
- 1 - 

    平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度    任期付非常勤職員任期付非常勤職員任期付非常勤職員任期付非常勤職員    採用試験案内採用試験案内採用試験案内採用試験案内     

（（（（    一一一一    般般般般    事事事事    務務務務    ））））    
《《《《    任期付任期付任期付任期付非常勤職員非常勤職員非常勤職員非常勤職員とはとはとはとは    》》》》    
 主に若年層の雇用対策を目的として実施する、任期の定めのある（原則１年。最長３年 
まで更新あり）久留米市の非常勤職員です。 

ⅠⅠⅠⅠ    試験区分及試験区分及試験区分及試験区分及びびびび採用予定人員採用予定人員採用予定人員採用予定人員    

試験区分 職務内容 採用予定人員 

一般事務 １０人程度 

若年雇用対策（一般事務【大卒程度】）  ５人程度 

若年雇用対策（一般事務【高卒程度】）  ４人程度 

身体障害者対象（一般事務） 

一般行政事務に従事する 

 １人程度 

（１） 受験申込みは、上記の試験区分のうち、一つに限り受け付けます。なお、第１次試験が同日に実

施される任期付短時間勤務職員との併願もできません。 

（２） 採用予定人員は変更になる場合があります。 

ⅡⅡⅡⅡ    受験資格受験資格受験資格受験資格    

試験区分 受験資格 

一般事務 
昭和５１年４月２日以降、平成５年４月１日までに生まれた人 

（ただし高校・短大・各種専門学校・大学・大学院の在学生を除く） 

若年雇用対策 

(一般事務【大卒程度】) 

次のア又はイの要件いずれかに該当する人 
 

ア 久留米市内に居住又は通学する、大学・大学院を卒業予定で、就職先未定の人 
イ 久留米市内に居住する、大学・大学院を卒業後３年以内の人で、申込み日現在就

業していない人（パート・アルバイト等で就業中の人は受験可） 

若年雇用対策 

 (一般事務【高卒程度】) 

次のア又はイの要件いずれかに該当する人 
 

ア 久留米市内に居住又は通学する、高校・各種専門学校・短期大学を卒業予定で、 
就職先未定の人 

イ 久留米市内に居住する、高校・各種専門学校・短期大学を卒業後３年以内の人で、

申込み日現在就業していない人（パート・アルバイト等で就業中の人は受験可） 

身体障害者対象 

（一般事務） 

身体障害者手帳の交付を受けている人で、次のアからウの要件すべてに該当する人 

ア 昭和５１年４月２日以降、平成５年４月１日までに生まれた人 
（ただし高校在学生を除く） 

イ 勤務地への通勤が可能で、かつ、介護者なしに職務の遂行が可能な人 

ウ 活字印刷文による出題及び口頭による試験に対応できる人 

（１） 各試験区分とも、これまでに久留米市任期付非常勤職員として勤務した人は受験できません。 

（２） 国籍は問いません。なお、日本国籍を有しない人の受験資格等の詳細については、３ページⅨに

記載していますので、参照してください。 

（３） 大学・大学院を卒業後、現在各種専門学校に通っている場合は、若年雇用対策（一般事務【高卒

程度】）ではなく、若年雇用対策（一般事務【大卒程度】）の枠での受験対象となります。 

（４） 上記の受験資格があっても、次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

① 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

② 禁こ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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ⅢⅢⅢⅢ    試験試験試験試験のののの日程及日程及日程及日程及びびびび会場会場会場会場    

区分 日時等 会場 

第１次試験 
１月２９日（日） 

午前９時集合 

久留米大学御井キャンパスメディアセンター(８００号館) 

（久留米市御井町１６３５） 

電話（０９０）８８３３－２９７５【試験当日のみ】 

第２次試験 ２月１９日（日） 第１次試験合格者に対して、別途通知します 

（１） 試験の詳細なスケジュールは、第１次試験は同試験の開始時に、第２次試験は第１次試験の合格

発表の際に通知します。 

（２） 試験の日程及び会場は予定です。変更があった場合は、別途お知らせします。 

（３） 第第第第１１１１次試験会場次試験会場次試験会場次試験会場にはにはにはには駐車駐車駐車駐車できませんできませんできませんできませんので、公共交通機関をご利用ください。ただし、身体障害者

の方で公共交通機関の利用が困難な場合は、申込書の所定の欄に記入してください。 

（４） 第１次試験会場は分煙です。所定の場所でのみ喫煙ができます。 

ⅣⅣⅣⅣ    試験試験試験試験のののの方法及方法及方法及方法及びびびび内容内容内容内容    

試験科目 方法・内容 所要時間 

基礎能力試験 

（全区分） 
６５分 

第１次試験 

事務能力試験 

（身体障害者対象を除く） 

任期付非常勤職員として必要な基礎能力 

（高校卒業程度）及び事務能力についての 

筆記試験 ６０分 

第２次試験 
面接試験 

（全区分） 

面接を通じて任期付非常勤職員として 

ふさわしい人物かどうかを判定するもの 

 

