
八王子市

令和２年度（2020年度）
八王子市職員採用試験募集要項
（身体に障害のある方を対象とした試験）

～未来へ続くみちをつくる仕事～

I 行政（大卒程度）
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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

予定者数
受験資格

一般
行政職

I 行政
（大卒程度）

若干名

以下の要件を全て満たす方
○平成元年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方

（学歴要件なし）
○身体障害の証明書類をお持ちの方

（身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳等の交付を受けている方）

申込

9月1日
～

9月13日

イ ン タ ー
ネ ッ ト で
申込

第一次試験① 第一次試験②

・口述試験

＊市役所会議室等で
実施

10月4日
～10月6日

合格発表：
10月19日予定

第二次試験①

・適性検査
（Web方式）

10月20日
～10月22日

第二次試験②

・口述試験

＊市役所会議室等で
実施

10月28日

合格発表：
11月20日予定

名簿登載・採用

令和3年4月1日か
ら採用
（原則）

採用後は、1週間程度
の新規採用職員研修が
あります。
その後、各所属に配属
されます。

受験申込から採用までの流れ

※拡大文字による試験実施や、車椅子による来場等を希望される場合は、申込み時に職員課人財育成担当までご連絡ください。

・教養試験
（Web方式）

9月25日
～9月28日

・論文試験
（メールで提出）

9月19日
～9月30日
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２ 申込方法

受験申込はインターネットで受付

申込方法 採用試験専用サイトで申込＊具体的な操作方法等は、市HPに掲載している「受験申込方法」をご覧ください。

受付期間 令和２年（2020年）9月１日（火）0：00から9月13日（日）23：59まで

URL
https://job.axol.jp/vb/s/hachioji_21/entry_5820520709/

こちらからもアクセスできます →

提出書類

以下全ての書類を提出してください。
（１）自己PRシート ＊様式は市HPに掲載しています。
（２）職務経歴書 ＊様式は市HPに掲載しています。
（３）身体障害者手帳等の身体障害を証明する書類の写し（障害の内容が分かる部分）

提出方法

メールに添付又は郵送で提出してください。
◆メールの場合

宛先：saiyo@city.hachioji.tokyo.jp ＊件名を「受験番号 氏名 採用試験関係提出」とすること

◆郵送の場合
宛先：〒192-8501八王子市総務部職員課人財育成担当 ＊簡易書留とし、「採用試験関係書類在中」と明記のこと

提出期限
9月30日（水）（郵送の場合は必着、メールの場合は23:59受信分まで有効）

＊メール提出の場合は、受信確認のメールを市から送信します。10月1日（木）までに受信確認メールが届か
なかった場合は、10月2日（金）までに人財育成担当へ必ず連絡してください。

必要書類の提出

※ 申込・提出書類は第一次試験に含まれます。返却しませんのでご了承ください。

https://job.axol.jp/vb/s/hachioji_21/entry_5820520709/
mailto:saiyo@city.hachioji.tokyo.jp
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３ 受験にあたっての注意事項

注意事項
 今回募集する試験区分（H 行政（高卒程度）・I 行政（大卒程度）・J 生活環境）において、複数の試験区分への申込みや、

申込後の試験区分の変更はできません。
 本試験の出題内容の程度は、大学卒業程度です。
 今回の試験では、受験申込・教養試験・適性検査をインターネットで行います。
 拡大文字による試験実施や、車椅子による来場等を希望される場合は、申込み時に職員課人財育成担当までご連絡ください。
 試験内容に関して、記載してあること以外はお答えできません。
 申込・受験に係る通信料等は受験者の負担となります。
 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。

 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
 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章（罰則）に規定する罪を犯し刑に処せられた者
 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
 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

新型コロナウィルス感染症への対応について

新型コロナウィルス感染症の予防・拡大防止のため、次の事項に留意してください。
 面接等では、感染予防のため、マスクの着用をお願いします。なお、本人確認のための写真照合の際には、試験係員の

指示に従い、マスクは一時的に外してください。
 受験会場や控室は、換気のため適宜窓やドアを開けます。室温の高低に対応できるよう服装に注意してください。
 試験当日は、検温を行う等、自身で体調の確認を行った上で来場してください。また、試験中に体調が悪くなった時は、

試験係員へお申し出ください。
 咳エチケット、手洗い、うがいの励行、感染のリスクが高い場所を避けるなど、普段から感染予防と体調管理に努めて

ください。
 試験会場内では私語を控えていただきますようお願いいたします。
 試験会場に消毒液を設置しておりますので、入場の際やトイレ利用の前後等に手指の消毒をお願いいたします。
 試験会場では、周りの方と間隔を空けるなど、ソーシャルディスタンスの確保に留意ください。
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４ 試験の方法

