令和４年度

船橋市職員採用試験受験案内
船橋市 総務部 人事課 人材育成室

船橋市職員の採用試験を次により行います。

第一次試験日

６月１９日（日）

受付期間【インターネットによる申込み】
５月１日(日)９：００ ～ ５月２５日(水)１７：００（受信有効）
※やむを得ない事情でインターネットによる申込みができない方は 5 月１３日（金）までに、
総務部人事課人材育成室までご連絡ください。

１ 試験区分・採用予定者数および受験資格等
採
用
予定者数

試験区分

受

験

資

格

次のいずれかに該当する人
１ 平成４年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた人
２ 平成１３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に規定する
大学（短期大学を除く）またはこれと同等と認める学校等を卒業
したか、令和５年３月までに卒業見込みの人

(A)

３０人程度

(B)

３０人程度

社会福祉士

(C)

１０人程度

平成４年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士の登録をしてい
るか、令和５年３月までに登録見込みの人（令和５年２月実施予定の
国家試験で当該資格を取得見込みの人を含む）

保健師

(D)

４人程度

平成４年４月２日以降に生まれた人で、保健師免許を有するか、令
和５年３月までに取得見込みの人

上級土木

(E)

７人程度

上級建築

(F)

若干名

上級電気

(G)

若干名

上級農林水産
（農業）

(H)

若干名

(I)

４人程度

昭和５７年４月２日以降に生まれた人で、臨床心理士または公認心
理師としての登録をしているか、令和５年３月までに登録見込みの
人

(J)

若干名

昭和６２年４月２日以降に生まれた人で、獣医師免許を有するか令
和５年３月までに取得見込みの人

上級一般行政

心

理

獣 医 師

次のいずれかに該当する人
１ 平成４年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた人
２ 平成１３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に規定す
る大学（短期大学を除く）またはこれと同等と認める学校等を卒
業したか、令和５年３月までに卒業見込みの人

上記のいずれの試験区分においても活字印刷文による出題に対応できる人が受験できます。上記のいずれか１つ
の試験区分のみ受験可能で、併願はできません。

２ 試験区分別の主な職務内容
試験区分

主な職務内容

上級一般行政（Ａ）（Ｂ）共通

市長部局及び各委員会事務局等に勤務し、一般事務等の業務に従事します。

社 会 福 祉 士

福祉関係部署や今後開設予定の児童相談所等に勤務し、支援の必要な高齢
者、障害者、子どもや家庭等の相談支援業務に従事します。また、一般行政
職と同様の課に配属され同じ業務に従事する場合もあります。

保

師

母子や高齢者等の健康増進、介護予防、子育て支援等の業務に従事します。

上 級 土

木

都市計画、道路、区画整理、公園、下水道等の業務及び土木工事の設計等の
業務に従事します。

上 級 建

築

都市計画、建築指導、宅地開発指導、公共施設の設計等の業務に従事します。

上 級 電

気

電気・機械設備の設計及び維持管理等の業務に従事します。

健

上級農林水産（農業）
心
獣

医

農林水産業の振興及び関係団体の指導等の業務に従事します。

理

今後開設予定の児童相談所等に勤務し、子どもや家庭等の相談支援業務に従
事します。＊医療センターに勤務することはありません。

師

保健所等に勤務し、獣医師としての業務に従事します。
＊医療センターに勤務することはありません。

３ 欠格条項
上記１の受験資格を満たしている人でも、次のいずれかに該当する人は受験できません。
⑴日本国籍を有しない人（ただし、保健師、心理については、日本の国籍を有しない者であっても受験できま
すが、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません）
⑵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項の規定により従前の例によるこ
ととされる準禁治産者
⑶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人
⑷船橋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年を経過しない人
⑸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章に規定する罪を犯し刑に処せられた人
⑹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人

４ 第一次試験の日時・場所等
６月１９日（日）午前９時００分集合 （予定）
【終了予定時刻】
日

時

●上級一般行政（Ａ）：午後３時頃 ●上級一般行政（Ｂ）
：午前１０時３０分頃
●社会福祉士・保健師・上級農林水産（農業）
、獣医師：午後４時１０分頃
●上級土木・建築・電気：午後４時４０分頃

