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平成３０年度 受験案内③ 

生駒市職員採用試験のお知らせ（社会人対象枠） 

～あなたの職務経験を生駒市で生かしませんか？～ 
平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ９ 日 

生駒市職員任用試験委員会 

■採用予定日 平成３１年４月１日(月) 

■申込手続  ①インターネットと②郵送の両方の手続きが必要です。 

①インターネット 平成３０年７月２日(月)～平成３０年７月２４日(火) ２３：５９受信分まで  

②郵送      平成３０年７月２日(月)～平成３０年７月２４日(火) （必着） 
    

１ 職種・採用予定人員・受験資格など 

職種 採用予定

人員 

受験資格など 

学歴・免許など 年齢・試験区分 

事務職 

(社会人対象) 

７人程度 次のいずれにも該当する人 

(1) 学校教育法による高等学校以上の学校を卒業した人 

(2) 民間企業等における職務経験が平成３０年６月３０日 

までに３年以上ある人 

※採用形態について 

 採用の形態は、試験の成績・能力に応じて、以下の２通り

とし、最終合格発表の際に本人に通知します。 

 (1)任期なし職員･･･定年まで任用 

 (2)任期付職員･･･３年の任期で任用（ただし、市が特に必

要と認めた場合は最長２年の延長あり。） 

【大学】 

 平成３年４月１日 

以前に生まれた人 

【短期大学】 

 平成５年４月１日 

以前に生まれた人 

【高等学校】 

 平成７年４月１日 

以前に生まれた人 

土木職 

(社会人対象) 

若干名 次のいずれにも該当する人 

(1) 学校教育法による高等学校以上の土木に関する専門課程

を卒業した人 

(2) 民間企業等における職務経験(土木に関するものに限る）

が平成３０年６月３０日までの間に３年以上ある人 

保育士・ 

幼稚園教諭 

(社会人対象) 

２人程度 次のいずれにも該当する人 

(1) 保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を有する人 

(2) 保育士又は幼稚園教諭(講師)の職務経験が平成２５年４

月１日から平成３０年６月３０日までの間に３年以上ある人 

【大学】 

 平成３年４月１日 

以前に生まれた人 

【短期大学】 

 平成５年４月１日 

以前に生まれた人 

事務職 

(社会福祉士) 

(社会人対象) 

若干名 次のいずれにも該当する人 

(1) 社会福祉士資格を有する人または平成３１年３月３１日

までに社会福祉士資格を取得する見込みの人 

(2)公的機関における児童支援業務の経験が平成２５年４月

１日から平成３０年６月３０日までの間に３年以上ある人 

年齢・学歴は 

問いません 

［受験資格に定める「職務経験」の取扱いについて］ 

①職務経験には、会社員、団体職員、公務員等（生駒市の正規職員は除く）としての勤務のほか、自営業者等

としての事業経験、ボランティア・ＮＰＯ等での活動経験を含みます。 

②会社員、団体職員、公務員等の職務経験には、雇用形態に関わらず、１つの企業等に１週間当たり３０時間

以上の勤務した期間が該当します。また、自営業者等としての事業経験並びにボランティア・ＮＰＯ等での

活動経験については、１週間当たり４日以上の実務をした期間が該当します。 

③職務経験が複数ある場合は、１年以上継続して勤務していた職務経験に限り算入できます。（同時期に複数
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の企業等に勤務していた場合は、いずれか一方のみを算入できます。） 

④休職期間（育児休業等）は、職務経験に含めることができません。 

 

※事務職(社会福祉士)の受験資格である「公的機関における児童支援業務の経験」について 

・１週間あたりの勤務時間・実務日数は問いません。 

・職務経験が複数ある場合も、継続勤務年数は問いませんが、通算して３年以上あることが必要です。 

 

