
１  募集職種及び受験資格

10人程度 大学卒 大学卒

短大卒 短大卒

高卒 高卒

事務職員B 若干人 大学卒

短大卒 大学卒

短大卒

若干人
（建築）

次のいずれかに該当する方

①学校教育法による大学の建築関係の学科を卒業
②学歴を問わず①と同等の知識及び経験を有する方

≪仕事の内容≫
・市有建築物の新築・改修工事等の企画・立案、
　設計、積算、工事監理業務
・施設の維持・保全業務
・建築確認申請等の審査業務
・都市計画に関する業務など
注意：配属先により業務内容は異なります。

※採用後、当分の間、保育士又は幼稚園教諭の資格
　を有した仕事をしていただきます。

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を卒業又は平成24年（2012
年）3月31日までに卒業見込みの方

技術職員 昭和52年（1977年）
4月2日以降に生まれた方

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）を卒業又は平成24年（2012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又は平成24年（2012
　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
昭和57年（1982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又は平成24年（2012
年）3月31日までに卒業見込みの方

平成元年（1989年）
4月2日以降に生まれた方

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）を卒業又は平成24年（2012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又は平成24年（2012
　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。

平成3年（1991年）
4月2日以降に生まれた方

次のいずれかに該当する方
①学校教育法による高等学校を卒業又は平成24年
　（2012年）3月31日までに卒業見込みの方
②高等学校卒業程度認定試験に合格した方

保育士及び幼稚園教諭の両方の資格を取得している
か又は平成24年（2012年）3月31日までに両方の資
格の取得見込みの方

昭和57年（1982年）
4月2日以降に生まれた方

日野市職員採用試験要領（平成24年度採用）

募集職種区分 募集人員
受　　験　　資　　格

年       齢 資              格

1



若干人
（機械）

若干人
（電気）

若干人

保健師 若干人

栄養士 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。

　　規定により、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 成年被後見人又は被保佐人※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

学芸員 昭和52年（1977年）
4月2日以降に生まれた方

次の両方に該当する方

①博物館学芸員資格を有する方
②学校教育法による大学の歴史学・考古学の学科を
　卒業

昭和52年（1977年）
4月2日以降に生まれた方

保健師の資格を取得しているか又は平成24年（2012
年）3月31日までに取得見込みの方

昭和52年（1977年）
4月2日以降に生まれた方

栄養士の免許を取得しているか又は平成24年（2012
年）3月31日までに取得見込みの方

技術職員 昭和52年（1977年）
4月2日以降に生まれた方

次のいずれかに該当する方
①学校教育法による大学の電気関係の学科を卒業
②学歴を問わず①と同等の知識及び経験を有する方

≪仕事の内容≫
・市有建築物の新築・改修工事等における電気設備
　に関する企画・立案、設計、積算、工事監理業務
・施設の維持・保全、運転・管理業務など
注意：配属先により業務内容は異なります。

技術職員 昭和52年（1977年）
4月2日以降に生まれた方

次のいずれかに該当する方

①学校教育法による大学の機械関係の学科又は建築
　関係の学科で建築設備専攻を卒業
②学歴を問わず①と同等の知識及び経験を有する方

≪仕事の内容≫
・市有建築物の新築・改修工事等における機械設備
　に関する企画・立案、設計、積算、工事監理業務
・施設の維持・保全、運転・管理業務
・建築確認申請等のうち建築設備に関する審査業務
　など
注意：配属先により業務内容は異なります。

募集職種区分 募集人員
受　　験　　資　　格

年       齢 資              格
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２  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・1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、80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23年8月11日（木）　から　平成23年8月14日（日）