試験会場

●心理：午後２時１０分頃

第一次試験受験者へ、後日送付する受験票でお知らせします。
受験票、新型コロナウイルス感染症に関する申出書（受験票と併せてお送りします）
、マスク、

持 ち 物

ＨＢの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、時計（スマートフォンやスマートウォッチ等
は使用不可）
、黒ボールペン、昼食（上級一般行政（Ｂ）は不要）

※新型コロナウイルス感染症等の影響で、試験日等が変更となる場合があります。お送りする受験票で、試
験会場・集合時間を指定しますので必ずご確認ください。

５ 第一次試験の内容
試験区分

第一次試験の内容
・教養試験 １２０分 択一式 ４０題 ［出題程度］大学卒業程度

上級一般行政
（Ａ）

【出題分野】時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 (２０題）
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（２０題）
・専門試験 １２０分 択一式 ４０題
【出題分野】憲法、行政法、民法、経済学、財政学、社会政策、政治学、行政学、国際関係

上級一般行政
（Ｂ）

・教養試験 ４５分 択一式 ７０題 ［出題程度］大学卒業程度
【出題分野】文章読解能力、数的能力、推理判断能力
・教養試験 １２０分 択一式 ４０題 ［出題程度］大学卒業程度
【出題分野】時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 (２０題)

社会福祉士

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（２０題）
・専門試験 ９０分 択一式 ３０題
【出題分野】社会福祉概論（社会保障及び介護を含む）、社会学概論、心理学概論
・適性検査 ９０分程度 択一式 業務遂行に必要な適性についての検査
・教養試験 １２０分 択一式 ４０題 ［出題程度］大学卒業程度
【出題分野】時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 (２０題)

保 健 師

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（２０題）
・専門試験 ９０分 択一式 ３０題
【出題分野】公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論
・適性検査 ９０分程度 択一式 業務遂行に必要な適性についての検査
・教養試験 １２０分 択一式 ４０題 ［出題程度］大学卒業程度
【出題分野】時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 (２０題)
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（２０題）

上級土木

・専門試験 １２０分 択一式 ３０題
【出題分野】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
・適性検査 ９０分程度 択一式 業務遂行に必要な適性についての検査
・教養試験 １２０分 択一式 ４０題 ［出題程度］大学卒業程度
【出題分野】時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 (２０題)
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（２０題）

上級建築

・専門試験 １２０分 択一式 ３０題
【出題分野】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
・適性検査 ９０分程度 択一式 業務遂行に必要な適性についての検査

試験区分

第一次試験の内容
・教養試験 １２０分 択一式 ４０題 ［出題程度］大学卒業程度
【出題分野】時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 (２０題)
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（２０題）

上級電気

・専門試験 １２０分 択一式 ３０題
【出題分野】数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工学、電子
工学、情報・通信工学
・適性検査 ９０分程度 択一式 業務遂行に必要な適性についての検査
・教養試験 １２０分 択一式 ４０題 ［出題程度］大学卒業程度
【出題分野】時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 (２０題)

上級農林水産
（農業）

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（２０題）
・専門試験 ９０分 記述式 ６題
【出題分野】植物病理学、昆虫学、園芸学、農業経済学、育種遺伝学、栽培学汎論、土壌肥料
学等
・適性検査 ９０分程度 択一式 業務遂行に必要な適性についての検査
・教養試験 ４５分 択一式 ７０題 ［出題程度］大学卒業程度

心

理

【出題分野】文章読解能力、数的能力、推理判断能力
・小論文試験 ６０分
・適性検査 ９０分程度 択一式 業務遂行に必要な適性についての検査
・教養試験 １２０分 択一式 ４０題 ［出題程度］大学卒業程度
【出題分野】時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 (２０題)
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（２０題）
・専門試験 ９０分 記述式 ６題
【出題分野】獣医学概論、獣医倫理・動物福祉学、獣医事法規、解剖学、組織学、発生学、生
理学、生化学、免疫学、臨床繁殖学、動物遺伝育種学、動物行動学、薬理学、毒