（１） 身体障害者対象（一般事務）の第１次試験は、基礎能力試験のみとなります。 

（２） 第１次試験は、午前中で終了する予定です。 

（３） 一定の基準に満たない場合、合格者数が採用予定人員を下回ることがあります。 

（４） 拡大文字を使用した試験問題を希望する人は、文字の大きさを約１.４倍（１４ポイン
ト）まで拡大します。申込書の所定の欄に記入してください。なお、点字受験はできません。 

（５）その他、受験に際し、特に配慮を必要とする人は申込書の所定の欄に記入してください。 

ⅤⅤⅤⅤ    試験当日試験当日試験当日試験当日にににに持持持持参参参参するものするものするものするもの    

●第第第第１１１１次試験次試験次試験次試験     ・受験票  ・ＨＢの鉛筆数本、プラスチック消しゴム 

●第第第第２２２２次試験次試験次試験次試験  ・受験票  ・身体障害者手帳【身体障害者対象（一般事務）のみ】 

（１）計算機能又は翻訳機能がついた腕時計等の試験会場内持込みを禁止します。 

（２）試験時間中は、携帯電話を含むすべての電子機器の使用を一切禁止します。 

ⅥⅥⅥⅥ    受験手続及受験手続及受験手続及受験手続及びびびび申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間    

１１１１    受験手続受験手続受験手続受験手続 

「受験申込書」、「受験票」、「面接カード」に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で申し込

んでください。 

①①①①    持持持持参参参参するするするする場合場合場合場合    

久留米市総務部人事厚生課（久留米市役所７階）に持参 

②②②②    郵送郵送郵送郵送するするするする場合場合場合場合    

封筒の表に「受験申込み」と朱書きし、裏に差出人の住所・氏名を明記したうえで、久留米市

総務部人事厚生課宛てに、特定記録又は簡易書留で送付してください。これによらない場合の

事故については責任を負いません。（受験票は官製はがきの裏に貼付し、表に申込者の送付先

を記入してください。） 
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２２２２    申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間    

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１１１１月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金））））午前午前午前午前８８８８時時時時３０３０３０３０分分分分からからからから午後午後午後午後５５５５時時時時１５１５１５１５分分分分までまでまでまで    

● 郵送郵送郵送郵送のののの場合場合場合場合はははは、、、、１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））までのまでのまでのまでの消印消印消印消印があるものにがあるものにがあるものにがあるものに限限限限りりりり受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます。。。。    
●    土曜日土曜日土曜日土曜日、、、、日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび祝日祝日祝日祝日はははは受受受受けけけけ付付付付けませんけませんけませんけません。。。。 

（１） 提出された申込み書類は、一切返却いたしません。 

（２） 受験票は、持参の場合は受付時に交付し、郵送の場合は後日郵送します。受験票が届かない場

合又は紛失した場合は、必ず久留米市総務部人事厚生課まで連絡してください。 

（３） 申込み記載事項に不正がある場合は、採用される資格を失うことがあります。また、採用後に

不正が発覚した場合、免職等になることがあります。 

ⅦⅦⅦⅦ    合格者合格者合格者合格者のののの発表及発表及発表及発表及びびびび試験成績試験成績試験成績試験成績のののの開示開示開示開示    
１１１１    第第第第１１１１次試験次試験次試験次試験のののの合格者発表合格者発表合格者発表合格者発表    

