
日野市職員採用試験要領
（平成27年度採用） 

水と緑の文化都市 
 

日野 

日野市役所 本庁舎 

浅川とふれあい橋（万願寺歩道橋） 

日野市の花 「菊」 

日野市の鳥 「カワセミ」 

「新選組まつり」の様子 



教養試験（一次試験）は従来型の公務員試験ではなく、文章読解能力、数的能力、推理判断能力等の

分野について基礎的な能力及びその応用力を問う試験とします。公務員志望の方はもちろん、公務員

試験の勉強をしていない民間企業志望の方にも受験が可能です。　　　

　　※事務職員B及び技術職の応募者には、教養試験に加えて専門知識を問う試験があります。

 （１）次の漢字の読み方で、誤っているものはどれか。

　　１．鎧袖一触 ･･････ がいしゅういっしょく

　　２．欢求浄土 ･･････ ごんぐじょうど

　　３．四海兄弟 ･･････ しかいけいてい

　　４．意気軒昂 ･･････ いきけんよう

　　５．天衣無縫 ･･････ てんいむほう

 （２）1個80円のみかんと1個120円のりんごを合わせて10個買ったら、代金は920円であった。

       1個80円のみかんを何個買ったか。

　　１．3

　　２．5

　　３．7

　　４．9

　　５．11

※解答は最後のページにあります

日野市では、職員の能力開発と資質向上を目指した『日野市人材育成基本方針』を制定し、日野市の

職員として目指す職員像を『日野市への熱い思いと改革精神にあふれた自主・自律型人材』としています。

このような人材を育成し、公民協働のまちづくりを目指しています。

1. 使命感と目標を持って自律的に行動し、自ら成長する職員

2. 地域の未来を担う意欲にあふれた職員

3. 改革精神を持ち、地域経営の視点で行動する職員

5. 市民ニーズに的確に対応し、市民と「協働」できる職員
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4. 新しいことに意欲を持ってチャレンジする精神と向上心を
   持ち、「複眼的な、横串を  通した仕事」が執れる職員

＜サンプル問題＞ 

今年度から教養試験（一次試験）の内容が変わります 

日野市が求める職員像 

「新選組まつり」の様子 
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　　募集職種及び受験資格

20人程度

事務職員B 5人程度 大学卒

短大卒 大学卒

短大卒

事務職員C 若干人 次の①、②の両方に該当する方

若干人
（土木）

若干人

若干人

若干人

◆　すべての募集職種について、外国籍の方も受験出来ます。

平成元年（1989年）
4月2日以降に生まれた方 ①司書の資格を取得しているか又は平成27年（2015年）3月31

日までに取得見込みの方
②学校教育法による大学を卒業又は平成27年（2015年）3月31
日までに卒業見込みの方
※基本的には図書館業務に従事していただきます。ただし人材育成その他
人事行政上の必要から、事務職場に配置する場合もあります。

学校教育法による大学又は高等専門学校の土木関係の学科を、
卒業又は平成27年（2015年）3月31日までに卒業見込みの方

学校教育法による大学又は高等専門学校の建築関係の学科を、
卒業又は平成27年（2015年）3月31日までに卒業見込みの方

　　より、従前の例によることとされる準禁治産者を含む。）
 ② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
 ③ 日野市を懲戒免職になり、その日から2年間を経過していない者
 ④ 日本国憲法施行の日以後に、日本国憲法や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、
　　またはこれに加入した者

◆　地方公務員法第１６条に定める欠格条項　（下記に該当する方は、受験資格がありません。）
 ① 成年被後見人または被保佐人※民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号附則第3条第3項の規定に

技術職員
昭和60年（1985年）
4月2日以降に生まれた方

学校教育法による大学又は高等専門学校の機械関係の学科を、
卒業又は平成27年（2015年）3月31日までに卒業見込みの方
（建築関係の学科で建築設備専攻の場合も可）

（機械）

技術職員
昭和60年（1985年）
4月2日以降に生まれた方

学校教育法による大学又は高等専門学校の電気関係の学科を、
卒業又は平成27年（2015年）3月31日までに卒業見込みの方

（電気）

技術職員 昭和60年（1985年）
4月2日以降に生まれた方

技術職員
昭和60年（1985年）
4月2日以降に生まれた方

（建築）

保育士及び幼稚園教諭の両方の資格を取得しているか、または
平成27年（2015年）3月31日までに両方の資格の取得見込みの
方

平成元年（1989年）
4月2日以降に生まれた方

※保育士又は幼稚園教諭の資格が必要な業務（保育園、幼稚園、児童館、
学童クラブ、発達・教育支援センター等）に従事していただきます。ただ
し、人材育成その他人事行政上の必要及び今後の少子化の進行に伴う当該
職場の縮小等から、事務職場に配置する場合もあります。