第一次試験

科目 概要 実施方法

教養試験

【21題出題】

文章理解、数的処理 等

【試験時間】

30分程度

Web方式

実施期間：9月25日（金）0:00～9月28日（月）23:59

※ 専用サイトで受験していただきます。

※ ご自宅等で受験できます。

論文試験
【1題出題】

課題に対する記述式試験（1,200字以内）

解答様式（Word形式）に記入し、メールで提出

提出期間：9月19日（土）0:00～9月30日（水）23:59

※ 論文課題・解答様式・提出先メールアドレスは受験申込

者に対して通知します。

口述試験

個別面接による試験

※ 教養試験と論文試験を受験した方に対

して実施します。

実施日：10月4日（日）から6日（火）までの指定する日時

会場：八王子市役所内会議室

（八王子市元本郷町3-24-1）

■ 受験方法等は、受験申込者に対し9月17日（木）に採用試験専用サイトで個別に通知します。
通知を受信できなかった場合は、9月18日（金）までに人財育成担当へ連絡してください。

■ 口述試験の受験方法等は、教養試験・論文試験を受験した方に対し10月1日（木）に採用試験専用サイトで個別に通知
します。
■ 結果は、合否にかかわらず、第一次試験の受験者全員に、 10月19日（月）までに採用試験専用サイトで通知します。

また、結果発表の日から7日間、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。
（URL：https://www.city.hachioji.tokyo.jp/contents/saiyou/index.html）

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

第二次試験

科目 概要 実施方法

適性検査
仕事への適応性等についての検査

【試験時間】15分程度

Web方式

実施期間：10月20日（火）0:00～10月22日（木）23:59

※専用サイトで受験していただきます。

※ご自宅等で受験できます。

口述試験 個別面接による試験

実施日：10月28日（水）

会場：八王子市役所内会議室

（八王子市元本郷町3-24-1）

■ 第一次試験の合格者に対して実施します。詳細は、第一次試験の合格者に通知します。
■ 最終合格者は、第一次試験及び第二次試験の成績を総合的に判定し、決定します。
■ 結果は、合否にかかわらず、第二次試験の受験者全員に、11月20日（金）までに文書で通知します。

また、結果発表の日から7日間、八王子市ホームページ（同上）に合格者の受験番号を掲出します。

※ 新型コロナウィルス感染予防・拡大防止のため、試験の内容を変更する場合があります。
変更となった場合は、該当者に通知します。

八王子市の人財育成
八王子市では、市の施策を効果的・効率的に実現するため、必要な組織・事務事業執行体制の整備、さらには

そこで働く職員に求められる役割や能力要件などを検討し、必要な能力の習得に向けた取組を推進するための
「人財育成プラン」を策定しています。

この中で、職員一人ひとりがその能力をいかんなく発揮し、組織を活性化させていくため、
３つの“めざす職員像”を掲げています。

①市民の信頼に応える職員 ②自らを高める職員 ③組織の力を向上させる職員
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５ その他

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 211,260円
 令和２年（2020年）4月1日現在の給料月額に地域

手当（15％）を加えたものです。
 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。
 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。
 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。

採用方法及び採用時期

 最終合格者を高得点順に採用候補者名簿に登載し、
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、原則として令和３年（2021年）4月1日と
なります。ただし、欠員状況等によっては令和３年
（2021年）4月1日より前に採用される場合もあり
ます。

勤務について

■ 勤務形態
・週5日勤務
・原則として、週38時間45分、1日7時間45分勤務
・休憩時間は60分
・配属先により、土曜日・日曜日・祝日・休日が勤

務日となることがあります。
 職務遂行に当たり、介助人の付き添いは認めてい

ません。

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、採用試験専用サイ
ト及び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、市民の皆さんの貴重な税
金を使って実施します。申込者は必ず受験するよう
お願いします。

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＞saiyo@city.hachioji.tokyo.jp

mailto:saiyo@city.hachioji.tokyo.jp


ご案内

八王子市 職員採用情報

最新の職員採用情報はこちら

職員採用試験 Web説明会の動画

令和2年（2020年）8月4日（火）に放送した
Web説明会の動画をアーカイブに掲載しています。

市で働く魅力や先輩職員の声などを紹介してい
ます。

時間：60分程度

URL：
https://www.city.hachioji.toky
o.jp/citypromotion/index.html

URL：
https://www.city.hachioji.tokyo.jp
/contents/saiyou/001/index.html

シティプロモーションサイトでは、
八王子の魅力をお伝えしています。

URL：
https://jobtv.mynavi.jp/rec
/0170JPcwBcpMnSTbeZ1/

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/citypromotion/index.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/contents/saiyou/001/index.html
https://jobtv.mynavi.jp/rec/0170JPcwBcpMnSTbeZ1/

