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令和３（2021）年度 

栃木県産休・育休代替職員等任用候補者登録試験 

 

受 験 案 内 
 

 

 

 

栃木県では、職員の出産休暇や育児休業などの間、代替職員として本庁や出先機関で勤務していただ

く方の登録試験を実施します。 

この登録試験の合格者は、「産休・育休代替職員等任用候補者名簿」に登録され、職員の育児休業など

の際に、勤務希望地や勤務期間等の条件が一致した場合に勤務していただきます。 

 

 学歴不問で、年齢制限もありません。登録のための試験ですので、お気軽に受験ください。また、新

型コロナウイルス感染症による雇用情勢の悪化の影響を受けた方々の御応募もお待ちしています。 

 

 登録期間     令和３（2021）年11月４日から令和７（2025）年11月３日までの４年間 

 登録予定人数   60名程度 

 

 

 

◎ 第一次試験  ９月19日（日） 栃木県庁研修館 

◎ 受付期間   ８月２日（月）～９月10日（金） 消印有効 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県経営管理部人事課 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、第一次試験及び第二次試験とも試験当日の事前の検温

及びマスクの着用をお願いします。 

 なお、今後の感染拡大の状況によっては、試験日、試験会場、試験方法等を変更する場合がありま

す。 

 この場合には、栃木県人事課のホームページ等に掲載しますので、適宜、御確認ください。 
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１ 職種、登録予定人数、主な勤務場所 

職種 登録予定人数 主な勤務場所 

行政 60名程度 

知事部局・教育委員会事務局・企業局等の本庁各課室、出先機関に

おいて一般行政事務に従事します。 

※ 一般職員と同様の業務（事業の企画・実施、各種許認可、徴税

や用地買収等の対外折衝、庶務・経理など）に従事します。 

※ パソコンを活用して、文書やグラフ等の作成も行います。 

 

２ 受験資格 

(1) 年齢、学歴は問いません。 

(2) 次の各号のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 日本の国籍を有しない人 

② 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人 

③ 栃木県職員として（小中学校事務職員にあっては、栃木県教育委員会により）懲戒免職の処分を受

け、当該処分の日から２年を経過しない人 

④ 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 

 

３ 試験の日時、場所及び合格発表 

区分 日時 場所 合格発表 

第一次試験 

９月19日（日） 

 受付    9:00 ～  9:25 

 説明    9:30 ～ 10:00 

 教養試験 10:00 ～ 12:00 

栃木県庁研修館 

（宇都宮市塙田1-1-20） 

10月１日（金）午前11時 

第二次試験 10月17日（日） 11月４日（木）午前11時 

※ 合格発表は、合格者の受験番号を栃木県庁屋外掲示場及び県ホームページに掲載して行います。 

  併せて、第一次試験については合格者に通知し、第二次試験については受験者に合否を通知します。 

 

４ 試験の内容 

区分 種目 配点 内容 

第一次試験 教養試験 100点 

公務員として必要な一般的知識及び知能について、択一式に

よる筆記試験を行います。 

出題分野：社会科学、人文科学、自然科学、文章理解（英文

を含む。）、判断推理、数的推理、資料解釈 

（高卒程度50題出題） 

第二次試験 

作文試験 50点 
公務員として必要な表現力等について、記述式による試験を

行います。（60分：800字程度） 

口述試験 150点 
主として人物について、個別面接による試験を行います。 

（約20分） 

※１ 第一次試験では、合格基準を定めており、この基準に達しない場合は不合格となります。 

※２ 次の各号のいずれかに該当する人は、第一次試験の受験を免除します。 

① 平成29（2017）年度の栃木県産休・育休代替職員等任用候補者登録試験に合格し、かつ、代替職員

等として勤務した実績のある人 

② 令和３（2021）年度に行われた「栃木県職員（大学卒業程度）採用試験（職種不問。行政（特別枠）

を含む。）」、「小中学校事務職員（大学卒業程度）採用試験」、「栃木県職員（資格・免許職）採用試験
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（職種不問）」、「栃木県職員採用選考考査（職種不問）」の第一次試験合格者 