平成3年（1991年）
4月2日以降に生まれた方

学校教育法による大学を卒業または平成27年（2015年）3月31
日までに卒業見込みの方

次のいずれかに該当する方
①学校教育法による短期大学（高等専門学校を含む）を卒業
　または平成27年（2015年）3月31日までに卒業見込みの方
②高等学校卒業を条件とする、学校教育法による2年制以上の
　専門学校を卒業または平成27年（2015年）3月31日までに
　卒業見込みの方
※四年制大学を卒業後、短期大学を卒業している
　場合は、大学卒の区分で受験して下さい。

事務職員A 平成元年（1989年）
4月2日以降に生まれた方

学校教育法による大学を卒業または平成27年（2015年）3月31
日までに卒業見込みの方

募集職種区分 募集人員
受　　験　　資　　格

年       齢 資              格
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　　試  験

＜第一次試験＞

（１） 日程等

　平成26年7月27日（日）午前10時から

※応募者数により、試験会場・試験時間が上記と異なる場合がございます。

　受験票の送付時に、試験会場・試験時間を明記した通知を同封いたしますので、必ず通知をご確認下さい。

（２） 内容（この試験要領に記載されていること以外の試験内容についてはお答えできません。）

※エントリーシートは第一次試験では採点いたしません。評価は第二次試験以降に使用いたします。

（３） 試験当日の持ち物

事務職員C
（要司書資格）

教養（1時間）　エントリーシート作成（30分）

事務職員B
（要保育士及び幼稚園教諭資
格）

大学卒 教養（1時間）　専門（1時間30分）　エントリーシート作成（30分）

　○ 受験票

　○ 鉛筆またはシャープペンシル（ＨＢ）、消しゴム

　○ 昼食（事務職員Ｂ（要保育士・幼稚園教諭資格）及び技術職員（土木・建築・機械・電気）受験者のみ）

技術職員（機械） 教養（1時間）　専門（2時間）　エントリーシート作成（30分）

技術職員（電気） 教養（1時間）　専門（2時間）　エントリーシート作成（30分）

技術職員（土木） 教養（1時間）　専門（2時間）　エントリーシート作成（30分）

技術職員（建築） 教養（1時間）　専門（2時間）　エントリーシート作成（30分）

短大卒 教養（1時間）　専門（1時間30分）　エントリーシート作成（30分）

　中央大学　多摩キャンパス（八王子市東中野７４２－１）場　所　

募集職種 区分 試験科目  ※カッコ内は試験時間

事務職員A（一般） 教養（1時間）　エントリーシート作成（30分）

日　時　
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（４） 試験に関する注意点

　○ 受験に要した交通費等の旅費は、支給いたしません。

　○ 試験当日は、下記の点に注意してください。

① 定刻の１５～２０分前に試験会場に集合してください。

　 定刻の３０分以上前にお越しいただいても、会場には入れませんので、予めご了承下さい。

② 試験会場の駐車場は利用できません。車やバイク、自転車での来場は禁止します。

③ 昼食等で出たごみについては各自お持ち帰りください。

＜一次試験結果通知＞

　８月中旬に、合否にかかわらず受験者本人宛て郵送で直接通知いたします。
　　※通知と同時にホームページに合格者の受験番号を掲載します。

＜第二次試験～第四次試験(最終試験)＞

第二次試験以降の日程については、下記のとおり予定しております。

※あくまで現段階の予定です。応募者数その他の事由により、日程・内容等が変更される場合があります。

＜試験結果通知について＞

　各試験の結果は、合否にかかわらず受験者本人宛て郵送で直接通知いたします。

　　※通知と同時にホームページに合格者の受験番号を掲載します。

＜その他＞

　○最終試験合格者には健康診断を実施いたします。

試験内容

適性検査、面接等

面接等

面接等

日程

平成２６年　８月下旬
　　　　　～９月上旬

平成２６年１０月中旬

平成２６年１１月上旬

第三次試験

第四次試験
（最終試験）

試験

第二次試験

　○職務経験がある場合、最終試験合格発表後、職務経験期間確認のため、職歴証明書を提出していただきます。

エコアラ・エコクマ 
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　　申込手続

①採用試験申込書

②受験票

③ 写真２枚

④ 長型3号（120mm×235mm）の封筒２枚(受験票送付用・第一次試験結果返送用)

