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 令和２年度八重瀬町職員採用選考試験案内 

 （助産師職） 

 申込受付期間  

令和２年１１月３０日(月)～令和２年１２月１１日（金）   
          午前 8：30～午後 5：15 （但し、土・日は除く。） 

 第１次試験日時  

令和３年１月１５日(金)   

 試 験 場 所  

八重瀬町役場 

 採用予定年月日  

  令和３年４月１日 

 受験生のみなさまへ  

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、下記について協力依頼があります。 

内容をご確認のうえ、申し込みいただくようお願いします。 

１．試験日時及び試験会場については延期（変更）する場合がございます。その際には、 

八重瀬町ホームページにて公表いたします。 

２．試験日から 1 週間前以降（1/8～1/14 の間）に発熱、咳、倦怠感、息苦しさ等の 

症状がある場合は、事前に総務課まで連絡ください。 

３．試験当日の受付時に体温測定を実施する場合があります。 

４．試験当日はマスクの着用をお願いします。 

５．試験室は換気のため、適宜、窓やドアなどを開けます。室温の高低に対応できるよ

う服装には注意してください。 

６．申し込み方法については、感染症対策の観点から庁舎内の密集をさけるため、でき

るだけ郵送申込にてお願いします。 

         

問合せ：八重瀬町役場 総務課（庁舎 2 階） 
〒901-0492 八重瀬町字東風平１１８８番地 

電 話 ０９８－９９８－２２００ 
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１． 採用職種・受験資格等  

 

（１） 職種、採用予定人数、受験資格は次のとおりとなります。  

 

          

職種 
採用 

人数 
受 験 資 格 

助産師 １名 

① 昭和４５年４月２日以後に出生した者 

② 助産師免許を有する者 

③ 行政機関において助産師業務の実務経験を 3年以上有する者 

 
 
（２） 採用予定年月日 
  
    令和３年４月１日 

 

（３）次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

  ① 日本国籍を有しない者 

② 地方公務員法第１６条に該当するもの 

ア 成年被後見人及び被保佐人 

イ 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 

ウ 八重瀬町におい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 

エ 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 

 

 

２．試験の方法及び内容 

試験は第１次試験及び第２次試験とし、第１次試験は適正検査、小論文を実施します。 

第２次試験は個別面接とします。 

 

区分 日時 試験内容 

第１次試験 
令和３年 

１月１５日（金） 

受付   ９：００ 

適正検査 ９：４５～１０：０５ 

小論文  １０：２０～１１：５０ 

適正検査 

小論文 

第２次試験 
令和３年 

２月４日（木） 

受付   １３：００ 

面接   １３：３０～ 
個別面接 
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３．申込方法 

 

（１）試験の申し込みの際提出する書類 

 

 提出期限：令和２年１１月３０日（月）～１２月１１日（金） 

 

 【試験に必要な書類の提出】 

① 選考試験申込書（Ａ４縦指定様式） 

② 受験票（はがき） 

③ 採用試験面接カード（A４縦指定様式） 

※業務経験等実績を任意の様式で添付してください。 

④ 健康診断書（A４縦指定様式） 

⑤ 最終学歴卒業証明書（注 2） 

⑥ 免許又は資格に関する証明書の写し 

⑦ 身分証明書（本籍地で発行） 

⑧ その他八重瀬町役場総務課が指定するもの 

  ※ 申し込みの際提出した書類は、返却いたしません。なお、採用試験に関する 

提出書類等は採用試験の目的以外に利用することはありません。 

  （注 2）卒業証明書は最終卒業学校から請求し提出して下さい。卒業証書可。 

 

 

（２）申込書の入手方法 

直接受け取る 

方法 

採用試験案内及び選考試験申込書、その他書類は令和２年 11 月 24 日（火）

から八重瀬町役場総務課（庁舎２階）にて配布します。(8：30～17:15) 

郵便で 

入手する方法 

郵便で請求する場合は、封筒表側に「受験申込書請求」と朱書きし、郵
便番号、住所、氏名（本人）を明記し１４０円切手を貼った返信用封筒（角
形 2 号封筒［33ｃｍ×24ｃｍ程度］）を必ず同封のうえ、下記あて先まで
請求して下さい。 
〒901-0492 八重瀬町字東風平 1188 番地 八重瀬町役場 総務課 
郵送による請求は、１２月７日必着分まで受付、郵送いたします。この

ために生じた申し込みの遅延等については、責任を負いませんので受験手
続きには十分注意して下さい。 

ダウンロードで

入手する方法 

八重瀬町役場ホームページから受験申込書の様式をダウンロードする
ことができます。 
① 選考試験申込書 Ａ４版の用紙（白紙）に印刷してください。 
② 受験票 官製はがき（郵便はがき）に印刷しください。 

※受験票を印刷するときは、プリンターの用紙設定を「はがき」に
指定し官製はがき（郵便はがき）に「表」「裏」の両面を印刷してく
ださい。なお、料額印刷（切手 63 円相当の額面が印刷されているも
の）がない私製はがきに印刷した場合は、必ず 63 円切手を貼ってく
ださい。 