※３ 最終合格者は、第二次試験の得点の高い順に決定しますが、作文試験及び口述試験ではそれぞれ合格

基準を定めており、この基準に達しない場合は、他の試験の得点にかかわらず不合格となります。 

 

５ 合格から任用まで（任用期間等について） 

(1) 合格者は、成績順に「産休・育休代替職員等任用候補者名簿」に登録され、勤務希望地や勤務期間等

の条件が一致した方を任用します。 

(2) 登録期間は、令和３（2021）年11月４日から令和７（2025）年11月３日までの４年間です。 

(3) 職員の育児休業等の状況や勤務希望地などによっては、登録期間内に、一度も任用の機会がなかった

り、一度任用されたあとに再度任用されたりする場合があります。 

(4) 令和元（2019）年度の登録試験合格者の登録期間が令和５（2023）年11月５日まで、令和２（2020）

年度の登録試験合格者の登録期間が令和６（2024）年11月３日までとなっており、これらの方を順に

任用しているため、今後の職員の育児休業等の状況によっては、登録から実際の任用までに一定の時

間を要する可能性があります。 

(5) 任用後、育児休業中の職員が当初の予定より早く復職する場合は、当初の任用期間より早く退職とな

ることがあります。反対に、職員が当初の予定より長く休業することになった場合は、任用期間が延

長されることがあります。 

 【任用までの流れ】 

 

         合格                     勤務希望地等の 

                    合格          条件が一致 

 

         免除 

         （一部※） 

    ※令和３（2021）年度に行われた「栃木県職員（大学卒業程度）採用試験」等の第一次試験合格者 

 

６ 勤務条件等（令和３（2021）年４月１日現在） 

(1) 給料（月額の一例） 

154,900円（高校卒） 

   182,200円（大学卒） 

 学歴、職歴等に応じ加算措置があります。 

 このほか、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当、住居手当、扶養手当等がそれぞれの条件に

よって支給されます。 

 地方公務員等共済組合法に定める組合員となり、短期給付事業（医療保険）、長期給付事業（年金）、

福祉事業（健康診査等）が適用されます。その他、雇用保険に加入します。 

 昇給、昇格はありません。 

(2) 勤務については、原則として月曜日から金曜日までの週５日、１日７時間45分（8:30～17:15）です。

なお、業務の状況に応じて、超過勤務もあり得ます。 

(3) 休暇は、任用予定期間に応じて年間最大20日の年次休暇、疾病等の場合に与えられる傷病休暇、忌引

休暇、夏季休暇等があります。 

(4) 任用期間中は、営利企業等の従事制限や守秘義務など地方公務員法の服務に関する規定が適用されま

す。 

 

  

