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平成30年度 八王子市職員採用試験募集要項 
 

 

1 募集職種、試験区分、採用予定者数及び受験資格 

職種 試験区分 
採用人数 

（予定） 
受験資格 

必要な 

資格・免許 

一
般
行
政
職 

D行政 

（大卒程度） 
50名程度 

○昭和62年4月2日から平成9年4月1日までに生まれ

た方(学歴要件なし） 

○平成9年4月2日以降に生まれ学校教育法に定める

大学(短期大学を除く)を卒業した方(平成31年3月

末日までの卒業見込みの方を含みます。) 

－ 

E都市工学（土木） 

（大卒程度） 

若干名 

○昭和53年4月2日から平成9年4月1日までに生まれ

た方(学歴要件なし） 

○平成9年4月2日以降に生まれ学校教育法に定める

大学(短期大学を除く)を卒業した方(平成31年3月

末日までの卒業見込みの方を含みます。) 

－ 

F都市工学（建築） 

（大卒程度） 

G栄養士 若干名 ○昭和53年4月2日以降に生まれた方（学歴要件なし） 
○管理栄養士 

免許 

H保健師 若干名 ○昭和43年4月2日以降に生まれた方（学歴要件なし） ○保健師免許 

I看護教員 若干名 ○昭和34年4月2日以降に生まれた方（学歴要件なし） 

○看護師等学校

養成所の専任

教員の資格 

◎ 同一試験日における複数の試験区分に申し込むことはできません。なお、申込後の試験区分の

変更はできません。 

◎ 活字印刷文による出題に対応できる方に限ります。 

◎ 試験区分「 E 都市工学（土木）」、「 F 都市工学（建築）」を受験される方で、指定する資

格（2ページ「専門試験が免除となる資格」参照）を有する方は、第一次試験のうち専門試験を免

除します。 

◎ 試験区分 「 G 栄養士」、「 H 保健師」、「 I 看護教員」に必要な資格・免許については、

平成31年3月末までに取得見込みの方を含みます。 

◎ 地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方は受験できません。 

・八王子市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した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、又はこれに加入した者 
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2 申込方法 

 

 

試験区分 

D行政、G栄養士、H保健師、I看護教員 E都市工学（土木）、F都市工学（建築） 

申込方法 持参(郵送等による申込みはできません。) 

提出物 

(a)八王子市職員採用試験申込書 1通 

(b)顔写真〔タテ4㎝、ヨコ3㎝〕2枚 

（うち1枚は申込書の顔写真欄に貼

り付け、残りの1枚を持参する。） 

(c)卒業した最終学歴の成績証明書 1

通（平成31年3月末日までに卒業見

込みの方は、在学中の学校の成績

証明書） 

(a)八王子市職員採用試験申込書 1通 

(b)顔写真〔タテ4㎝、ヨコ3㎝〕2枚 

（うち1枚は申込書の顔写真欄に貼り

付け、残りの1枚を持参する。） 

(c)卒業した最終学歴の成績証明書 1通 

（平成31年3月末日までに卒業見込み

の方は、在学中の学校の成績証明書） 

(d)専門試験が免除となる資格等の証明書

類の写し（指定する資格を有する方の

み）1通 

受付期間 

平成30年8月22日(水)から8月25日(土)まで 

午前10時から午後5時まで（8月25日のみ午後4時まで） 

（例年、締め切り間際に申込みが集中します。特に最終日は混雑のため長時間お待ちいた

だくことが予想されます。早めの申込みにご協力お願いします。） 

提出先 八王子市役所本庁舎職員会館（6ページ地図参照） 

受験票 受付時に渡します。 

 

◎ 受付時に面接を行います。面接は第一次試験に含まれます。 

◎ 申込書は、A4サイズの両面で提出してください。片面印刷の場合、のりなどで両面貼り合わ

せてから提出してください。 

◎ 大学等が遠方の場合など、成績証明書の取得が間に合わない場合には、6ページの問合せ先

まで事前にご連絡ください。 

◎ 提出していただいた書類は第一次試験に含まれます。返却しませんので御了承願います。 

 

専門試験が免除となる資格 

E都市工学（土木） 技術士（建設部門、上下水道部門）、土木施工管理技士（1級、2級） 

F都市工学（建築） 技術士（建設部門）、建築士（1級、2級） 
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3 試験の日時、会場及び合格発表の方法 

 

 実施日時 会場 合格発表の方法 

第一次試験 

9月16日（日） 

 
【D 行政 】 
 

東京工科大学・日本工学院八王子専門学校 

所在地 八王子市片倉町1404-1 

 
合格者に対し、 
10月中旬までに合
格通知を発送しま
す。 

 

【E都市工学(土木)、F 都市工学(建築）、

G 栄養士、H 保健師、I 看護教員 】 

 

八王子市役所内会議室 

 

試験区分によって会場が異なります。受験する区分と異なる会

場では試験を受けることができないので、注意してください。 

第二次試験 

10月20日(土)～ 

10月30日(火) 

の指定した日時 

八王子市役所内会議室 合否にかかわら
ず、第二次試験受
験者全員に、11月
上旬までに結果通
知を発送します。 

第一次試験の合格者に対して行います。詳細は、第一次試験合
格者に通知します。 

第三次試験 

11月12日(月）～ 

11月18日(日） 

の指定した日時 

八王子市役所内会議室 合否にかかわら
ず、第三次試験受
験者全員に、11月
末までに結果通知
を発送します。 第二次試験の合格者に対して行います。詳細は、第二次試験合