　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1階　101会議室

　※提出書類に不足・不備があった場合、受付けできませんので、申込みの際には十分

　　ご注意下さい。

　※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）

　　ある方は下記までご相談下さい。

　連絡先： 日野市総務部職員課人事係

TEL：042-585-1111　（内線）4611、4612

　※原則、申込書持参のみの受付となります。申込書を持参できない事情が

【注意事項】

①提出書類に不備があるため、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。

③受験票が、9月9日（金）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。

　（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

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、印刷する
か、市役所4階職員課、七生支所、豊田駅連絡所で（土曜・日曜日、祝日を除く　午前8時30
分～午後5時15分）入手し、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（土曜・日曜日、祝日を除く　午前8時30
分～午後5時15分）入手し、必要事項をご記入ください。
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　　京王バス「日03」系統 実践女子短大経由日野駅行きに乗り、実践女子短大バス停で下車。

　　（バス運賃は190円）

　　　5番のりばから京王バス「日03」系統 実践女子短大経由高幡不動駅行きに乗り、

　　　実践女子短大バス停で下車。（バス運賃は170円）

　＜京王線、多摩モノレール利用の場合＞

【申込受付会場案内】

【交通アクセス】

　＜JR利用の場合＞

　　JR中央線日野駅から徒歩15分。

　　京王線、多摩モノレール高幡不動駅、バス2番のりば（ドトールコーヒーの前）から

　　※JR中央線日野駅からバスも出ています。
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３  試  験

＜第一次試験＞

（１） 日程等

　平成23年9月18日（日）午前9時から

　明星大学　日野校　26号館（東京都日野市程久保2-1-1）

（２） 内容

区分

大学卒

短大卒

高校卒

大学卒

短大卒

（３） 試験当日の持ち物

（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分前までに試験会場に集合してください。

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。

栄養士 教養（2時間）　作文（1時間）　専門（1時間30分）

　○ 受験票

　○ 鉛筆またはシャープペンシル（ＨＢ）、消しゴム

　○ 事務職員Ｂ（要保育士・幼稚園教諭資格）、技術職員（建築、機械、電気）、保健師、
　　栄養士受験者は昼食

保健師 教養（2時間）　作文（1時間）　専門（1時間30分）

事務職員B
（要保育士・
幼稚園教諭資
格）

教養（2時間） 作文（1時間）　専門（1時間30分）

教養（2時間） 作文（1時間）　専門（1時間30分）

技術職員
（ 建 築 、 機
械、電気）

教養（2時間）　作文（1時間）　専門（2時間）

学芸員 教養（2時間）　作文（1時間）

事務職員A
（一般）

教養（2時間） 作文（1時間）

教養（2時間） 作文（1時間）

教養（2時間） 作文（1時間）

日　時　

場　所　

募集職種 試験科目  ※カッコ内は試験時間
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＜第二次試験＞

（１） 日程・内容等

　第一次試験合格者の方に郵送で直接通知いたします

　実技試験・パーソナリティ検査・事務能力検査

＜第三次試験＞

（１） 日程・内容等

　第二次試験の日にお知らせいたします

　面接試験

＜第四次試験＞

（１） 日程・内容等

　第三次試験の日にお知らせいたします

　面接試験

＜合格発表＞

　受験者本人宛て郵送で直接通知いたします。その後、合格者に健康診断を実施いたします。

４  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

　　　平成２４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。

内　容

日時・場所　

内　容

　※ 職務経験がある場合、最終合格発表後、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。

日時・場所　

日時・場所　

内　容
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５  受験申込みから採用までの流れ

　　

６　日野市が求める職員像

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

合格者：健康診断

▼

合格者：採用候補者名簿への登載

▼

合格者：採用

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

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

▼

一次合格

▼

二次試験

▼
※第一次試験合格者について
　は、第三次試験・第四次試
  験も受験していただきま
  す。

三次試験

▼ 　　面接試験

四次試験(最終試験)

▼

▼

合否通知

▼

一次試験

採用申込み

7



７  待遇

（１）　給与

（２）　勤務時間・休暇

勤務時間

休日

８  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

各種手当 　扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当など

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

　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

　完全週休２日制（土・日曜日）

（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。
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