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 佐賀県職員の任用に関する規則（昭和 44 年佐賀県人事委員会規則第６号）第

６条の規定により、平成 23 年度佐賀県職員・任期付職員採用試験（短期大学卒

業程度及び高等学校卒業程度）を次のとおり行います。 

  平成 23 年７月 15 日 

               佐賀県人事委員会 

                 委員長  馬  場  昌  平    

１ 試験の区分及び採用予定者数 

  次の試験区分のいずれかについて受験することができます。 

 (1) 短期大学卒業程度 

   学校栄養職員（２人）、生活指導員（任期付職員）（17 人） 

 (2) 高等学校卒業程度 

   行政（10 人）、警察事務（６人）、電気（１人）、総合土木（４人）、林業

（１人） 

２ 受験資格 

 (1) 短期大学卒業程度 

   次の要件をいずれも満たす者とします。 

  ア 昭和 59 年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた者（生活指導

員については、平成４年４月１日までに生まれた者） 

  イ 学校栄養職員は、栄養士の免許取得者又は平成 24 年３月 31 日までに

免許取得見込みの者 

 (2) 高等学校卒業程度 

   平成２年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた者。ただし、学

校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学（短期大学を除く。）を

卒業又は平成 24 年３月 31 日までに卒業見込みの者（人事委員会が同等の

資格があると認める者を含む。）を除きます。 
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 (3) 次のいずれかに該当する者は、受験することができません。 

  ア 日本国籍を有しない者（短期大学卒業程度を受験する場合を除く。） 

  イ 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条各号に該当する者（準

禁治産者を含む。） 

３ 第１次試験 

 (1) 試験の実施日及び試験地 

   平成 23 年９月 25 日（日曜日） 佐賀大学本庄キャンパス（佐賀県佐賀

市本庄町大字本庄１番地） 

 (2) 試験科目及び内容 

試験科目及び内容は次の表のとおりとし、教養試験及び専門試験の出題

分野は別表のとおりとします。 

試験科目 内   容 

教養試験 

（全試験区分） 
五枝択一式問題 50 問による筆記試験 

短
期
大
学
卒
業
程
度 

専門試験 

（全試験区分） 
五枝択一式問題 40 問による筆記試験 

教養試験 

（全試験区分） 
五枝択一式問題 50 問による筆記試験 

適性試験 

（行政又は警察事務）
五枝択一式問題 120 問による筆記試験 

高
等
学
校
卒
業
程
度 

専門試験 

（電気、総合土木又は

林業） 

五枝択一式問題 40 問による筆記試験 

 (3) 第１次試験合格者発表 

   平成 23 年 10 月７日（金曜日）に、佐賀県庁の掲示板及び佐賀県ホーム
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ページ（http://www.pref.saga.lg.jp/）に合格者の受験番号を掲示する

ほか、合格者にのみ文書で通知します。 

４ 第２次試験 

 (1) 試験の実施日及び試験地 

   平成 23 年 10 月中旬～下旬 佐賀市（予定）  

   第１次試験合格者にのみ文書で通知します。 

 (2) 試験科目 

  ア 短期大学卒業程度 

    論文試験、面接試験、適性検査及び身体検査 

  イ 高等学校卒業程度 

    作文試験、面接試験、適性検査及び身体検査 

５ 最終合格者発表 

  平成 23 年 11 月上旬に、佐賀県庁の掲示板及び佐賀県ホームページに合格

者の受験番号を掲示するほか、合格者にのみ文書で通知します。 

６ 採用候補者名簿及び採用方法 

  試験区分ごとに採用候補者名簿を作成し、最終合格者の氏名を高点順に登

載します。 

  採用は、これらの名簿を任命権者に提示し、その中から任命権者が行いま

す。 

採用候補者名簿には採用予定者数より多く登載しますので、最終合格して

も、採用が遅れることや、採用されない場合があります。 

７ 試験案内及び受験申込書の配布 

 (1) ホームページからダウンロードする方法 

   佐賀県ホームページから様式をダウンロードし、所定の用紙に印刷して

使用してください。 
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 (2) 配布場所 

   佐賀県人事委員会事務局 

   さが元気ひろば 

   佐賀県税事務所 

   唐津県税事務所 

   武雄県税事務所 

   産業技術学院 

   鳥栖農林事務所 

   伊万里農林事務所 

   鹿島農林事務所 

   神埼土木事務所 

   首都圏営業本部 

   関西・中京営業本部 

 (3) 郵送による請求方法 

   封筒の表に「短大卒（又は高卒）程度請求」と朱書きし、140 円切手を

貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号封筒（縦 33.2 センチメートル横

24 センチメートル程度））を必ず同封し、佐賀県人事委員会事務局に請求

してください。 

８ 受験申込みの方法 

 (1) インターネット申込みの場合（推奨） 

   佐賀県ホームページの申請・届出メニューから直接所定の事項を入力し

てください。 

 (2) 持参又は郵送の場合 

   提出先 佐賀県人事委員会事務局 

   受験申込書に所定の事項を記入し、受験票送付用の 80 円切手を貼り付け
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て提出してください。 

   なお、郵送の場合は、必ず簡易書留郵便で送ってください。 

９ 申込みの受付期間 

 (1) インターネット申込みの場合 

   平成 23 年８月５日（金曜日）午前９時から同年８月 26 日（金曜日）午

後５時までに受信したものを受け付けます。 

 (2) 持参の場合 

   平成 23 年８月５日（金曜日）から同年８月 26 日（金曜日）までの午前

８時 30 分から午後５時までの間に受け付けます。ただし、土曜日及び日

曜日は除きます。 

 (3) 郵送の場合 

   平成 23 年８月５日（金曜日）から受け付け、同年８月 26 日（金曜日）

の消印のあるものまで有効とします。 

10 問い合わせ先 

  佐賀県人事委員会事務局 

  郵便番号 840-8570 

  佐賀県佐賀市城内一丁目１番 59 号 

  電話番号 0952-25-7295 
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別表 

教養試験出題分野一覧表 

１ 短期大学卒業程度 

試験区分 出題予定分野 

全試験区分 

社会科学（法律、政治、経済、社会一般、人権等）、人文科

学（日本史、世界史、地理、思想・哲学、文学・芸術等）、

自然科学（数学、物理、化学、生物、地学等）、文章理解（英

文を含む。）、判断推理、数的推理、資料解釈等 

 

２ 高等学校卒業程度 

試験区分 出題予定分野 

全試験区分 

社会科学（法律、政治、経済、社会一般、人権等）、人文科

学（日本史、世界史、地理、国語、文学・芸術等）、自然科

学（数学、物理、化学、生物、地学等）、文章理解（英文を

含む。）、判断推理、数的推理、資料解釈等 

 

専門試験出題分野一覧表 

１ 短期大学卒業程度 

試験区分 出題予定分野 

学校栄養職員 
公衆衛生、栄養・臨床栄養、食品・食品衛生、給食管理・

調理、栄養指導・教育等 

生活指導員 心理学、社会学、社会福祉、精神保健等 
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２ 高等学校卒業程度 

試験区分 出題予定分野 

電気 
数学・物理・情報技術基礎、電気基礎、電気機器・電力技

術、電子技術・電子回路、電子情報技術、電子計測制御等 

総合土木 

数学・物理・情報技術基礎、土木構造設計、構造力学、水

理学、土質力学、測量、社会基盤工学、土木施工、農業土

木設計、農業土木施工、環境科学基礎、農業情報処理等 

林業 森林経営、森林科学、測量、林産加工等 

 


