　　   できない。」とする公務員に関する基本原則に基づき、任用される職務に一部制限があ
       ります。

２．試験の日時、場所、試験内容及び合格発表

第１次試験(ﾃｽﾄｾﾝﾀｰ方式) 第２次試験 第３次試験

場　　所
テストセンター会場から

受験者が選択
第１次試験合格者に通知 第２次試験合格者に通知

集団討論
指定課題による小論文

令和３年１０月２０日(水) 令和３年１１月下旬 令和３年１２月中旬

 (参考)奈良県会場　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)

※１　大学には、学校教育法による専修学校の専門課程のうち、高度専門士の称号を付与され
      る課程を含みます。
※２　短期大学には、高等専門学校及び学校教育法による専修学校の専門課程のうち、専門士
      の称号を付与される課程を含みます。
※３　受験は一つの職種に限ります。一般事務職については、上級の受験資格に該当する人
      は、中級・初級の区分で受験することはできません。中級の受験資格に該当する人は、
      初級の区分で受験することはできません。

※５　障がい者対象の区分で、試験当日に何らかの配慮を必要とする人は、その内容や使用す
　　　る器具等（車椅子、補聴器、ルーペ、拡大読書機等）を申込の際に入力してください。
　　　なお、内容によっては試験の実施上、配慮できない場合もありますので、必ず事前に
　　　電話等でご相談ください。また、使用する器具等は各自で準備してください。
※６　身体障害者手帳等は、採用予定日において有効であることが必要です。(採用予定日に
　　　おいて有効でない場合は、最終合格後であっても採用されません。)

 （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

 （３）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

日程･期間
令和３年９月３０日(木)から
令和３年１０月１３日(水)まで

令和３年１１月２日(火)
　　　　　　　（予定）

令和３年１２月４日(土)
　　　　　　（予定）

専門試験
(土木技術職､建築技術職､

社会福祉士のみ)

実技試験
(保育士・幼稚園教諭のみ)

合格発表
受験番号を掲載し、合格者には
郵便で通知します。

合否にかかわらず、受験
者全員に郵便で通知しま
す。

合否にかかわらず、受験
者全員に郵便で通知しま
す。

※５　テストセンター方式とは、上記第１次試験の期間中に、受験者が予約した日時・会場に
　　　て、パソコンを使用して試験を受けていただくテスト方式です。
※６　テストセンター会場は、47都道府県に約270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（http://cbt-s.com/testcenter/)をご確認ください。

試験内容
基礎能力試験
事務能力試験

個別面接及び
職種によっては集団面接

を予定しています
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※９　新型コロナウイルスの感染状況等により試験内容や日程等を変更する場合があります。

３．受験申込の受付期間及び申込方法
　受験申込の手続は、インターネット【e古都なら】による申込を利用してください。
 （１）受付期間

 （２）申込方法
①インターネット【e古都なら】にアクセスする

②受験申込フォームに入力する
　必要事項を漏れなく入力し、申込を完了してください。
③「申込完了通知メール」が届く
　申込完了後しばらくすると、「申込完了通知メール」が届きます。

④「審査完了通知メール」及び「受験予約案内メール」が届く

⑤受験番号通知票を確認する

⑥第１次試験の受験を予約する

※　携帯電話のメールアドレスで申込をした場合、メールの受信ができない場合があります。

※７　災害等の影響による交通機関の遅延等や受験者個人の不測の事態により試験を受験でき
　　　なかった場合、追加日程で試験は行いません。
※８　テストセンター会場では、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただき
　　　ます。

　令和３年９月４日（土）から令和３年９月２７日（月）１７：００まで
　　※上記の期間内に申込完了したものを受付します。

　【e古都なら】に接続してください。
　【e古都なら】の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、利用者ＩＤ・パスワードを取得してください。
　利用者ＩＤ・パスワードは、必ず控えておいてください。