格者に通知します。 

 

・各合格発表の日から7日間、八王子市役所前の掲示場及び八王子市ホームページに合格者の

受験番号を掲出します。 

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/contents/saiyou/index.html 
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4 試験の方法 

 

 試験区分 時間 科目 概要 

第一次試験 

全区分 120分 教養試験※ 

【15題出題】 

時事問題、市政に関連する問題、文章理解

（英文含む）、判断推理、資料解釈、数的

処理 等 

【50題出題中35題選択】 

人文科学系（文化、歴史、地理）、社会科

学系（法律、政治、経済）、自然科学系

（物理、化学、生物、地学）、社会事情 

等 

E都市工学

（土木） 

120分 

専門試験 

(指定する資格を

有する方は免除) 

【30題出題】 

数学・物理、応用力学、水理学、土質工

学、測量、土木計画(都市計画を含む)、 

材料、施工 等 

F都市工学

（建築） 

【30題出題】 

数学・物理、構造力学、材料学、環境原

論、建築史、建築構造、建築計画（都市計

画、建築法規を含む。）、建築設備、建築

施工 等 

全区分 90分 論文試験 

【1題出題】 

課題に対する記述式（論文）による筆記試

験を行います。（1,200字程度） 

第二次試験 全区分 ― 

適性検査 
仕事への適応性等について、筆記による検

査を行います。 

グループワーク 
与えられた課題について、集団で作業等を

行います。 

第三次試験 全区分 ― 口述試験 個別面接による試験を行います。 

 

◎ この試験の出題の程度は、大学卒業程度のものです。ただし、「 G 栄養士」、「 I 看護教

員」は短大卒業程度のものです。 

◎ 「 D 行政」、「 G 栄養士」、「 H 保健師」、｢ I 看護教員」については、専門試験はあり

ません。 

◎ 教養試験又は受付時面接等の成績が一定の基準に達しない方については、論文試験の採点を

行いません。 

◎ 最終合格者は、第三次試験及びその他の提出書類等を総合的に判定し決定します。 

◎ 試験問題に関して、記載してある内容以上のことはお答えできません。 
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5 採用の方法及び採用の時期 

最終合格者を、高得点順に採用候補者名簿（職種別）に登載し、採用の必要が生じたときに

順に採用します。 

採用候補者名簿の有効期間は、原則として名簿登載から1年間です。 

採用は、原則として平成31年4月1日となります。ただし、欠員状況等によっては、平成31年4

月1日より前に採用される場合もあります。 

 

6 初任給 

初任給は、各人の卒業時年齢及び学歴・職歴等によって算出されます。 

例）採用時大学4卒22歳の場合   月額 210,110円 

（栄養士）短大2卒後、4年の実務経験等がある方 月額 201,370円 

（看護教員）看護師等として常勤で5年業務に従事し、専任教員の研修を修了した方の場合 

   月額 241,960円 

（1）平成30年8月1日現在の給料月額に地域手当（15％）を加えたものです。 

（2）この初任給は、目安であり、採用時の給料を約束するものではありません。 

（3）採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。 

（4）通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等の手当制度があります。 

 

7 その他 

◎ この試験において市が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的へ

の使用は一切しません。ただし、採用者の個人情報は人事情報として使用します。 

◎ 受験資格の有無、申込書記載事項の真否等について調査します。なお、申込書記載事項に

虚偽があった場合、職員として採用される資格を失う場合があります。 

◎ 日程変更等の重要なお知らせは、八王子市ホームページに掲載します。 

◎ 八王子市職員採用試験は、市民の皆さまの貴重な税金を使って実施します。試験を申し込

んだ方は必ず受験するようお願いします。 
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◇ 受付会場案内図 

八王子市役所バス停 

正面玄関 

市役所入口元本郷公園東バス停 

【バスをご利用の場合】 
JR八王子駅・京王八王子駅から 

JR八王子駅北口 8番のりば 
京王八王子駅中央口 2番のりば 
・松枝住宅（市役所入口経由）行 
「市役所入口元本郷公園東」バス停下車 

・高尾駅南口（市役所入口経由）行 
「市役所入口元本郷公園東」バス停下車 

・横川町住宅（市役所入口経由）行 
「市役所入口元本郷公園東」バス停下車  

 
西八王子駅から 
北口 1番のりば 
・楢原町行 
「八王子市役所」バス停下車 

北口 2番のりば 
・松枝住宅行 
「市役所入口元本郷公園東」バス停下車 

北口 1番のりば 
・はちバス北西部コース（八王子市地域循環
バス）東海大学八王子病院行 
「八王子市役所」または「元本郷公園東」バ
ス停下車 

 
【徒歩の場合】 
西八王子駅から歩いて約 20分 

職員会館 
（受付会場） 

八王子市役所バス停 

問合せ先 

八王子市 総務部 職員課 人財育成担当 

〒192-8501 

東京都八王子市元本郷町三丁目 24 番 1 号 

＜電話＞ 042-620-7254（直通） 

＜E-mail＞jinzai@city.hachioji.tokyo.jp 