獣 医 師

性学、実験動物学、微生物学、家禽疾病学、寄生虫病学、病理学、動物感染症学、
内科学総論、外科学総論、呼吸循環器病学、消化器病学、泌尿生殖器病学、内分
泌代謝病学、神経病学、血液免疫病学、皮膚病学、臨床行動学、軟部組織外科
学、運動器病学、臨床腫瘍学、眼科学、産業動物臨床学、馬臨床学、放射線生物
学、魚病学、臨床病理学、画像診断学、臨床薬理学、臨床栄養学、手術学総論、
麻酔学、動物衛生学、公衆衛生学総論、疫学、野生動物学、食品衛生学、人獣共
通感染症学、環境衛生学等
・適性検査 ９０分程度 択一式 業務遂行に必要な適性についての検査

６ 第一次試験の合格発表
●上級一般行政(A)・(B)
⇒６月下旬（予定）
第一次試験
合 格 発 表

●社会福祉士、保健師、上級土木・建築・電気・農林水産（農業）
、心理、獣医師
⇒7 月中旬（予定）
船橋市ホームページ及び船橋市職員研修所１階に合格者の受験番号を掲示します。
また、合格者には別途本人に通知します。

７ 第二次試験以降の日程・内容等
（１）上級一般行政(A)・(B)
試験

試験科目・時期（予定）
・適性検査（テストセンター）

内容
業務遂行に必要な適性についての検査を実施します。

７月上旬から中旬
第二次試験
・集団討論・集団面接

集団による討論・面接試験を行います。

７月下旬
・個別面接、身体検査
第三次試験

８月中旬

個別での面接試験を実施します。身体検査については、
後日提出していただく「健康状態についての申告書」の
内容確認を面接時に行います。

※詳細な試験日時・試験会場等については、第一次試験、第二次試験の合格者に通知します。

・第二次試験の合格発表：８月上旬（予定）
合格発表

・第三次試験の合格発表：８月下旬（予定）
船橋市ホームページ及び船橋市職員研修所１階に合格者の受験番号を掲示します。また、合格
者には別途本人に通知します。

（２）社会福祉士、保健師、上級土木・建築・電気・農林水産（農業）、心理、獣医師
試験

試験科目・時期（予定）

内容

・集団討論・集団面接
（社会福祉士、保健師のみ実施）
第二次試験

集団による討論・面接試験を行います。

８月上旬～中旬
・個別面接、身体検査
８月中旬～下旬

個別での面接試験を実施します。身体検査については、
後日提出していただく「健康状態についての申告書」の
内容確認を面接時に行います。

※詳細な試験日時・試験会場等については、第一次試験の合格者に通知します。

・第二次試験の合格発表：８月下旬（予定）
合格発表

船橋市ホームページ及び船橋市職員研修所１階に合格者の受験番号を掲示します。また、合格
者には別途本人に通知します。

８ 採用予定時期
この採用試験の合格者は、原則として令和５年４月１日に採用されます。ただし、欠員の状況により既卒者につ
いては３月以前に採用されることもあります。
①受験資格がないこと、受験申込書その他提出書類の記載事項が正しくないことが明らかになった場合、又は採
用時に必要な書類の提出がない場合は、合格又は採用を取り消すことがあります。
②平成１3 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に規定する大学（短期大学を除く）又はこれと同等と認め
る学校等を卒業する見込みの人については、令和５年３月末日までに卒業できなかった場合は採用されません。
③資格・免許取得予定で受験した人が、資格・免許を取得できなかった場合は採用されません。

９ 給与
初任給の一例は、以下のとおりです。以下の金額は地域手当を含んでいます。
試 験 区 分 等
大学６卒

大 学 卒

初任給の額

獣医師

２２８，１４４円

上級一般行政（Ａ）
・（Ｂ）
、社会福祉士、保健師

２１１，３４４円

上級土木・建築・電気・農林水産（農業）、心理

上位の学歴や学校卒業後、資格取得後に一定の職務経験がある場合、経験に応じて加算される場合があります。
期末・勤勉手当（ボーナス）は、年間４．30 か月。このほか、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、扶養手
当等の手当が支給要件に応じて支給されます。
（いずれも令和 4 年４月１日現在）

