新型コロナウイルス感染症の影響で、試験日程等が変更になる場合があります。
変更がある場合は、横須賀市ホームページ等でお知らせします。

令和２（2020）年度 横須賀市職員採用試験受験案内
学校用務員（身体障害者対象）
ｗｉｔｈ コロナ 新たな横須賀を自分の手で作っていきたい！

熱い思いを持った・・・

人が好きな人、すぐ動く人、深く考え、自分の意見を言える人、なんとかする人

応募をお待ちしております。

第１次試験日 令和３年(2021年)１月31日(日)
受付期間 〇インターネットによる電子申請
12月18日(金)午前10時～１月19日(火)午後５時(受信有効)
〇郵送
12月18日(金)～１月19日(火)消印有効
※パソコン又はスマートフォンとプリンターをお持ちの場合は、電子申請で申し込みをお願い
します。電子申請での申し込みができない場合に限り、郵送でお申し込みください。

１ 募集職種
試験区分
学校用務員
（身体障害者対象）

採用予定人員
若干名

職務の内容
市立学校等における環境整備（屋外での刈払機及びヘッジト
リマーの操作による除草・剪定作業、ポリッシャーの操作による
床メンテナンス、ペンキ塗り、器具等修理、蛍光灯の取替え
等）、事務連絡等に従事します。

※ 同一試験日に実施する各職種の重複受験はできません。（申し込みは、１職種に限ります。）

２ 受験資格

以下(１）～(４）すべての要件を満たし、(５）に該当しない人

(1) 昭和60年(1985年)４月２日から平成15年(2003年)４月１日までに生まれた人
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている人
(3) 『１ 募集職種』の職務の内容に記載の業務を、採用後の研修を経て安全に行える人
(4) 活字印刷文等による出題に対応できる人
・ 第１次試験（適性検査及び作文試験）については、ワープロ等を使用した解答、拡大印刷での出
題や点字による受験にも対応します。３頁の『４ 第１次試験のワープロ等、拡大印刷及び点字によ
る受験について』をご覧ください。
・ 受験に際して必要となる事項に対応します。採用試験申込書に記入してください。
(5) 地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当する人は、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人
イ 横須賀市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人
ウ 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人
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３ 第１次試験（筆記試験）
(1) 試験日時

令和３年(2021年)１月31日（日）午後１時30分から

(2) 受付時間

午後０時45分から午後１時まで

(注) 受付時間に遅れた場合、受験できません。
(3) 試験会場 横須賀市立横須賀総合高等学校（横須賀市久里浜６－１－１）
ア 採用試験申し込み受付後に、受験票と併せて試験会場の詳細と案内図を電子申請システムの
申込内容照会画面から交付します。（郵送でお申し込みの方には郵送します。）
イ 試験会場に、駐車場・駐輪場の用意はありません。（路上駐車は、禁止します。）
ウ 試験会場は変更する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
(4) 試験内容
試験種目

試験時間

適性検査

20分

作文試験

30分

(5) 携行品
①令和２(2020)年度横須賀市職員採用試験受験票、②HBの鉛筆（シャープペンシル可）、
③ボールペン、④プラスチック消しゴム、⑤健康管理票、⑥持ち込みを希望した補装具等を
持参してください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用にご協力ください。
(6) その他
ア 新型コロナウイルスの影響で、試験日時、試験会場、試験内容が変更になる場合があります。
イ 変更になる場合は、申込時に登録したメールアドレスあてに案内を送付いたします。必ず受信可能
なメールアドレスを登録してください。メール不達による未受験については、一切責任を負いません。
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４ 第１次試験のワープロ等、拡大印刷及び点字による受験について
第１次試験（適性検査、作文試験）については、ワープロ等、拡大印刷及び点字による受験が可能で
す。希望する人は、採用試験申込時に申し出てください。
ただし、点字用器具、ワープロ等、拡大読書器、音声パソコン等は各自で持参してください。
対
点

字

ワープロ等
拡大印刷

象

者

点字による受験を希望する人
※ 補助として音声データの提供ができます（解答は点
字となります）。

上肢機能障害の程度が概ね３級以上で筆記が困
難な人
拡大印刷による受験を希望する人

試験時間
適性検査
作文試験
適性検査
作文試験
適性検査
作文試験

30分
45分
20分
30分
26分
40分

※ 拡大印刷による受験を希望する人は、次の文字の大きさを参照してください。

拡大印刷問題の文字の実際の大きさです。
（ＭＳゴシック ２０ポイント）
あいうえ ざじずぜ ぱぴぷぺ
アイウエ ザジズゼ パピプペ
横須賀市役所 ＡＢＣＤＥＦＧ
０１２３４５ ａｂｃｄｅｆｇ
５ 第２次試験（面接試験）
(1) 実施予定時期

