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《①大学卒程度 前期試験》
◦職種・採用予定人員
行政事務３人程度、司書１人程度、学芸員１人程度
◦資格
▷行政事務
昭和59年４月２日から平成９年４月１日までに生
まれた方。
▷司書
昭和59年４月２日から平成９年４月１日までに生
まれた方で、司書資格を有する方または平成31年
３月末日までに同資格を取得する見込みの方。
▷学芸員
昭和59年４月２日以降に生まれた方で、学芸員の資
格を有しており、次のいずれかの要件に該当する方。
①大学において民俗学を専攻し卒業した方で、平成
30年３月末日現在、学芸員としての職務経験（正
職員の期間に限る）を２年以上有する方。
②大学および大学院において民俗学を専攻し、大学
院を修了した方または平成31年３月末日までに
修了見込みの方。
◦第一次試験日 ６月24日㈰
◦申込受付期間 ５月７日㈪～６月４日㈪
※申込用紙は５月２日㈬から配付します。
《②身体障がい者対象》
◦職種・採用予定人員 行政事務１人程度
◦資格
昭和59年４月２日から平成13年４月１日までに生ま
れた方で、身体障がい者手帳の交付を受けており、
自力の通勤および介助なしの職務遂行が可能で、活
字印刷の出題および独力で口述試験に対応できる方。
◦第一次試験日 ９月16日㈰
◦申込受付期間 ７月26日㈭～８月17日㈮
※申込用紙は７月25日㈬から配付します。
《③高校卒程度》
◦職種・採用予定人員 行政事務１人程度
◦資格
平成９年４月２日から平成13年４月１日までに生
まれた方。
◦第一次試験日・申込受付期間
《②身体障がい者対象》と同じ

《④資格免許職》
◦職種・採用予定人員
幼稚園教諭および保育士７人程度、保健師２人程度
◦資格
▷幼稚園教諭および保育士
昭和59年４月２日以降に生まれた方で、幼稚園教
諭免許および保育士資格を有する方または平成31
年３月末日までに同免許および資格を取得する見込
みの方。
▷保健師
昭和59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平成31年３月末日までに同免
許を取得する見込みの方。
◦第一次試験日・申込受付期間
《②身体障がい者対象》と同じ
《⑤大学卒程度 後期試験および民間企業等職務経験者》
◦職種・採用予定人員 行政事務２人程度
◦資格
▷大学卒程度 《①同前期試験》と同じ。
▷民間企業等職務経験者
昭和54年４月２日以降に生まれた方で、平成30年
３月末日現在、民間企業等における職務経験を５年
以上有する方。
※職務経験には、会社員・公務員・団体職員・自営
業者・パートタイマー等として、週30時間以上
の勤務を１年以上継続して就業していた期間が該
当します。
※職務経験が複数ある場合は通算することができま
す。ただし、同一期間内に複数の職務に従事して
いた場合は、いずれか一つの職歴に限ります。
◦第一次試験日 10月14日㈰
◦申込受付期間 ８月24日㈮～９月13日㈭
※申込用紙は８月23日㈭から配付します。
《その他》
※複数の試験を重複して申し込むことはできません。
受験資格を確認のうえ、いずれか一つの試験に申し
込んでください。
※受験案内および申込用紙は、本庁舎総務課・各庁舎
地域振興課で配付します。試験方法など詳しくは、
受験案内をご覧ください。
※郵送での申し込みは、当日消印有効です。
※第二次試験は第一次試験の合格者を対象に実施しま
す。日時および会場は別途通知します。
※本年度の全試験日程や受験資格の詳細
は、市ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
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