１０ 試験結果の開示
この採用試験の結果等については、口頭により開示を請求することができます（下表参照）。
なお、電話、はがき、Ｅメール等による請求及び代理人の請求では開示できませんので、受験者本人が受験票及び
運転免許証等本人を確認できる書類を持参のうえ、直接お越しください。
請求できる人
第一次・第二次
及び第三次試験
不合格者

開示内容

開示期間

総合得点、総合順位

開示場所

各試験の結果発表から１か月

及び科目ごとの得点

船橋市職員研修所５階
人事課人材育成室

１１ 近年の職員採用試験の実施状況
年
職

度

令和３年度
最終
合格者数
②

一次
受験者数
①

種

令和２年度
最終
合格者数
②

一次
受験者数
①

倍 率
①/②

倍 率
①/②

上級一般行政(A)

550

30

18.3

195

27

7.22

上級一般行政(B)

476

30

15.8

348

27

12.89

社会福祉士

23

4

5.75

10

2

5.00

保健師

23

9

2.56

9

5

1.80

上級土木

34

5

6.80

11

2

5.50

上級建築

-

-

-

5

1

5.00

上級農林水産（農業）

-

-

-

4

1

4.00

心理

5

2

2.50

9

4

2.25

＊上級建築、上級農林水産（農業）は、令和３年度に採用試験を実施していません。
上級電気、獣医師は令和３年度、令和 2 年度に採用試験を実施していません。

採用試験の申込みをされた方は、必ず受験をしていただきますようお願いします
職員採用試験は皆様からの申込みをもとに準備を進めます。市民の方に納めていただいた貴重な税金を
有効活用するために、試験の申込みをされた方は必ず受験をしていただきますようお願いします。

受験申込み手続き（インターネット）
※やむを得ない事情でインターネットによる申込みができない方は、5 月１３日（金）までに、
総務部人事課人材育成室までご連絡ください。

【事前準備（申込みには以下のものが必要となります）】
〇パソコンまたはスマートフォン
※推奨環境[パソコン]
・OS：Windows8.1、Windows10、MacOS X 10.11 EI Capitan、MacOS 10.12 Sierra、
MacOS 10.13 High Sierra
・ブラウザ：Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari
※原則、各ブラウザの最新バージョン
※推奨環境[スマートフォン]
・OS：iOS10 以降、Android8.0 以降
・ブラウザ：Safari、Google Chrome

※原則、各ブラウザの最新バージョン

〇本人の E メールアドレス
〇PDF ファイルを読むためのソフトまたはアプリ
〇受験票を印刷するためのプリンタ（コンビニエンスストアのプリントサービス等利用可）
〇顔写真（縦横の比率が４：３のもの）のデータ
※申込み前３か月以内に写したもの、上半身、脱帽、正面向きで本人と確認できるもの

【受付期間】
５月１日(日)９：００ ～ ５月２５日(水)１７：００（受信有効）

【申込手順】
① 「船橋市オンライン申請・届出サービス」で利用者 ID を取得する
（注意：利用者 ID を取得しただけでは申込みをしたことにはなりません。必ず②の手順を行ってください）
② 同サービス内で受験申込み（申込み内容の入力）を行う
※船橋市ホームページ「職員採用試験情報」（https://www.city.funabashi.lg.jp/saiyou/index.html）の
「令和４年度職員採用試験

受験案内とインターネットによる申込み」ページ内に設ける「インターネ

ットによる申込み」で、手続き方法の詳細や注意事項等を必ず確認した上で手続きを行ってください。

【注意等】
・利用者 ID の取得だけでは、受験申込みが完了したことにはなりません。
・システム障害対応のために申込受付期間中にシステムを停止する場合や、使用しているパソコンや通信
回線上の障害等が発生した場合のトラブルについては、一切責任を負いません。
・受付期間を過ぎると入力途中でも申込みができなくなります。時間に余裕を持って申し込んでくださ
い。
・６月上旬に受験票発行通知メールを送付します。6 月１３日（月）までに届かない場合は、総務部人事
課人材育成室へお問い合わせください。
・受験資格がないことまたは受験申込書その他提出書類の記載事項が正しくないことが明らかになった
場合は合格を取り消すことがあります。また、申込書が受理された後の試験区分の変更は認めません。
なお、提出書類は一切お返ししません。
・受験申込者から取得する個人情報は、船橋市職員を採用するという目的を達成するために利用するもの
であり、第三者に提供又は公表されることはありません。