令和３年(2021年)２月中旬～下旬予定

(2) 試験内容

第１次試験合格者に対し、個別面接を行います。

※ 第２次試験の詳細については、第１次試験の合格通知にてお知らせします。
※ 最終合格は、令和３年(2021年)２月下旬の予定です。

６ 合格から採用まで
(1) 最終合格者は、職種区分ごとに作成される令和２(2020)年度職員採用候補者名簿（以下、「職員
採用候補者名簿」という。）に登載されます。
(2) 採用の時期は、令和３年(2021年)４月１日の予定です。
(3) 職員採用候補者名簿に登載される有効期間は、最終合格発表日から令和４年(2022年)３月31日
までです。
(4) 職員採用候補者名簿に登載されていても欠員等の状況によっては採用されない場合があります。
(5) 本試験の受験資格がないこと（採用日までに要件を満たさない場合を含む。）又は申込内容が正し
くなかったことが判明した場合は、合格を取り消し、職員採用候補者名簿から削除します。
(6) 外国籍の人も受験は可能ですが、採用日において就労が制限される在留資格の人は採用されま
せん。また、採用後、「公権力の行使」又は「公の意思形成への参画」にあたる業務には従事でき
ません。

７ 給与
初任給（基本給）は、合格者の年齢に応じて決定されます。
20歳の場合
25歳の場合
30歳の場合
初任給
165,770円
179,190円
199,430円
（地域手当含む）
（令和２年(2020年)４月１日現在の基準で算定）

35歳の場合
212,740円

基本給のほか、通勤手当、期末勤勉手当などが条件に応じて支給されます。
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８ 申込方法及び受付期間
申込方法は、インターネットによる電子申請又は郵送です。
※ 可能な限り、インターネットによる電子申請でお申し込みください。
(1) インターネットによる電子申請
ア 電子申請システム（横須賀市ページ）よりお申込みください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142018-u/
イ 利用者登録より、必要な情報を入力し、利用者IDを登録してください。
※利用者IDは申し込み後にも使用するメールアドレスになります。
必ず連絡がとれるメールアドレスを登録してください。
※申込完了後も利用者ID及びパスワードを使用しますので、必ずメモを
取り、忘れないように管理してください。
申込方法

※既に利用者IDを登録されている方は、新たに登録する必要はありま
せん。
ウ 登録した利用者IDでログインし、検索メニューの手続き名から検索し、当
該試験を選択して申し込みを行ってください。
エ 申込完了後、必ず申込内容照会を行い、申し込みが完了していることを
確認してください。
※申込内容が確認できなかった場合は、総務部人事課(046（822）9863)
まで、すみやかにご連絡ください。

受付期間

令和２年(2020年)12月18日(金)午前10時から
令和３年(2021年)１月19日(火)午後５時まで < 受信有効 >
ア 受付後、受験資格の審査をして、１月21日(木)（予定）に電子申請システ
ムの申込内容照会画面からPDFファイルで交付します。
イ 交付が完了したらメールでお知らせしますので、電子申請システムにログ
イン後、Ａ４サイズの用紙に印刷し、第１次試験当日に必ずご持参くださ

受験票の交付

い。
※受験票を印刷するため、プリンターが必要です。
ウ １月21日(木)を過ぎても発行されていない場合は、22日(金)午後５時まで
に総務部人事課（046（822）9863）まで連絡してください。
ア 電子申請システムの「はじめて利用する方」欄にある「動作環境」などを
参照し、利用環境を整えてから申し込みをしてください。
イ 申し込み手続は御自身のパソコンやスマートフォンでなくても構いませ
ん。インターネット環境が整っていれば申し込みは可能です。
ウ 締切直前は、回線が大変混雑します。システム機器の保守点検等によ

その他

り、受付期間中でも一時的に利用できない場合がありますので、余裕を
持って申し込んでください。
エ 使用される端末や通信回線上の障害によるトラブルについては、一切
責任を負いません。
オ 電子メール、ファクスによる申し込みはできません。
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● 電子申請システムによる申込方法の流れ
パソコンやスマートフォンなど、インターネット環境が整っていれば申込可能です。
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● 電子申請の申込画面に入力いただく項目
<共通>
・応募職種

・氏名（フリガナ）

・性別

・生年月日

・郵便番号、住所（現在、実際に居住している場所）
・メールアドレス（受信可能なもの）

・年齢（令和３年(2021年)４月１日現在）
・電話番号（日中の連絡に対応できるもの）

・在留資格（外国籍の人のみ）

・身体障害者手帳について（障害名、障害等級、交付年月日、交付番号、交付機関名）
・事前希望調査（点字受験の希望、拡大印刷問題の希望、筆記又は手話通訳の希望、
補装具(車椅子、点字器、ワープロ等)の持込み希望、肢体不自由等による車での
来場希望、補助犬の同伴の希望、介助者の同行の希望、連絡手段の希望）
● 申込画面に添付していただくもの
①申込者の顔写真画像