［その他留意事項］ 

● 採用予定人員は、現時点での予定ですので、変更になることがあります。 

● 最終学歴で受験してください。大学院は「大学」区分になります。 

● 受験案内②～④のうち、いずれか１つの職種にしか、応募できません。 

● 申込時点で、生駒市職員（嘱託、臨時職員を除く）である人は、受験できません。 

● 採用時の配属とは、異なる所属へ異動することがあります。 

● 専修学校（専門学校）を卒業（又は卒業見込）の方は課程・コースによっては、「高度専門士」や「専門士」 

の称号の取得（又は取得見込）扱いとなる場合がありますので、必ず自分の卒業された学校・課程を卒業 

学校などに事前にご確認ください。 

高度専門士…大学卒業扱い   専門士…短期大学卒業扱い 

● その他、生駒市職員任用試験委員会が、上記条件に応じた資格と同等であると認めた場合は、受験資格とし

て認めることがあります。 

● 最終合格発表後、職歴証明書等の証明書類を提出していただきます。 

● 介護者なしに勤務の遂行が可能で、かつ、日本語活字印刷文による試験に対応できることを条件とします。 

● 日本国籍を有しない職員については、「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるた

めには、日本国籍を必要とする」という公務員の基本原則に基づき、任用される職務に一部制限があります。 

● 地方公務員法第１６条に該当する人は受験できません。 

 

２ 試験日・会場・内容・合格発表など 
 １次試験 ２次試験 ３次試験 

試験内容 ○書類審査 

○面接試験 

○実技試験（保育士・

幼稚園教諭） 

○専門試験(土木職) 

○総合能力試験 

（ＳＰＩ３） 
○面接試験 

試験日等 
（後述の書類を 

提出） 

平成３０年９月中旬

予定 

ＳＰＩ３の試験日程は

平成３０年１０月中の

概ね１０日間程度のう

ち受験者が選択する日

時（詳細な日程は２次試

験合格者に通知） 

平成３０年１０月下

旬予定 

会場等 ― 
詳細は１次試験合格

者に通知 

ＳＰＩ３は、全国のテス

トセンター会場で受験

してください。（詳細は

２次試験合格者に通知） 

詳細は２次試験合格

者に通知 

合格発表 

日程 

平成３０年９月上旬

予定 

平成３０年１０月上

旬予定 
平成３０年１０月下旬予定 

合格発表 

方法 

生駒市ホームページ

に合格者の受験番号

を掲載 

１次試験受験者全員

に文書で通知 

生駒市ホームページ

に合格者の受験番号

を掲載 

合格者のみに文書で

通知 

生駒市ホームページに合格者の受験番号を掲載 

３次試験受験者全員に文書で通知 

● ３次試験のＳＰＩ３は、性格検査と能力検査があります。詳細は、２次試験合格者に対し、書面とメールで

受験案内を通知します。 

● 上記以外の試験内容の問い合わせについては、一切お答えしません。 
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３ 受験手続 

インターネットと郵送の両方の手続きが必要ですので、十分ご注意ください。 

持参での申込みは受付できません。 

 

ステップ① ～インターネット手続～   

受付期間  平成３０年７月２日（月）～平成３０年７月２４日（火）２３：５９受信分まで 

 ＜申込み方法＞ 

① 生駒市のホームページ「生駒市職員採用試験」の「申込はこちら」のリンクから、電子申請してください。

（リンクは受付開始日にホームページに掲載） 

② 申込み送信後すぐに、申込が完了した旨のメールが自動送信されますので、届いたことを確認してくださ

い。 

③ メールを確認した後、ステップ②の郵送手続を行ってください。このメールが届かない場合は、申込がで

きていない可能性が高いので、生駒市職員任用試験委員会に必ずお問い合わせください。 

  

＜インターネット手続の際の留意事項＞ 

● 登録に使用するメールアドレスは、パソコンかスマートフォンのメールアドレスを使用してください。フ

リーメールでも可能です。携帯電話のメールアドレスで申込みをされた場合、案内メールが届かない場合が

あります。この場合で受験できなかったときは、一切責任を負いませんのでご注意ください。 

● お使いのプロバイダによっては、本市からの回答メールが迷惑メールフォルダ等に割り振られるなどして

届かない場合があります。その際は該当するフォルダを確認するか、プロバイダに問い合わせてください。 

● 使用されるパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いませんので、受験

手続は、日時の余裕をもって行ってください。 

● 受付開始時間から受付終了時間までは、２４時間いつでも申込みができますが、システムの保守・点検等

を行う必要がある場合や、重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合、事前の通知を行うことなく、

