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令和３年７月３０日 

 

 

 

◇令和２年度職員採用試験からの主な変更点◇ 

 

※ 年齢要件を３５歳までとする職務経験者を対象とした試験区分の新設に伴い，上級行政事務の年齢要件を

「２２歳から３０歳まで（採用時）」に変更しています。 

 

申込受付期間  ： 令和３年８月２日（月）～令和３年８月２０日（金） 

（インターネットでの申込受付期間  ： 令和３年８月２日～令和３年８月１８日） 

第一次試験日 ： 令和３年９月１９日（日） 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により，試験の日程，会場，方法等を変更する場合は，徳島市ホームペ

ージでお知らせします。また，「新型コロナウイルス感染症に係る受験に当たっての注意事項」を徳島市ホー

ムページに掲載していますので，必ず確認してください。 

１ 申込みは，インターネット又は郵便に限ります。別紙「令和３年度徳島市職員採用試験の流れ」を参考に

してください。（持参による申込みは受付しません。） 

２ インターネットによる申込みは，令和３年８月１８日までに到着したものに限り受付します。 

３ 郵便による申込みは，令和３年８月２０日までの消印のあるものに限り受付します。 

４ 受付期間経過後の申込みは，一切受付しませんので十分注意してください。 

従来の教養試験の内容を見直すとともに，上級行政事務については，専門試験を廃

止するなど，公務員試験対策不要の試験を実施します。 
 

試験時間１２０分の教養試験 
 

試験時間６０分の基礎能力検査（ＳＣＯＡ） 

   

法律・経済学等の専門試験 
 

廃止（上級行政事務のみ） 

 

自ら考え行動する 

熱意ある人材を募集します！ 

 徳島市では，ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念に基づき， 

「わくわく実感！水都とくしま」を将来像に掲げ，徳島市ならでは 

の魅力があふれ，誰もが『このまちが好き』と感じられるわくわく 

するまちを目指しています。 

 徳島市が掲げる将来像を目指し，様々な環境にある市民の想いを 

実現するために，自ら考え行動できる人材を募集します。 



１　試験区分，採用予定人員及び職務の内容

　　　希望者は，

 上級行政事務

 上級土木

 上級機械

 上級電気

 上級化学

 初級行政事務Ａ

 保育士

 保健師

　※　申込みできる「試験区分」は，一つに限りますので，同日で実施する他の試験区分（徳島市総務部人事

　　課が実施する試験区分に限る。）と重複して，申込みをすることはできません。また，申込みを受理した

　　後は，「試験区分」の変更はできません。

　※　採用予定人員は変更になる場合があります。

　※　上級行政事務について，別に職務経験者を対象とした試験を実施します。詳しくは，「徳島市職員採

　　用試験要綱（民間企業等職務経験者）」を参照してください。

２　受験資格

試験区分

　(注)　平成１２年４月２日以降に生まれた者で学校教育法による４年制大学を卒業した者及び令和４年３月
　　　３１日までに学校教育法による４年制大学を卒業する見込みの者並びに市長がこれらの者と同等の資格
　　　があると認める者を含む。

　　受験資格を有する者であっても，次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。

　⑴　日本の国籍を有しない者（保育士及び保健師を除く。）

　⑵　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

　⑶　徳島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年を経過しない者

　⑷　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって，地方公務員法第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し，刑に

　　処せられた者

　⑸　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者

受験資格

 平成３年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた者（注）

 昭和６１年４月２日以降に生まれた者で，社会福祉士及び介護福祉士法による社
 会福祉士の資格を有する者，又は令和４年３月３１日までに実施される国家試験
 に合格する見込みの者

 上級行政事務
 （社会福祉士）

３人程度
 市の各部局において，社会福祉における相談，援助等を含む行政
 事務等に従事します。
 ※社会福祉士の資格を必要としない職務に従事する場合があります。

 上級行政事務
 （心理職）

１人程度
 市の各部局において，子どもの心理，発達に関する相談を含む行
 政事務等に従事します。
 ※公認心理師の資格等を必要としない職務に従事する場合があります。

３人程度

３人程度

 上級行政事務
 （社会福祉士）

 市の各部局において，保育業務に従事します。

 市の各部局において，保健師の業務に従事します。

 上級行政事務

職務の内容

 市の各部局において，行政事務に従事します。

 市の各部局において，専門の技術に従事します。

 市の各部局において，行政事務に従事します。

採用予定人員

１５人程度

３人程度

試験区分

２人程度

３人程度

１人程度

２人程度

 昭和６１年４月２日以降に生まれた者で，公認心理師法による公認心理師の資格
 を有する者若しくは令和４年３月３１日までに実施される国家試験に合格する見
 込みの者，又は学校教育法による４年制大学若しくは大学院において，心理学を
 専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者若しくは令和４年
 ３月３１日までに卒業する見込みの者