よくあるご質問
受験について
Ｑ１．どうすれば「公務員」になれますか。
Ａ１．公務員という資格はありません。国や地方公共団体が実施する採用試験を受験し採用されれば、その団体
の職員となり、公務員ということになります。
Ｑ２．船橋市民でなくても受験できますか。
Ａ２．住所要件は設けていません。受験資格を満たしている方であれば、市内外を問わず受験することができま
す。
Ｑ３．試験に合格すれば必ず採用されますか。
Ａ３．受験資格を満たさなくなる場合を除いて、例年、全員が採用されています。

勤務条件について
Ｑ１．休暇にはどんなものがありますか。
Ａ１．年次有給休暇は、１年度に２０日付与され、１時間単位で取ることができます。その他、７日間の夏季休
暇（令和３年度実績）や、結婚・出産のための休暇のほか、子の３歳の誕生日の前日まで男女とも育児休
業を取ることができます。社会の要請に応えて骨髄移植のためのドナー休暇や介護休暇、そしてボランテ
ィア休暇も導入されています。
Ｑ２．勤務時間や時間外勤務の状況はどうなっていますか。
Ａ２．勤務時間は、原則として８時４５分～１７時１５分（月曜日から金曜日）。土・日曜日が休日の完全週休
２日制です。公民館、児童ホームなど土・日曜日出勤のセクションもありますが、週３８時間４５分勤務
は同じです（令和３年度実績）。必要があれば時間外勤務もありますが、時間外勤務を原則しない日とし
て毎週水曜日のノー残業デー、第二・第四金曜日のワーク・ライフ・バランスデーを設けるなど、時間外
勤務削減に取り組んでいます。
Ｑ３．職場での受動喫煙防止の取り組みはどうなっていますか。
Ａ３．原則禁煙で、庁舎外に設置した喫煙所でのみ喫煙可としています。また、毎週水曜日は「禁煙デー」とし
市施設の敷地内における市職員の喫煙を終日禁止としています。

福利厚生について
Ｑ１．遠方からの受験予定者です。職員用の宿舎（寮）はありますか。
Ａ１．職員用の宿舎（寮）はありません。職員の住まいの状況により住居手当が支給されます（上限：月 28,000
円）。
Ｑ２．旅行やレジャー施設など、職員ならではの余暇のメリットはありますか。
Ａ２．ふなばしアンデルセン公園などの市内外の共済組合契約遊園施設、共済組合契約宿泊施設を組合員価格で
利用できます。

研修制度について
Ｑ１．船橋市はどのような人材育成をしていますか。
Ａ１．本市では人を財産であると考えています。新規採用職員、主任、係長、管理職などの各職階で求められる
能力や意識の向上を図る研修、実務スキルの向上を図る研修などを通じて、職員の成長を支援しています。
新規採用職員は公務員としての心構えや接遇、市の行政全般について学ぶ研修に加え、救命講習なども受
講し年間を通じて本市職員として必要なスキルも学んでいきます。
また、新規採用職員には先輩職員がチューターとなり、目標の設定や仕事の悩み・課題の解決などに一緒
に取り組んでいきます。
Ｑ２．その他にどんな研修がありますか。
Ａ２．職員の自己啓発に対する思いを支援するため、各種「資格取得支援」という制度があり、所定の資格を取
得した職員に受験料の一部を助成しています。また、OA、文書作成、接遇等の実務スキルを学ぶ研修や
千葉県自治研修センター等の外部研修機関で専門性の高い知識を習得する「派遣研修」等もあります。

【お問合せ先】
職員採用に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

船橋市 総務部 人事課 人材育成室
〒273-0011

千葉県船橋市湊町２丁目６番１０号

電話：047-435-8642

Ｅメール：kenshu@city.funabashi.lg.jp

【職員採用試験の最新情報】
職員採用試験の最新情報等は、船橋市ホームページの「採用試験情報ページ」で
ご確認いただけます。

採用試験情報ページ ＵＲＬ

https://www.city.funabashi.lg.jp/saiyou/index.html