　1枚の封筒は受験票送付用で、もう1枚は1次試験結果返送用の封筒です。

　2枚の封筒に、それぞれ郵送先のご住所、氏名をご記入の上、82円切手を

　1枚ずつ必ず貼付してください。

　提出書類持参による申込みとなります。

　受付期間：平成26年6月10日（火）　から　平成26年6月16日（月）
　※6月14日(土)、15日(日)も下記時間で受付を行います。

　受付時間：午前9時00分 から 午後5時00分まで（時間厳守）

　受付場所：日野市役所　本庁舎5階　504会議室

　○受付時に面接を行います。面接の評価は第二次試験以降に使用します。

　※提出書類に不足・不備があった場合、受付けできません。お申込みの際には十分ご注意下さい。

　※受付最終日の午後は混み合います。申込みはお早めにお願いいたします。

　※代理の方による申込みは受付けできません。（受験者ご本人がお越し下さい）

③受験票が、7月13日（日）までに届かない場合は、お問い合わせください。

④採用試験は市民の大切な税金で実施しております。申し込まれた方は是非受験されるよう、お願いします。

①提出書類に不備があり、申込期間内に申込手続が終了せず受験出来ない場合は、本市は一切責任を負いません。

②採用試験に関する提出書類は、一切お返しいたしません。

　※原則、申込書持参のみの受付となります。

【注意事項】

提出書類
　日野市ホームページ（http://www.city.hino.lg.jp/）からダウンロードし、Ａ４両面印刷（左右開
き）するか、市役所4階職員課、七生支所、豊田駅連絡所で入手し（配布時間：土曜・日曜日、祝日を
除く　午前8時30分～午後5時15分）、必要事項をご記入ください。

　日野市ホームページ（http://www.city.hino.lg.jp/）からダウンロードし印刷するか、市役所4階
職員課、七生支所、豊田駅連絡所で入手し（配布時間：土曜・日曜日、祝日を除く　午前8時30分～午
後5時15分）、必要事項をご記入ください。

　（縦4.5ｃｍ×横3.5ｃｍ、上半身脱帽、正面向きで最近3カ月以内に撮影したもの）

　2枚のうち1枚は、上記①の採用試験申込書の顔写真欄に貼付し、残りの1枚を

　上記②の受験票の顔写真欄に貼付して下さい。

申込方法
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＜京王線、多摩モノレール高幡不動駅をご利用の場合＞
2番のりば（ドトールコーヒーの前）から京王バス「日02」系統日野市役所経由日野駅行きに乗り
「日野市役所」バス停で下車。
または、「日03」系統日野市役所東経由日野駅行きに乗り、「日野市役所東」バス停で下車。

　※JR中央線日野駅からバスも出ています。
　5番のりばから京王バス「日02」系統日野市役所経由高幡不動駅行きに乗り「日野市役所」バス停で下車。
　または、「日03」系統日野市役所東経由高幡不動駅行きに乗り、「日野市役所東」バス停で下車。

　JR中央線日野駅から徒歩15分。

【申込受付会場案内】

【交通アクセス】

＜JR日野駅をご利用の場合＞

せんのすけ 
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　　採用方法

（１） 採用候補者名簿への登載

　　　最終合格者として決定した方は、採用候補者名簿に登載されます。
　　　名簿の有効期限は1年間です。

（２） 採用

　　　原則として平成２７年４月１日以降、職員に欠員が生じたときに、採用候補者名簿から採用します。

　　待遇

（１）　給与

（２）　勤務時間・休暇

勤務時間

休日

　　日野市のことをもっと知りたい方は

日野市観光協会　ホームページ　http://shinsenhino.com/
日野市内のイベントや名所など、見どころを紹介しています。

新選組のふるさと歴史館　ホームページ　http://www1.hinocatv.ne.jp/shinsenr/
新徴組と日野に関する常設展示と、定期的に内容を入れ替える企画展を実施しています。

年間を通して全国から観光客が訪れています。

日野市デジタルミュージアム　ホームページ　http://hino-museum.org/
市内の文化財等を広くインターネットを通して誰でも気軽に楽しめるように、


デジタルミュージアムとして公開しています。

日野市公式ホームページ　http://www.city.hino.lg.jp/
市の構想や計画、組織などについては、トップ画面右上の「市政情報」からご覧いただけます。

　　お問い合せ先

日野市 総務部 職員課 人事係 ℡: 042(585)1111  内線4611、4612

E-mail: syokuin@city.hino.lg.jp

表紙裏に掲載のサンプル問題の解答　　　　（１）　４　　　　（２）　３

　午前８時３０分～午後５時１５分
　※勤務時間及び休日は、配属先により異なる場合があります

　原則、完全週休２日制（土・日曜日）

休暇

・年次有給休暇　年２０日（年初めの付与日数、採用年月日により按分されます）

・夏季休暇　５日

・その他　結婚休暇、産前産後休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、ボランティア休暇、
　ドナー休暇など

（例）大学新卒の場合

初任給（月額）
　約202,900円（地域手当含む）
　※この初任給は目安であり、採用前に一定の基準を満たす経験を有する方は、
　　経験年数加算を行っています。

各種手当 　扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当など
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