（日時）２月８日（水） 午前８時３０分 

（方法）合格者の受験番号を久留米市役所掲示板（正面玄関西側）に掲示するとともに、久留米

市のホームページに掲載します。 

なお、合否についての通知や電話問合せへの対応は、原則として行いません。 

２２２２    最終合格者発表最終合格者発表最終合格者発表最終合格者発表    

  （日時）２月下旬頃を予定 

（方法）合格者の受験番号を、久留米市のホームページに掲載するとともに、第２次試験の受験

者全員に対して、その合否の結果を郵送により通知します。 

 ３３３３    試験成績試験成績試験成績試験成績のののの開示開示開示開示    

            試験成績について、本人に限り開示の請求をすることができます。なお、電話等による請求は

できません。 

① 対 象 者  第１次・第２次試験それぞれの不合格者（各試験において、すべての科目を受験 

した人に限ります。） 

② 請求方法   「受験票」「本人であることを示す書類（運転免許証等）」を、久留米市総務部  

   人事厚生課まで持参してください。 

③ 開示内容   順位・科目別得点・総合得点を開示します。 

ⅧⅧⅧⅧ    採用候補者名簿採用候補者名簿採用候補者名簿採用候補者名簿へのへのへのへの登載及登載及登載及登載及びびびび採用日採用日採用日採用日    

採用日 

最終合格者は、試験区分ごとに採用候補者名簿に成績順に登載され、原則として平成２４年４月１日 

に採用されます。（業務の都合により、４月２日以降の採用となる場合があります。） 

● 各試験区分とも、任用期間は１年間（ただし、年度中途の任用の場合は年度末まで）、最長で平

成２７年３月３１日までの更新があります。 

ⅨⅨⅨⅨ    日本国籍日本国籍日本国籍日本国籍をををを有有有有しないしないしないしない人人人人のののの受験資格等受験資格等受験資格等受験資格等    
１１１１    受験資格受験資格受験資格受験資格    

① 出入国管理及び難民認定法に定められている永住者 

② 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定め

られている特別永住者 

２２２２    試験試験試験試験のののの方法及方法及方法及方法及びびびび内容内容内容内容    

   第１次試験及び第２次試験における筆記試験、面接試験はすべて日本語による出題・質問で、

それらに対する解答・応答もすべて日本語で行っていただきます。 
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千本杉交差点

至ＪＲ久留米

明治通り 国道３２２号

ＪＲ久留米大学前駅 至日田

朝妻

⇒ 久留米大学前

至八女 至信愛女学院

国

道

３

号

西鉄久留米

南筑高校

第第第第１１１１次試験会場次試験会場次試験会場次試験会場

久留米大学久留米大学久留米大学久留米大学
御井御井御井御井ｷｬﾝﾊｷｬﾝﾊｷｬﾝﾊｷｬﾝﾊ ﾟ゚゚゚ ｽｽｽｽ
(((( ﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾒﾃ ﾞ゙゙゙ ｨｱｾﾝﾀｰｨｱｾﾝﾀｰｨｱｾﾝﾀｰｨｱｾﾝﾀｰ))))

Ｎ

ⅩⅩⅩⅩ    給与及給与及給与及給与及びびびび勤務条件勤務条件勤務条件勤務条件    

種  類 内  容 

給料（月額） １４５，６００円 

諸手当 時間外勤務手当、休日勤務手当 

勤務時間 １日当たり７時間３０分の週４日勤務、又は６時間の週５日勤務（週３０時間） 

休日等 
原則、土曜日・日曜日（週４日勤務の場合は、これ以外に部局が定める日を１日週

休日とする）・祝日、年末年始 

休暇 年次有給休暇、特別有給休暇等があります。 

社会保険 全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金、雇用保険 

勤務地等 久留米市役所本庁その他総合支所などの出先機関等 

（１） 上記金額は給与改定により変更になることがあります。 

ⅩⅠⅩⅠⅩⅠⅩⅠ    受験申込受験申込受験申込受験申込みみみみ及及及及びおびおびおびお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 

〒〒〒〒８３０８３０８３０８３０――――８５２０８５２０８５２０８５２０        久留米市城南町久留米市城南町久留米市城南町久留米市城南町１５１５１５１５番地番地番地番地３３３３    久留米市総務部人事厚生課久留米市総務部人事厚生課久留米市総務部人事厚生課久留米市総務部人事厚生課    

【【【【電話電話電話電話】】】】０９４２０９４２０９４２０９４２－－－－３０３０３０３０－－－－９０５６９０５６９０５６９０５６・・・・９０５８９０５８９０５８９０５８（（（（直通直通直通直通））））    

    【【【【アドレスアドレスアドレスアドレス】】】】jinji@city.kurume.fukuoka.jpjinji@city.kurume.fukuoka.jpjinji@city.kurume.fukuoka.jpjinji@city.kurume.fukuoka.jp  

    第第第第１１１１次試験会場次試験会場次試験会場次試験会場（（（（久留米大学御井久留米大学御井久留米大学御井久留米大学御井キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス））））    案内図案内図案内図案内図        

 

このこのこのこの建物建物建物建物がががが    

会場会場会場会場ですですですです    

久留米大学久留米大学久留米大学久留米大学    御井御井御井御井キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス    

１．西鉄久留米駅から 

文化センター経由信愛女学院行き、御井町又は高良

内方面行きバスで朝妻朝妻朝妻朝妻バスバスバスバス停停停停下車。 

２．JR久留米駅から 

  久大本線の普通電車に乗車し、久留米大学前駅下

車。 

メディアセンターメディアセンターメディアセンターメディアセンター(800(800(800(800号館号館号館号館))))    

右記 学内地図の ⑬⑬⑬⑬    番 