 保健師

 初級行政事務Ａ

 上級機械

 上級電気

 保育士

 上級行政事務
 （心理職）

 上級土木

 上級化学

 昭和６１年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた者（注）

 平成１０年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた者（ただし，学校教
 育法による４年制大学において２年を超えて在籍した者を除く。）

 昭和６１年４月２日以降に生まれた者で，児童福祉法による保育士の資格及び教
 育職員免許法による幼稚園教諭免許状の両方を有する者，又は令和４年３月３１
 日までに当該資格及び免許状の両方を取得できる見込みの者

 昭和６１年４月２日以降に生まれた者で，保健師助産師看護師法による保健師の
 免許を有する者，又は令和４年３月３１日までに実施される国家試験に合格する
 見込みの者



３　試験日時，試験場及び合格発表

 第一次試験  令和３年９月１９日（日）  徳島大学総合科学部  　１０月上旬，市役
 ⑴　開場時刻  徳島市南常三島町  所前掲示場に掲示す
 　　９時  １丁目１番地  るとともに，合格者
　 （９時３０分までに入場してください。）  には，文書で通知し
 ⑵　試験時間  ます。
 　ア　上級行政事務  　なお，徳島市ホー
 　　　１０時から１２時３０分まで  ムページ上でも行い
　 イ　上級行政事務（社会福祉士），上級行政  ます。
 　　事務（心理職），保育士及び保健師
 　　　１０時から１５時１５分まで
 　ウ　上級土木，上級機械，上級電気及び上級
 　　化学
 　　　１０時から１５時４５分まで
 　エ　初級行政事務Ａ
 　　　１０時から１４時２０分まで
 ※　第一次試験に併せて，第二次試験の課題
 　解決力試験を実施します。

 第二次試験  令和３年１０月中旬  　１１月上旬，受験
 詳細は，第一次試験合格者に文書で通知します。  者に文書で通知しま
 なお，試験区分によっては２日間にわたる場合があります。  す。

 第三次試験  令和３年１１月中旬  　１１月下旬，受験
（初級行政事務  詳細は，第二次試験合格者に文書で通知します。  者に文書で通知しま
Ａを除く。）  す。

⑴　周辺道路の混雑防止のため，試験場への車の乗入れは送迎を含め，ご遠慮ください。付近に受験者用の駐
  車場はありませんので，必ず公共交通機関等を利用してください。周辺道路・商店等への駐車は固く禁止し
　ます。
⑵　合格発表の日時及び合否結果についての電話照会等にはお答えしておりません。
⑶　悪天候等により試験実施が危惧される場合（７時の時点で「警報」が出されている場合等）は，試験当日
　の７時３０分現在の状況を判断の上，試験の実施か中止かを決定する予定です。
　　ついては，７時３０分以降に次の方法で確認してください。
　ア　徳島市ホームページで確認してください。
　イ　上記で確認できない場合は，徳島市総務部人事課（℡ 088-621-5023～5025）にお問い合わせください。
　　なお，９月１９日（日）の試験が中止になった場合は，１０月１７日（日）に延期します。
　　【延期した場合の試験場は，徳島市立高等学校（徳島市北沖洲一丁目１５番６０号）です。】

４　試験の方法及び得点配分

 上級行政事務  基礎能力検査(SCOA)  課題解決力試験：グループワー  ８：９：  個別面接
 ク試験：ロールプレイング試験  ９

 上級行政事務  基礎能力検査(SCOA)： ２：３  
 （社会福祉士）  専門試験  （適性検査）
 上級行政事務
 （心理職）
 上級土木
 上級機械
 上級電気
 上級化学
 初級行政事務Ａ  基礎能力検査(SCOA)  課題解決力試験：グループワー  ８：９：

 ク試験：ロールプレイング試験  ９：７８
 （適性検査）  ：個別面接

 保育士  基礎能力検査(SCOA)： ２：３  課題解決力試験：グループワー  ８：９：  個別面接
 専門試験  ク試験：ロールプレイング試験  ９：６：

 ：図画実技試験：音楽実技試験  ６
 
（適性検査）

 保健師  課題解決力試験：グループワー  ８：９：  個別面接
 ク試験：ロールプレイング試験  ９

 （適性検査）

※　課題解決力試験は，９月１９日（日）に第一次試験に併せて行いますが，第一次試験の合格者のみ第二次
　試験で採点します。課題解決力試験を受験しなかった場合は，第一次試験は不合格となります。

　　　適性検査は，試験の参考とするものであり，得点化はしません。
　また，最終合格者を決定するための得点配分は，第二次試験：第三次試験＝１：３とします。（初級行政事
務Ａの得点配分は，（課題解決力試験＋グループワーク試験＋ロールプレイング試験）：個別面接＝１：３で
す。）
　なお，基準を満たす受験者がいない場合は，合格者はありません。

