
令和４年度
半田市職員採用候補者試験実施要項 

【 Ａ日程（ＨＲ試験） 】 
事務職、事務職(障がい者)、土木技術職、建築技術職、保健師 

「ＨＲ試験」は、半田市独自の試験制度で、人材や人的資源を意味する「Human Resource」
の頭文字から命名しました。 
『チャレンジあふれる都市・はんだ』に相応しい「自ら考え、行動できる」人材を採用するため、多くの
自治体で採用されている公務員特有の筆記試験を廃し、受験者の個性や目的意識などを総合的
に評価する試験を実施します。

Ⅰ．募集の概要 

１．採用予定日   令和５年４月１日 
２．職種・受験資格・採用予定人数 

職 種 採用予定 
人数 受 験 資 格 

一
般
試
験

事務職 9 名程度 平成７年４月２日以降に生まれた方で、大学院・大学・短期大学
（※）を卒業または令和５年３月までに卒業見込みの方

事務職 

（障がい者）
1名程度

次のいずれにも該当する方 
①昭和 62年４月２日以降に生まれた方で、大学院･大学･短期
大学（※）を卒業または令和５年３月までに卒業見込みの方 
②身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳または療育手
帳の交付を受けている方 

土木技術職 1 名程度
平成７年４月２日以降に生まれた方で、土木系の学科を履修し、
大学院・大学・短期大学※を卒業または令和５年３月までに卒業見
込みの方

建築技術職 1 名程度
平成７年４月２日以降に生まれた方で、建築系の学科を履修し、
大学院・大学・短期大学※を卒業または令和５年３月までに卒業見
込みの方

保健師 1 名程度 昭和62年４月２日以降に生まれた方で、保健師免許を有する方
または令和５年３月までに取得見込みの方 

※ 短期大学には、学校教育法による高等専門学校及び専修学校（専門課程のうち、修学年限が２年以上
かつ 1,600 時間以上の授業の履修を義務付けているものに限る。）を含みます。 

【 備 考 】 
○地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当する方は受験できません。 
○他の試験日程との併願はできません。異なる職種の併願はできません。
○受験資格となる学歴・資格要件において、採用日前日までに要件を満たさないときは、採用を取り消し
ます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、試験内容及び日程を変更する場合があります。
変更は、ＨＰでお知らせします。 



Ⅱ．日程 

申込期間 第１次試験 第２次試験 第３次試験 

令和 4年

4/6(水)～12(火) 

令和 4年

5/10(火)～12(木) 

令和 4年

5/24(火)～27(金) 

令和 4年

6/25(土)～26(日) 

Ⅲ．申込方法（郵送）

申込期間
令和 4年 4月 6日（水）～令和4年 4月 12日（火） 

※4月 12日（火）までの消印有効（消印なしは無効） 

提出書類 

≪全職種共通≫

(1)半田市職員採用候補者試験申込書（※） 

 （上半身、脱帽、正面の縦４㌢×横３㌢の写真を貼付） 

(2)自己紹介書（※） 

※「申込書・自己紹介書」は、ホームページからダウンロードできます。 
≪事務職（障がい者）≫

(3)身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の写し 

申込方法

郵送のみ（郵送先は次のとおりです。） 

 〒475-8666 

愛知県半田市東洋町 2-1 半田市役所 企画部人事課 人事給与担当 行

・封筒に朱書きで「職員採用試験申込書」と記載していただくとともに、簡易書留など

確実な方法で送付してください。 

その他
・提出書類に不備がある場合は受付できません。 

・受験の際に車いす使用等配慮が必要な場合は、事前にお申し出ください。 

受験票 

の送付 

・申込書の連絡先に受験票を郵送します（4/19（火）発送予定）。4/22
（金）までに届かない場合は人事課までお問い合わせください。

Ⅳ．試験方法 

試  験 試験科目 内  容

○第１次試験 
5/10(火)～5/12(木)のうち 
指定する日時 

集団面接 人物についての集団面接による試験 

○第２次試験 
5/24(火)～5/27(金)のうち 
指定する日時 

基礎能力検査 言語的理解、論理的思考、数量的処理等
の能力検査

適性検査 クレペリン検査



試  験 試験科目 内  容

○第２次試験 
5/24(火)～5/27(金)のうち 
指定する日時 

個人面接 人物についての個別面接による試験

集団討論 与えられたテーマに対して、少人数グループで
討議（テーマは当日会場にて指定） 

○第３次試験 
 6/25(土)～6/26(日)のうち 
 指定する日時 

個人面接 人物についての個別面接による試験

※ 試験日時等は、応募者数その他の事情により変更する場合があります。

結果発表  
試験の結果は、半田市ホームページに合格者の受験番号を掲載することにより発表します。掲載する日時は、各
試験実施時にお知らせします。電話等による合否の問い合わせにはお答えできません。 

