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１ 件   名    

令和３年度岡山市職員採用試験(大学卒業程度，免許資格職，就職氷河期世代)受験申

込状況及び実施内容の変更点等について 

    

２ 受験申込状況  裏面のとおり 

 

３ 実施内容の変更点 

新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止の観点等から，別紙「職員採用試験

（大学卒業程度，免許資格職）の変更点について」のとおり大学卒業程度，免許資格職

の試験を当初の計画から変更して実施します。 

 

４ 第１次試験（大学卒業程度（事務特別枠を除く），免許資格職）の実施について 

  (1)日時 令和３年６月２０日(日) 

       試験時間 午前９時２０分から午後５時１５分頃 

(試験区分によって異なります。) 

  (2)場所 ほっとプラザ大供（岡山市北区大供二丁目３－１６） ほか 

（試験区分によって異なります。） 

  (3)試験区分  

大学卒業程度 

・事務一般枠，社会福祉，農業土木，土木，造園，建築，機械，電気 

免許資格職 

・薬剤師，保健師，心理判定員，獣医師 

※大学卒業程度（事務特別枠）及び就職氷河期世代の第１次試験についてはテストセン

ター方式により現在実施中です。 

 

５ 第１次試験（大学卒業程度（事務特別枠を除く），免許資格職）の取材について 

＊ 取材は，ほっとプラザ大供の試験実施本部でお受けします。 

＊ 試験場内での写真撮影等の取材可能時間は，午前９時４５分から午前１０時５分ま

で（免許資格職）または午前１１時３５分から午前１１時５０分まで（事務一般枠）

とさせていただきます。 

＊ 当日は，ほっとプラザ大供に駐車場が用意できません。 

＊ 当日連絡先：試験実施本部 ほっとプラザ大供４階和室 

  ０８６－２３４－４３５９（当日のみ） 

＊ 当日の受験者数は６月２１日（月）に人事委員会のホームページに掲載予定です。 

資料提供年月日 令和３年６月８日 

問い合わせ先 

課 名 人事委員会事務局 

電 話 
直通 803-1554 

内線 4750，4751 

担 当 者 
職・氏名 

職・氏名 

任用担当課長 金居 

担当課長補佐 山崎 



○大学卒業程度

採用予定
人　　　員

申込者数
(人)

申込倍率
（倍）

受験者数
(人)

受験率
(%)

319 6.4 338 8.9 193 57.1

(142) (122) (62)

318 22.7 339 33.9 288 85.0

(141) (147) (126)

22 11.0 18 9.0 14 77.8

(14) (9) (7)

3 1.5 7 2.3 4 57.1

(1) (1) (0)

24 1.7 16 1.8 11 68.8

(3) (1) (0)

4 2.0 2 2.0 1 50.0

(2) (2) (1)

16 5.3 13 3.3 11 84.6

(2) (1) (1)

9 4.5 17 5.7 13 76.5

(0) (0) (0)

9 1.8 12 3.0 7 58.3

(0) (0) (0)

21 21.0 13 61.9

(7) (4)

6 6.0 4 66.7

(2) (1)

724 7.7 789 10.4 559 70.8

(305) (292) (202)

○免許資格職

4 － 4 － 4 100.0

(3) (2) (2)

32 3.2 30 3.0 28 93.3

(31) (28) (26)

22 －

(14)

6 － 4 － 2 50.0

(4) (1) (0)

○就職氷河期世代

592 98.7 1,465 244.2 1,072 73.2

(259) (612) (458)

 (  )は女性の内数

造    園

令和3年度岡山市職員採用試験【大学卒業程度，免許資格職】，【就職氷河期世代】受験申込状況

試験区分
採用予定
人　　　員

申込者数
(人)

申込倍率
（倍）

2人程度

社会福祉 2人程度 2人程度

土　　木 14人程度 9人程度

3人程度

〔参考〕前回実施（令和2年度）実績

機　　械 2人程度 3人程度

事務一般枠 50人程度 38人程度

事務特別枠 14人程度 10人程度

農業土木

電　　気 5人程度 4人程度

化学 1人程度

2人程度 1人程度

建　　築 3人程度 4人程度

10人程度

農芸化学・
水産・畜産

計 94人程度 76人程度

1人程度

10人程度

若干名

獣　医　師 若干名 若干名

心理判定員

若干名

保　健　師

事務 6人程度 6人程度

若干名

薬   剤  師



職員採用試験（大学卒業程度，免許資格職）の変更点について 

 
１ 受付時間及び終了時間 

下記試験区分の受付時間及び終了時間を変更します。 
試験実施予定日：令和 3 年 6 月 20 日（日）【変更なし】 

試験区分 変更前 変更後 

農業土木(D),土木(E), 
造園(F),建築(G), 
機械(H),電気(I) 

受付時間： 
 午後 1 時〜1 時 20 分 
終了時間： 
 午後 3 時 40 分頃 

受付時間： 

 午後 2 時 35 分～2 時 55 分 

終了時間： 

 午後 5 時 15 分頃 

  ※上記以外の試験区分について受付時間及び終了時間の変更はありません。 
 
２ 試験の方法・内容 

 下記試験区分の口述試験の内容を変更します。 
＜変更前＞ 

試験区分 試験の方法・配点 試験の内容・出題分野 
事務一般枠(A),事務特別枠(B), 
社会福祉(C),農業土木(D), 
土木(E),造園(F),建築(G), 
機械(H),電気(I) 

第 3 次試験 
口述試験 

（600 点） 
個別面接， 
集団討論 

主として人物，識
見，職務適性，対
人関係能力等を
評価します。 薬剤師(J),保健師(K), 

心理判定員(L) 
第 2 次試験 

＜変更後＞ 

試験区分 試験の方法・配点 試験の内容・出題分野 

事務一般枠(A),事務特別枠(B), 

社会福祉(C),農業土木(D), 

土木(E),造園(F),建築(G), 

機械(H),電気(I) 

第 3 次試験 
口述試験 

（600 点） 
個別面接 

主として人物，識

見，職務適性，対

人関係能力等を

評価します。 薬剤師(J),保健師(K), 

心理判定員(L) 
第 2 次試験 

 ※口述試験で予定していた，「集団討論」は実施しません。 