区分 試験日時 試験場 合格発表

試験区分 第三次試験第一次試験 得点配分 第二次試験 得点配分



５　試験の内容

　⑴　基礎能力検査(SCOA)及び専門試験・・別表のとおり

　⑵　課題解決力試験・・・・・・・・・・課題に対する問題解決力及び文章による表現力についての筆記試験

　⑶　グループワーク試験，ロール・・・・主として人物についての試験

　　　プレイング試験及び個別面接

　⑷　実技試験・・・・・・・・・・・・・図画及び音楽についての実技試験

　⑸　適性検査・・・・・・・・・・・・・職業人として必要な適性を性格等の面から診断するための検査

　別表　基礎能力検査(SCOA)及び専門試験の内容

　※　基礎能力検査(SCOA)及び専門試験は，択一式による筆記試験です。

 上級行政事務  一般知識（常  大学卒業

 上級行政事務  識及び英語）  社会福祉概論（社会保障及び介護を含む。），社会学概論及び  程度

 （社会福祉士）  及び一般知能  心理学概論

 上級行政事務  （言語，数理  一般心理学（心理学史，発達心理学及び社会心理学を含む。），

 （心理職）  及び論理）  応用心理学（教育心理学，産業心理学及び臨床心理学），調査

 ・研究法及び統計学

 上級土木  数学・物理，応用力学，水理学，土質工学，測量，土木計画(都

 市計画を含む。）及び材料・施工

 上級機械  数学・物理，材料力学，流体力学，熱力学，電気工学，機械力

 学・制御，機械設計，機械材料及び機械工作

 上級電気  数学・物理，電磁気学・電気回路，電気計測・制御，電気機器

 ・電力工学，電子工学及び情報・通信工学

 上級化学  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・有機工業化学及び化学工学

　　　希望者は， 初級行政事務Ａ  高等学校

 卒業程度

 保育士  社会福祉，子ども家庭福祉（社会的養護を含む。），保育の心  基礎能力

 理学，保育原理・保育内容及び子どもの保健   検査は短

 保健師  公衆衛生看護学，疫学，保健統計学及び保健医療福祉行政論  期大学卒

 業程度

６　合格から採用まで
　⑴　最終合格者は，職員採用候補者名簿（有効期間１年）に登載されます。
　　　なお，登載された場合でも，令和４年３月３１日までに必要な資格又は免許が取得できない者等については，
　　職員採用候補者名簿から削除されます。
　⑵　採用候補者は採用内定通知を受け取り初めて採用が決定します。
　　　最終合格者のほかに補欠合格者を決定することがありますが，補欠合格者は，欠員等が生じた場合に限り，採
　　用の対象となります。
　⑶　採用は，原則として令和４年４月１日以降です。
　⑷　採用された場合の初任給その他諸手当については，徳島市の給与条例等の定めるところによります。

７　試験成績の通知希望・・・本人の希望により，次のとおり試験成績について通知します。
　⑴　対象者及び通知内容
　　ア　対象者・・・・第一次試験，第二次試験及び第三次試験の不合格者
　　イ　通知内容・・・総合得点，順位，受験者数及び合格者数
　⑵　申込方法
　　　希望者は，受験申込書表面の「試験成績の通知希望」欄にレ印をつけ（インターネットによる申込みの場合は，
　　画面上の該当欄にチェックをつけてください。），あて先を記入した返信用封筒（４０４円分の切手を貼った長
　　形３号）を，第一次試験日に提出してください。提出できない場合は，通知できません。

８　その他
　⑴　試験当日持参するもの
　　ア　受験票（申込み後に写真を貼ったもの），受験番号票，ＨＢの鉛筆，消しゴム
　　イ　時計（時計機能だけのものに限る。携帯電話やウェアラブル端末等は使用不可）
　　ウ　あて先を記入した返信用封筒（４０４円分の切手を貼った長形３号）※成績通知希望者のみ
  ⑵　身体の障害等のため，試験場に特に何らかの配慮（試験当日に車いすの使用を希望する場合等）を必要とする
    方は，事前に申し出てください。　　
　⑶　受験に際して徳島市が収集する個人情報は，採用試験及び採用に関する事務以外の目的では一切使用しません。
　　　ただし，採用者の個人情報は，人事情報として使用します。
　⑷　申込書等の送付先，受験手続その他試験に関する問合せ先等
　　　徳島市総務部人事課
 　　 〒770-8571  徳島市幸町２丁目５番地（℡：088-621-5023 E-mail：jinji@city-tokushima.i-tokushima.jp）
 　　 徳島市ホームページ「職員採用情報」

程度試験区分
基礎能力検査

(SCOA)
専門試験


