
採用予定

人数

大学卒 10人程度

（事務職）

大学卒 1人程度

（土木技術職）

大学卒 1人程度

（建築技術職） 5月15日 7月12日 8月中旬 9月初旬

保健師 2人程度 （金） （日）

～ ・教養試験 ・面接試験

6月15日 ・適性試験 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ討論

管理栄養士 1人程度 （月） ・作文試験 ・実技試験

などを予定 などを予定

保育士 7人程度

児童指導員 1人程度

短大・高校卒 3人程度

（事務職） 7月10日 9月20日 10月中旬 11月初旬

（金） （日）

短大・高校卒 1人程度 ～ ・教養試験 ・面接試験

（土木技術職） 8月14日 ・適性試験 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ討論

（金） ・作文試験 などを予定

短大・高校卒 1人程度 などを予定

（建築技術職）

採用予定

人数

2人程度 7月10日 9月20日 11月初旬 11月下旬

（金） （日）

～ ・教養試験

8月14日 ・適性試験

（金） などを予定 などを予定

※関市内3ケ所の親子
教室に勤務

試験案内は、6
月下旬より配

布予定

〇平成2年4月2日以降に生まれた人
〇管理栄養士の免許を有する人または令和3年3月31
日までに取得見込みの人 試験案内は、4

月中旬より配
布予定

☆ＵＩＪターン大歓迎！
民間企業等で培った企画立案・事業運営等の経験・能力を活かし、即戦力の職員として何事にも積極的に取り
組んでいただける人の申し込みを待っています！

〇昭和36年4月2日から平成2年4月1日までに生まれ
た人
〇大学を卒業した人で、民間企業等における「企画
立案」「事業運営」「経営管理」の実務経験が3年
以上ある人　※1、2
〇民間企業等での実務経験を外からの視点として生
かす意欲にあふれた人

事務職

試験案内は、6
月下旬より配

布予定

※1 事務職として採用するため、企画立案等以外の事務を担当する職場に配属される場合もあります。

※2 「実務経験」の期間は、常勤の会社員、自営業者等として、同一の事業所で1年以上継続して就業した期間を通算します。

･プレゼン
面接

〇平成2年4月2日以降に生まれた人
〇保健師の免許を有する人または令和3年3月31日ま
でに取得見込みの人

〇平成2年4月2日以降に生まれた人
〇保育士の資格を有する人または令和3年3月31日ま
でに取得見込みの人

〇平成2年4月2日以降に生まれた人
〇特別支援学校教諭の免許を有する人または令和3
年3月31日までに取得見込みの人

試験区分 受験資格 受付期間 第１次試験 第２次試験

試験区分 受験資格 受付期間 第１次試験 第２次試験
最終合格発

表

～明日の関市をあなたの手で～

令和２年度　市職員採用試験実施予定

【新卒等採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程等）】

【事務職 実務経験者採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程等）】

最終合格発
表

新
卒
等
採
用
Ⅰ

新
卒
等
採
用
Ⅱ

☆“日本一しあわせなまちをつくる”ため、何事にも積極的に取り組める意欲あふれる人の申し込みを待っています！

※1 社会福祉士、精神保健福祉士の資格を有する人は、選考の参考とします。（採用区分は事務職のため、福祉部署以
外への異動もあります）

※ここに掲載する試験概要および募集職種については、変更する場合もあります。詳細は必ず各試験案内をご確認ください。

〇平成2年4月2日以降に生まれた人
〇大学を卒業した人または令和3年3月31日までに卒
業見込みの人　※1

※採用後は、関市内
3ヶ所の親子教室に配
属される場合もあり

〇平成11年4月2日以降に生まれた人
〇高校を卒業した人または令和3年3月31日までに卒
業見込みの人　※2



採用予定

人数

保健師 2人程度

保育士 3人程度 7月10日 9月20日 11月初旬 11月下旬

（金） （日）

～ ・教養試験 ・実技試験

8月14日 (保健師のみ) (保育･児指のみ)

（金） ・適性試験 ・面接試験

などを予定 などを予定

児童指導員 1人程度

【事務職（障がい者）採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程など）】　
採用予定

人数

1人程度 9月1日 11月1日 11月21日 12月初旬

（火） （日） （土）

～ ・教養試験 ・面接試験

9月18日 ・適性試験 などを予定

（金） ・作文試験

などを予定

採用予定

人数

6人程度 9月1日 10月18日 11月21日 12月初旬

（火） （日） （土）

～ ・作文試験 ・面接試験

9月18日 ・適性検査

（金） などを予定 などを予定

事務職（障がい者）

試験区分 受験資格 受付期間

〇平成2年4月2日以降に生まれた人
〇高校等を卒業した人または令和3年3月31日までに
卒業見込みの人
〇受験申込時において身体障害者手帳、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人

試験案内は、8
月下旬より配

布予定

第１次試験 第２次試験
最終合格発

表

☆市の将来を担う子どもたちの健やかな成長を直接サポートできる資格やスキルを活かし、子育て支援に積極
的に取り組んでいただける人の申し込みを待っています！

専
門
職

※採用後は、関市内
3ヶ所の親子教室に配
属される場合もあり

〇保健師の免許を有しており、民間
の事業所や公的機関等における実務
経験が、3年以上ある人

試験案内は、6
月下旬より配

布予定

【専門職 実務経験者採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程等）】

【技能労務職採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程等）】

※ 各職種の「実務経験」の期間は、それぞれの資格要件に該当する施設等で、常勤または常勤に準ずる勤
務（週30時間以上）で就業した期間を通算します。

受験資格 受付期間 第１次試験 第２次試験
最終合格発

表

☆市民の皆さんの豊かな暮らしに直結する、なくてはならない大切な業務です。体力に自信のあるやる気あふ
れる人の申し込みを待っています！

※関市内3ケ所の親子
教室に勤務

試験案内は、8
月下旬より配

布予定

※1 採用後は、上記の職種以外の技能労務職の職場へ配置される場合もあります。
※2 大型自動車第一種運転免許を有する人は、選考時の参考とします。

試験区分

技
能
労
務
職

清掃員
運転手
上下水道工手
※1

受験資格

〇昭和51年4月2日以降に生まれた人
〇高校を卒業した人
〇中型自動車第一種免許以上の免許を有する人(8t
限定も可）、または令和3年3月31日までに取得見込
みの人　※2

受付期間 第１次試験 第２次試験
最終合格発

表

昭和36年4月
2日から平成
2年4月1日ま
でに生まれ

た人

〇児童指導員の任用資格に該当する
方で、児童福祉施設（児童福祉法に
規定される施設）での実務経験が、3
年以上ある人

〇保育士の資格を有しており、保育
園などの児童福祉施設（児童福祉法
に規定される施設）、または、幼稚
園における実務経験が、3年以上ある
人
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