第一次 

試 験 

第二次 

試 験 

候補者 

名簿登録 

（４年間） 

任用 

内定 
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７ 受験手続 

(1) 受験申込みの方法 

提出書類 

① 受験申込書 

② 受験票 

 必要事項を黒又は青インクで記入してください。 

 受験票の裏面に必ず63円切手を貼ってください（持参の場合にも必要です。）。 

 栃木県ホームページから受験票をダウンロードして使用する場合は、Ａ４サイズの

用紙に印刷し、切り離して郵便はがき（63円）の裏面に貼り、表面には住所及び氏

名を記入してください。 

 申込みの際は受験票に写真を貼らずに提出ください。 

提 出 先 

栃木県経営管理部人事課行政管理担当（栃木県庁本館10階） 

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20  ☎028-623-2039（直通） 

 郵送又は持参により提出ください。 

 郵送する際は、受験申込書及び受験票を封筒に入れ、表に「産休・育休代替職員等

試験申込」と朱書きしてください。 

 申込書及び受験票は信書に該当しますので、「郵送」は日本郵便株式会社による信書

の送達に限ります。 

 なお、普通郵便による郵送で事故が発生した場合の責任は負いかねますので、簡易

書留郵便等の方法でお申し込みください。 

受付期間 

８月２日（月）～９月10日（金） 消印有効 

 受付時間は、月曜日から金曜日までの９時00分から17時15分までです。 

 受付期間前及び受付期間経過後の申込みは、一切受け付けません。 

 第一次試験の受験が免除される方も、必ず上記の受付期間中に申込みを行ってくだ

さい。 

受験票の 

発  送 

受験票は、受験申込書の記載事項を確認でき次第、順次返送します。 

 ９月15日（水）までに受験票が返送されない場合は、栃木県経営管理部人事課に電

話でお問い合わせください。 

 受験票が返送されたら写真を貼って、第一次試験（第一次試験が免除となる方は第

二次試験）当日に持参してください。 

(2) 注意事項 

試験当日に 

持参するもの 

① 受験票 

※ 写真（試験日前３か月以内に撮影。上半身無帽、正面、無背景。カラー、白黒い 

  ずれでも可。縦4.5㎝、横3.5㎝程度の大きさ。）を貼ってください。 

② 鉛筆（ＨＢ以上の濃いもの） 

③ 消しゴム 

④ 時計（計時機能のみ。スマートフォンや腕時計型端末は時計として使用不可。） 

そ の 他 

 試験当日は、会場受付にて受験票を提示し、係員の指示に従ってください。 

 受験番号は、第一次試験当日到着順に指定します。 

（第一次試験の受験が免除となる方は、別途指定します。） 

 試験会場には駐車場がありませんので、公共交通機関によりお越しください。 
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８ 試験結果の簡易開示 

  試験の結果については、口頭で開示を請求することができます。開示を希望する場合は、受験者本人が、

顔写真付き身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証等）を持参して、土・日・祝日を除く９時00分

から17時15分までの間に次の開示場所にお越しください。電話、はがき等による開示請求はできません（棄

権者は開示請求できません。）。 

開示できる人 開示期間 開示する内容 開示場所 

第一次試験不合格者 

10月１日（金） 

～ 

11月１日（月） 

得点及び順位 

栃木県経営管理部 

人事課 

第二次試験受験者 

11月４日（木） 

～ 

12月６日（月） 

第１次試験の得点 

第２次試験の種目別得点及び順位 

 

９ その他 

(1) 産休・育休代替職員等への任用は、一般職員（任期の定めのない職員）への採用とは無関係であり、

一般職員採用の際に優先されるものではありません。 

(2) 募集に関して収集した個人情報については、任用手続に関すること以外には利用しません。 

(3) 令和元（2019）年度の登録試験合格者、令和２（2020）年度の登録試験合格者については、登録期間

がそれぞれ令和５（2023）年11月５日まで、令和６（2024）年11月３日までとなっていますので、今

回の登録試験の受験は不要です。 

 

（新型コロナウイルス感染症への対応） 

  感染拡大防止のため、受験される方は以下の点に留意してください。 

 ・次に該当する方は他の受験者への感染のおそれがあるため、受験を控えるようお願いします。 

① 新型コロナウイルス感染症などに罹患し治癒していない方 

② 保健所から「濃厚接触者」として自宅待機を要請されている方 

③ 試験当日までに発熱や咳、風邪症状が続いている方 

・当日はマスクを必ず着用し、試験会場内での私語は控えるようお願いします。 

・当日、試験会場にアルコール手指消毒薬を設置しますので、御使用ください。 

 なお、携帯型手指消毒用アルコールをお持ちの方は、持参しても差し支えありません。 

 また、休憩時間中は、適宜、手洗いをするなど、感染症対策に御協力をお願いします。 

・試験室は換気のため、試験中も適宜、窓やドアを開けます。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。 
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（注）試験会場には駐車場がありませんので、公共交通機関によりお越しください。 

 

試験会場へのアクセス 

・ＪＲ宇都宮駅西口バスターミナル 

 乗り場番号[1][2][6][7][11][12][13]発のバスにて「県庁前」下車（徒歩８分） 

 乗り場番号[38]発のバスにて「栃木県庁舎前」下車（徒歩２分） 

・ＪＲ宇都宮駅より徒歩30分 

・東武宇都宮駅より徒歩15分 

 

 

 

【問い合わせ先】 

栃木県経営管理部人事課行政管理担当（栃木県庁本館10階） 

☎028-623-2039（直通） 

 

試験会場 


