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令和４年度採用（令和４年４月１日以降）
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《①大学卒程度》
◦職種・採用予定人員
行政事務３人程度、建築１人程度、土木２人程度、
埋蔵文化財専門職員１人程度
◦資格
▷行政事務・建築・土木
昭和62年４月２日から平成12年４月１日までに生
まれた方。
▷埋蔵文化財専門職員
昭和62年４月２日以降に生まれた方で、次のAから
Cのいずれにも該当する方。
A学校教育法による大学（大学院を含む）において考
古学を専攻し、当該大学を卒業（修了）した方または
令和４年３月末日までに卒業（修了）する見込みの方。
B博物館法による学芸員の資格を有する方または令和
４年３月末日までに同資格を取得する見込みの方。
C埋蔵文化財の発掘調査経験（大学における実習を含
む）および発掘調査報告書等の執筆経験（卒業論文
を含む）を有する方または令和４年３月末日までに
それらを満たす見込みの方。
◦第一次試験日 ６月20日㈰
◦申込受付期間 ５月10日㈪～５月31日㈪
※申込用紙は５月７日㈮から配布します。
《②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62年４月２日から平成16年４月１日までに生ま
れた方で、次のいずれかに該当する方。
◇身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳
の交付を受けている方。
◇都道府県知事または政令指定都市市長が発行する療
育手帳の交付を受けている方。
◇知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉
センター、障害者職業センター、精神保健指定医に
より知的障害者であると判定された方。
◇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条
に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
る方。
◦第一次試験日 ９月19日㈰
◦申込受付期間 ７月27日㈫～８月18日㈬
※申込用紙は７月26日㈪から配布します。
《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12年４月２日から平成16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２人程度、保健師２人程度
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◦資格
昭和62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、保健師免許を有する
方または令和４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。
◦第一次試験日・申込受付期間
《②障がい者対象》と同じ
《⑤民間企業等職務経験者》
◦職種・採用予定人員 行政事務１人程度
◦資格
昭和57年４月２日以降に生まれた方で、令和３年
７月末日時点において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・パートタイマーなど、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。
※連続して１か月を超えて職務に従事していない期間
（産前産後休暇を除く）は、職務経験から除きます。
◦第一次試験日・申込受付期間
《②障がい者対象》と同じ
《⑥就職氷河期世代対象》
◦職種・採用予定人員 行政事務１人程度
◦資格
昭和52年４月２日から昭和62年４月１日までに生
まれた方で、令和３年４月１日時点において正規雇
用労働者として雇用されていない方。
※正規雇用労働者とは、次のアからエのいずれにも該
当する労働者をいいます。
ア期間の定めのない労働契約を締結している労働者で
あること。
イ派遣労働者として雇用されている方でないこと。
ウ所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労
働者の所定労働時間と同じ労働者であること（週の
所定労働時間が30時間未満の場合を除く）。
エ同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用され
る就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給
形態・賞与・退職金・休日・定期的な昇給や昇格の
有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待
遇が適用されている労働者であること。
◦第一次試験日・申込受付期間
《②障がい者対象》と同じ
《その他》
※複数の試験職種に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職種に申し
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
地域振興課で配布します。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。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
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