③ 採用試験面接カード 
④ 健康診断書様式 
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（３）試験申込方法及び受付期間 

申込方法 

【直接持参する場合】 
試験申込書他書類及び受験票（はがき）に必要事項を記入し、63 円切手・

写真（申し込み前３ヶ月以内に撮影した写真 縦４㎝・横３㎝）を貼り付け
て、八重瀬町役場総務課へ提出してください。 

【郵送する場合】 
郵送で申し込む場合は、封筒表側に「受験申込」と朱書きし、試験申込書

他書類及び受験票（はがき）に必要事項を記入し、63 円切手・写真（申込
み前３ヶ月以内に撮影した写真縦４㎝・横３㎝）を貼り付けて、下記あて先
まで書留郵便で郵送してください。 

 
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１１８８番地 

 八重瀬町役場総務課 

受付期間 

令和２年 11月 30日(月)から 12月 11日(金)までの午前９時から午後５時
１５分まで。土曜日、日曜日は受け付けません。 
＊郵送の場合は、12 月 11 日（金）までの消印のあるものに限り受け付けま
す。 
※試験申し込み及び受験票の記載事項に不備がある場合には、お返しする
こともありますが、このために生じた申込みの遅延等については、責任を
負いませんので受験手続きには十分注意して下さい。 

受験票の発行 

申込手続した方については、受付後、受験票（はがき）を返信します。 
受験票がないと受験できませんので必ずお持ち下さい。 
令和２年１２月２５日（金）までに「受験票」が本人に届かない時は総務
課へご連絡下さい。（電話番号０９８－９９８－２２００） 

 

 

４．試験日時及び場所 

  （１）第１次試験の日時・場所 

令和３年１月１５日（金）   試験開始 ： 10:00 （受付時間：9:00～9:30） 

場所：八重瀬町役場庁舎 

試験区分 試験科目 試験時間 試験内容 

助産師職 

職場適応性検査   9：45 
職務及び職場への適応性を把握するための

検査を行います。 

論文試験 
 10：20～ 

 11：50 

文章による表現力、課題に対する構想力な

どについての筆記試験を行います。 

 

  （２）第２次試験の日時・場所 

令和３年２月４日（木）    試験日時は変更になる場合があります。 

場所：八重瀬町役場庁舎 

試験区分 試験科目 試験時間 試験内容 

助産師職 面接試験 13：30～ 個別面接試験を行います。 
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５．合格者の発表 

 日時 方法 

助産師職 令和３年２月下旬予定 

八重瀬町役場玄関横掲示板及びホームペ

ージにて合格者の受験番号を掲示します。 

なお、合格者には別途書面により通知しま

す。  

（電話での確認には応じられません） 

 

６．職務内容 

   町長事務部局において助産師としての専門的な業務に従事します。 

   （子育て世代包括支援センターに関する業務） 

 

７．採用の決定及び給与等 

（１）最終合格者の数は、採用予定数に採用を辞退する者等の数を考慮して決定しますので、

採用数を上回る合格者となり、合格しても採用にならない場合があります。 

（２）採用者は地方公務員法第 22 条による条件付採用となり、その職において６月を勤務し、

その間その職務を良好な成績で遂行したとき正式採用となります。 

（３）初任給は、町の関係例規の定めるところにより学歴別に決定され、職務経験等のある

者は、初任給に一定の基準で加算されます。 

（４）勤務時間は、原則として、午前８時３０分から午後５時１５分（１日当たり 7時間 45

分）、月曜日から金曜日までです。 

（５）休暇は、年次有給休暇、病気休暇、介護休暇及び特別休暇等があります。年次有給休

暇は、１年に２０日です。 

 

 

８． 成 績 開 示 

職員採用試験の結果については、八重瀬町個人情報保護条例第１４条の規定により、口頭

で開示を請求することができます。 

受験者本人が、受験票又は本人であることが確認できる書類等（運転免許証、マイナンバ

ーカード等）を持参し、午前９時～午後５時までに、申し込んでください。なお、土曜日、

日曜日及び祝祭日は受付できません。また、電話・手紙等による申込みはできません。 

 

対象者 開示内容 開示期間 申込場所 

受験生 

受験生本人の第１次

試験及び 2次試験の合

計得点及び順位 

それぞれの試験の合格

発表の日から１ヶ月間 

八重瀬町役場 

（庁舎２階） 

総務課 

 

 

９． その他 

（１） 受験票は必ず持参して下さい。 

（２） 第１次試験の問題の試験のうち、解答用紙にＨＢの鉛筆を使用してマークさせる方式

（ﾏｰｸｼｰﾄ方式）ですので試験当日は ＨＢの鉛筆及び消しゴムを必ず持参してください。 

（３） 試験時間中、 スマートフォン、携帯電話、ＰＨＳ等の電子通信機器の使用は禁止し

ます。必ず電源を切って下さい。（時計機能としての使用も禁止します。） 

（４） 試験会場では試験官の指示に従って行動してください。 
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【試験会場】   八重瀬町役場                 
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