　整理番号とパスワードが記載されていますので、試験終了まで大切に保管してください。

　まで必ずお問い合わせください。
　※申込内容に不備等がある場合は、メールにて補正等を指示することがありますので、
　　メールは定期的に確認してください。　　

　申込内容審査が完了すると、「審査完了通知メール」と「受験予約案内メール」の２通

　人事課までお問い合わせください。

　「審査完了通知メール」が届くと受験番号を確認することができます。
　【e古都なら】にアクセスし、受験番号通知票を確認してください。

　「受験予約案内メール」に記載されたＵＲＬにアクセスし、第１次試験の日時と会場を
　予約してください。ＩＤ・パスワードは、必ず控えておいてください。
　予約完了後しばらくすると、業務委託業者（help＠cbt-s.com）から「予約完了メール」
　が届きます。予約内容を確認し、第１次試験を受験してください。
　※受験予約は、選択した受験日の前日午後２時まで変更することができます。
　　予約した受験日に受験できない場合は欠席となり、それ以降の受験の再予約は
　　できませんのでご注意ください。

※　メールの設定でドメイン指定受信を利用している場合は「＠city.katsuragi.lg.jp」、
　　「＠cbt-s.com」からのメールが受信できるように設定を変更してください。
※　メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダ等に割り振られている可能性があり
　　ます。該当フォルダを確認するか、各プロバイダにお問い合わせください。
※　受付期間中は、24時間いつでも申込みができますが、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事由が生じた場合は、事前の通知を行うこと
　　なく、システムを停止することがありますのであらかじめご了承ください。

3



４．合格から採用まで
 （１）第１次試験合格者には、第２次試験の期日に次の書類の提出を求めます。

　①最終学校の卒業証明書
　②最終学校の成績証明書

　④社会福祉士については、社会福祉士登録証の写し又は資格の取得見込みを証する書類

　⑧一般事務職（障がい者対象）については、身体障害者手帳等の写し

５．給与等
 （１）給　与

学歴 大学卒 短大卒 高校卒

（注１）給料月額は、令和３年４月１日現在の給料表に基づいた金額です。
　　　この他、期末手当、勤勉手当が支給されます。
　　　また、通勤手当、扶養手当、住居手当等がそれぞれの条件に応じて支給されます。
（注２）初任給は、採用までの経歴等応じて市の基準に従い加算されることがあります。

（２）勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分です。
　    休暇は、年次有給休暇及び各種特別休暇があります。

６．その他

（２）この試験に関する問い合わせ先は、次のとおりです。

※　上記のシステム停止のほか、使用される機器や通信回線のトラブル、申込内容の不備等、
　　応募者の事情による遅延などには、一切責任を負いません。時間に余裕をもって手続きを
　　してください。

大学院修了の人は､大学の卒業証明書及び成績証明書も併せて提出して下さい｡

　③土木技術職又は建築技術職で、大学の専門課程を卒業又は卒業見込みの要件に該当し
　　ない場合は、本市が指定するそれぞれの国家資格の写し

　⑤介護支援専門員については、介護支援専門員証の写し又は資格の取得見込みを証する
　　書類
　⑥保育士・幼稚園教諭については、保育士証及び幼稚園教諭免許の写し又はそれぞれの
　　資格の取得見込証明書
　⑦学芸員については、学芸員資格の写し又は資格の取得見込みを証する書類、及び

　　の様式を使用してください。）

 （２）受験資格がないこと又は受験申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合には、
       合格を取り消すことがあります。
 （３）この試験の最終合格者は、採用候補者名簿に登載し令和４年４月１日に採用予定で
　　　す。採用候補者名簿の有効期間は、名簿登載の日から令和５年３月３１日までです。
 （４）卒業見込み又は資格（免許）取得見込みの人が、令和４年３月３１日までに卒業又は
      資格（免許）取得できなかった場合は、採用候補者名簿から抹消するとともに採用も取
　　　り消しとなります。
 （５）心身の故障により、職務の遂行に支障がある場合又は職務の遂行に耐えない場合には、
　　 　採用候補者名簿から抹消するとともに採用も取り消しとなります。

初任給
（給料月額）

182,200円 163,100円 150,600円

地域手当 10,932円 9,786円 9,036円

合計 193,132円 172,886円 159,636円

（１）試験結果については、不合格の受験者本人に限り開示請求できます。
　　　事前に電話連絡の上、受験者本人が、本人であることを証明する書類（運転免許証など

　　　（土･日･祝日を除く、午前8時30分～午後5時15分）
　　　開示内容は、第1次試験又は第2次試験における①本人の総合得点②合格最低点
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