Ⅴ．給与（令和4年 4月 1日現在） 

区 分 学 歴 初任給※（地域手当を含む） 

事 務 職 
土木技術職 
建築技術職 

大学院卒 ２１３，２７２円 

大 学 卒 ２００，０２２円 

短 大 卒 １７９，０３４円 

保 健 師 
大 学 卒 ２２８，１１２円 

短大３卒 ２２２，３８８円 
※初任給については、民間企業等での実務経験も考慮して決定されますので、この限りではありません。
・ 給与制度の改正等により、給料月額を変更することがあります。
・ この他に、住居手当、通勤手当、扶養手当、超過勤務手当及び期末・勤勉手当等の諸手当が要件に応じ
て支給されます。 

・ 試験日程が異なる場合も、初任給決定方法は変わりません。 

【参考】Ｂ日程・Ｃ日程の実施予定 

日 程 職種・試験区分 受 験 資 格 

Ｂ日程（一般試験） 
【受付】 
6/7 (火)～6/13(月) 

【第１次試験】 
7/7(木)～7/10(日) 
【第２次試験】 
8/4(木)～8/7(日) 
【第３次試験※幼児教育士を除く】
9/3(土)～9/4(日) 

事務職 
平成７年４月２日以降に生まれた方で、大学
院・大学・短期大学を卒業または令和５年３
月までに卒業見込みの方 

事務職 
（障がい者）

次のいずれにも該当する方 
①昭和 62 年４月２日以降に生まれた方で、
大学院・大学・短期大学を卒業または令和５
年３月までに卒業見込みの方 
②身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福
祉手帳または療育手帳の交付を受けている方 

土木技術職 
平成７年４月２日以降に生まれた方で、土木
系の学科を履修し、大学院・大学・短期大学を
卒業または令和５年３月までに卒業見込みの
方 



日 程 職種・試験区分 受 験 資 格 

Ｂ日程（一般試験） 
【受付】 
6/7 (火)～6/13(月) 
【第１次試験】 
7/7(木)～7/10(日) 
【第２次試験】 
8/4(木)～8/7(日) 
【第３次試験※幼児教育士のみ】 
8/27(土) 
【第３次試験※幼児教育士を除く】 
9/3(土)～9/4(日)

建築技術職 
平成７年４月２日以降に生まれた方で、建築
系の学科を履修し、大学院・大学・短期大学を
卒業または令和５年３月までに卒業見込みの
方 

保健師 
昭和 62 年４月２日以降に生まれた方で、保
健師免許を有する方または令和５年３月まで
に取得見込みの方 

幼児教育士 
昭和 47 年４月２日以降に生まれた方で、保
育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を取得
または令和５年３月までに取得見込みの方 

幼児教育士 
（経験者） 

昭和 47 年４月２日以降に生まれた方で、保
育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を取得
し、保育士または幼稚園教諭の実務経験が５
年以上ある方 

Ｂ日程（民間企業等経験者）
【受付】 
6/15(水)～6/30(木) 
【第１次試験】 
8/4(木)～8/6(土) 
【第２次試験】 
9/3(土)～9/4(日) 

事務職 
（民間企業等経験者）

昭和 47年４月２日以降に生まれた方で、民
間企業等における実務経験が５年以上ある方

土木技術職 
（民間企業等経験者）

昭和 47年４月２日以降に生まれた方で、民
間企業等における実務経験が３年以上ある方

建築技術職 
（民間企業等経験者）

昭和 47年４月２日以降に生まれた方で、民
間企業等における実務経験が３年以上あり、
１級建築士もしくは１級建築施工管理技士の
資格を有する方 

学芸員 
（民間企業等経験者）

次のいずれにも該当する方 
①昭和 47 年４月２日以降に生まれた方で、 
学芸員資格を有する方 
②博物館等において歴史・民俗資料の調査研
究・展示などの実務経験が 3年以上ある方 

Ｃ日程（高校卒） 
【受付】 
8/2(火)～8/16(火) 
【第１次試験】 
9/17(土)～9/18(日) 
【第２次試験】 
10/17(月) 

事務職・土木技術職 
（高校卒）

平成 15 年４月２日以降に生まれた方で、高
校を令和５年３月に卒業見込みの方 

事務職 
（障がい者） 
（高校卒） 

次のいずれにも該当する方
①昭和 62 年４月２日以降に生まれた方で、
高校以上の学校を卒業または令和５年３
月までに卒業見込みの方 
②身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福
祉手帳または療育手帳の交付を受けている
方 

○上記の日程・内容は、変更することがあります。 
○Ｂ日程・Ｃ日程の募集職種や受験資格、募集人数、試験内容などの詳細は、別途実施要項でお知らせしま
す。（令和4年 6月公表予定） 
○他の試験日程との併願はできません。異なる職種の併願はできません。 

半田市企画部人事課 
〒475-8666 愛知県半田市東洋町２丁目１番地（半田市役所４階）
ＴＥＬ (0569) 84-0607（ダイヤルイン）  ＦＡＸ （0569）25-2180
ＵＲＬ https://www.city.handa.lg.jp/jinji/shise/jinjisaiyo/saiyo/saiyou.html
Ｅ-mail jinji@city.handa.lg.jp