本システムの運用の停止、休止、中断、または制限を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

その際は入力する日を変更してください。また、このために生じた申込の遅延等には一切責任を負いません。 

  

ステップ② ～郵送での提出方法～ 

受付期間 平成３０年７月２日（月）～平成３０年７月２４日（火）（必着） 

提出書類 

① 生駒市職員採用試験申込書（様式１） 

② 職務経歴書（実務経験）（様式２） 

③ 自己紹介・志望理由書（様式３） 

④ 課題論文 （※別紙の論文作成要領参照） 

上記の各様式・要領は、生駒市公式ホームページの「生駒市職員採用試験」のページで 

ダウンロードして、記入してください。（パソコン入力可） 

提出先 
〒６３０－０２８８（生駒市役所個別番号のため住所記入不要） 

生駒市役所市長公室人事課内 生駒市職員任用試験委員会 

提出方法 郵送のみ。なお、簡易書留など確実な方法で郵送してください。（持参受付不可） 

※受付期間中、試験申込書の記載事項及び提出書類に不備のある場合は、お返しすることがありますが、こ

のために生じた申込みの遅延などには責任を負いませんので、受験手続には十分注意してください。 

※その他の理由で、受験に関する提出書類をお返しすることはありません。 
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４ その他注意事項 

● ３次試験以降のいずれかの時期に、以下の書類を提出していただきます。詳細は対象者に別途通知します。 

①最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書及び最終学校成績証明書の原本（大学院卒業又は大学院卒業 

見込みの受験者は大学の証明書も提出） 

   ②職務経歴を証明する書類  

③専修学校の専門課程において、高度専門士又は専門士の称号を取得済み又は取得見込者は、専修学校の

証明書（必ず学校教育法に定める専修学校の認可番号が明記されているもので、受験資格該当課程であ

ることが証明されているものに限る。） 

● 必要に応じてその他の書類を求める場合があります。 

● いずれかの試験において、欠席又は棄権した場合には、それ以降の試験は受験できません。 

● 受験資格がないこと、試験申込書の記載事項が正しくないことが判明したときや、この案内もしくは試験

官の指示に従わない場合は、合格や採用を取り消すことがあります。また、採用試験合格者の方で、受験資

格を満たせないことが判明したときは、採用を取り消します。 

 

５ 試験結果の開示について 
各試験の不合格者は、合格発表日から起算して１ヶ月間、その不合格となった試験の結果（総合計点、順位、

最低合格点）について、口頭での開示を請求できます。なお、開示場所は生駒市役所４階市長公室人事課です。 

 

６ 給与・その他 

(1) 給与 

  給与は、「生駒市の一般職の給与に関する条例」に基づき、学歴・経歴等を勘案し、決定します。 

（参考例） 

大卒後の 

職務経験年数 

給料月額 

（地域手当含む） 
概算年収 

５年 約２３０，０００円 約３，８００，０００円 

１０年 約２８０，０００円 約４，９００，０００円 

１５年 約３３０，０００円 約５，６００，０００円 

２０年 約３８０，０００円 約６，５００，０００円 

・上記は、あくまでも参考例であり、給料の最低額を保証するものではありません。 

・この初任給のほか、通勤手当、期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当、管理職手当等がそれぞれの支給要

件に基づき、支給されます。 

・現時点の条例に基づいていますが、採用前に給与改定等があった場合には、その定めによります。 

・採用に伴い、市外から市内へ転居する場合は、一定条件のもと、その移転の費用を一定額補助する制度が

あります。 

(2) 勤務時間と休暇 

勤務時間は、平均して週３８時間４５分、週休２日制で、年次有給休暇、各種の特別休暇があります。 

(3) 福利厚生 

共済組合の組合員と互助会の会員となり、医療給付などの各種給付・貸付などが受けられます。 

 

７ 試験に関するお問い合わせ 

〒６３０－０２８８ 奈良県生駒市東新町８番３８号 生駒市役所人事課内 生駒市職員任用試験委員会 

電話 ０７４３－７４－１１１１（内線２４３） 

   

   

 