（参考）

※以下の点に注意してください。
・上半身
・脱帽
・背景なし
・申込前３か月以内に撮影
・データ名は「応募職種・氏名」にしてください
(例) 学校用務員（身体障害者対象）・横須賀太郎
②身体障害者手帳の画像
・氏名、障害名、障害等級、交付年月日、交付番号、交付機関名の分かる部分
・データ名は「身体障害者手帳・氏名」にしてください
(例) 身体障害者手帳・横須賀太郎
(2) 郵送
ア 提出書類

記入方法については、７頁の『(3) 採用試験受験申込書の記入要領』を参照のこと。

① 令和２(2020)年度横須賀市職員採用試験受験申込書

１通

② 身体障害者手帳の写し
③ 長形３号封筒（受験票返送用）
※ 郵便番号、住所、氏名を記載し、84円切手を貼ってください。
イ 受付期間

令和２年(2020年)12月18日（金）から令和３年(2021年)１月19日（火）消印まで有効

ウ あて先
〒238-8550 横須賀市小川町20番地 横須賀市役所総務部人事課（宛）
(ア) 封筒の表面に「横須賀市職員採用試験受験申込書在中」と赤字で記入し てください。
(イ) 一般書留・簡易書留によらない郵便事故については、一切考慮しません。
申込受付後に、受験票を送付します。ただし、令和３年(2021年)１月22日（金）までに受験票が
返送されない場合は、１月25日（月）午前10時までに総務部人事課（046（822）9863）までお問い合
わせください。
※ 電子メールによるお問い合わせが可能です。
※ 電子メール、ファクスによる申し込みはできません。
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(3) 採用試験受験申込書の記入要領
ア 令和２（2020）年度横須賀市職員採用試験受験案内をよく読んでから記入してください。
イ 記載事項が正しくなかったことが判明した場合、採用される資格を失うことがあります。
ウ ＊印欄（受験番号）を除いて、申込書及び受験票の全ての欄に記入してください。裏面にも記入欄
があるので、必ず記入してください。記入にあたっては、黒ボールペンを使用し、数字は算用数字
で記入してください。
エ 住所欄には、郵便番号及び現在、実際に居住している住所を都道府県から記入してください。
オ 電話番号欄には、日中の連絡に対応できる電話番号を記入してください。
（聴覚障害等 電話の使用が困難な人はファクスも可）
カ メールアドレス欄は、必ず受信可能なメールアドレスを記入してください。
キ 氏名欄には、氏名（ふりがな）及び該当する性別に○印を付けてください。
ク 生年月日欄には、昭和又は平成を○で囲ってから年月日及び令和３年(2021年)４月１日現在の年
齢を記入してください。
ケ 在留資格欄には、外国籍の人のみ記入し、在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明
書に記載されている在留資格を記入してください。
コ 写真は同一のものが２枚必要です。写真の貼っていない場合、又は指定した条件になっていない
場合など受験写真として適当でない場合は受験できません。
また、写真を貼る前に写真の裏に氏名を記入してから、のり付けしてください。
サ 申込書を提出する前に、必要事項への記入、署名、写真の貼り付けを必ず確認してください。

９ 注意事項ほか
(1) 本採用試験において、提出いただいた書類は一切返却しません。
(2) 受験にあたっては、第三者からの紹介などは、一切受けておりません。万一、紹介行為などがあった場合
は、横須賀市職員倫理条例に抵触することとなり、受験を御遠慮いただくことになります。
(3) 第１次採用試験の不合格者は、結果を請求することができます。必ず受験者本人が横須賀市職員採用試
験受験票をお持ちの上、次のとおり指定する場所及び期間にお越しください。
（電話・郵便・電子メール・ファクスによる請求はできません。）
ア 請求者 第１次試験の不合格者（受験者本人に限る。）
イ 内〇容 第１次試験の順位、総合得点
ウ 場〇所 総務部人事課(人材育成担当)（横須賀市職員厚生会館（横須賀市小川町20番地）２階）
エ 期〇間 第１次試験合格発表日から１か月間（土・日・祝日を除く。）（午前９時から午後５時まで）
(4) 新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用や手洗い・咳エチケット等にご協力くださいますよう
お願いします。

採用試験に関する問合せ先 横須賀市総務部人事課（人材育成担当）
〒238-8550 横須賀市小川町20番地 横須賀市職員厚生会館２階
電話 046（822）9863

ファクス 046（827）3228

メールアドレス jinji-seido@city.yokosuka.kanagawa.jp
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