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１  職種・資格・募集人数 

※  試験区分の中級は短期大学卒業程度です。  

※  外国籍の人も受験できます。ただし、本募集に係る表記 (申し込み、

試験、結果通知等 )は、全て日本語によります。  

 

２  受験の制限 

  地方公務員法第１６条（欠格条項）の規定により、次の各号のいずれ  

 かに該当する人は、受験できません。  

  （１）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。  

 （２）国立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。  

 （３）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。  

 

３  第一次試験（予定） 

 （１）日時  

  令和２年１月２６日（日）  午前９時４５分集合  

  ※遅刻者は入室できません。  

 （２）会場  

 申込みいただいた方に別途通知します。  

 （３）持ち物  

試験会場の通知文、ＨＢまたはＢの鉛筆（シャ－プペンシルも可）、

消しゴム  

（４）試験科目  

・教養：言語、社会科学系、数論理、自然科学系、時事・常識系等  

・作文：課題式  

（５）試験時間  

   当日の試験時間は３時間程度を予定しています。  

職 種 試験区分  受 験 資 格  募集人数 

保育士職  中   級 

○１～２の要件を全て満たす方  

１ .昭和５０年４月２日以降に生まれ

た方で、保育士資格を有している方。  

２ .保育士としての実務経験（週当た

り３０時間以上の勤務に限る）が、令

和２年３月３１日現在で通算３年以上

の方  

若干名  



（６）試験結果の通知  

     合格・不合格にかかわらず、試験の結果は通知します。  

 

４  第一次試験合格後の提出書類 

第一次試験合格者は、令和２年２月６日（木）までに最終学歴の成

績証明書及び卒業証明書（または、見込証明書）を提出していただき

ます。  

なお、最終学歴の学校を卒業後に別の学校を卒業または中退されて

いる場合にはすべての提出が必要です。例えば、大学を卒業後に別の

学校（大学や短期大学など）を卒業した場合は、その両方の証明が必

要となります。  

 

５  第二次試験 

第一次試験合格者に対し、令和２年２月１８日（火）（予定）に個

別面接試験を実施します。  

第二次試験合格者に対し、健康診断を実施します。  

 

６  採用方法 

  （１）最終合格者は、国立市職員採用候補者名簿に得点順に登載され

ます。原則として、令和２年４月１日以降、欠員等の状況に応

じて順次採用となります。  

 （２）名簿登載期間は原則として令和３年３月３１日までです。登載

期間を経過して不採用となる場合がありますので、ご注意くだ

さい。  

 

７  応募手続 

（１）申込書類  

ア  所定の採用試験申込書  

上半身脱帽、正面向き４㎝×３㎝の写真 (３カ月以内に撮影 )をそ

れぞれに貼付すること。  

イ  返信用封筒１通  

本人の宛先を記入し、８４円切手を貼ること。封筒のサイズは、

長形３号（１２０㎜×２３５㎜）  

ウ  保育士証の写し  

エ  エントリーシート  

 

（２）申込方法  

 ○郵送のみ（持参不可）  

   令和２年１月１０日 (金 )まで（当日の消印有効）  

   ※角形２号（Ａ４サイズ）の封筒を使用し、書留により送付して  

ください。  

    送付先：〒186-8501 国立市富士見台２丁目４７番地の１  



        国立市役所行政管理部職員課人事・人材育成係   

 

注 )ア  申込書類に不足又は記載の不備がある場合は、受付できない場

合があります。  

イ  内容確認のためこちらから連絡する場合があります。照会に応

じない場合、申込を辞退したとみなすことがあります。  

ウ  １月２２日（水）までに受験票が届かないときは、１月２３日

（木）に、必ずお問い合わせください。  

エ  試験に関する提出書類は一切お返ししません。  

オ  取得した個人情報は適切に管理し、採用試験以外には利用いた  

   しません。  

カ  しょうがいのある方は、試験会場等の準備のため、申し込む前

に必ず職員課人事・人材育成係へご連絡ください。事前申出が

なかった方については対応できない場合があります。  

 

８  給与（平成３１年４月１日現在）  

（１）初任給  

  中級初任給（給料＋地域手当１５％）  約１８１，８１５円  

  ※職務経験年数等に応じて、増額される場合があります。  

   例えば、短期大学卒業後、募集職種と同種で正職員での職務経験年

数が１０年で３０歳の方は２６９，２１５円程度が支給されます。  

（２）昇給年１回  

（３）諸手当  

①扶養手当：配偶者、子、父母等、対象に応じた手当額を支給  

②住居手当：15,000円（35歳未満の借家・借間に居住する世帯主）  

※上記の他、職員の給与に関する条例に基づき、通勤手当、期末・勤勉

手当、時間外勤務手当等が支給されます。  

 

９  福利厚生 

  各地の保養施設への宿泊助成や、パッケージ旅行利用助成、人間ドッ

ク助成、貯金事業、貸付事業などを行っています。  

 

１０  勤務時間・休日  

 （１）勤務時間は１週３８時間４５分（原則午前８時３０分から午後５

時１５分まで）で、週休二日制です。  

 （２）休日は、原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日等です。  

※勤務時間と休日は、配属先により異なる場合があります。  

 

１１  有給休暇 

  １年間に２０日の有給休暇（年度初めの付与日数）、その他夏季休暇、

忌引休暇、結婚休暇、介護休暇、出産育児関連休暇等の制度があります。  

 



１２  勤務地  

市役所本庁舎及び国立市内関連施設  

 

１３  先輩職員インタビュー、過去の採用試験の実施状況等  

   国立市ホームページにて公開しています。  

http://www.city.kunitachi .tokyo.jp/ 

 

１４  最終合格後の提出書類  

（1）実務経験証明  

最終合格後、実務経験期間確認のため、実務経験証明書等を提出し

ていただきます（期間が確認できない場合は、合格を取り消します）。  

（２）週20時間以上勤務であったことの証明書  

職歴に週20時間以上勤務の非正規社員（契約社員・アルバイト・派

遣社員等）の在職期間がある方は、該当する在職期間に関して証明書

等を提出していただきます。（証明できない場合は、初任給決定にお

いて、週20時間以上勤務の場合よりも低い換算率で初任給を計算しま

す。）  

証明書類の例：雇用保険資格喪失確認通知書の写し、在職証明書

（週の勤務時間の証明があるもの）  

※採用試験申込書の職歴を基に初任給計算をしています。職歴の記

載がない場合は無職であったものとして、計算をします。  

 

  

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/


１５  国立市役所案内図  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＩＮＥやTwitterでも市政情報、イベント・催し物のお知らせや、災害

時等の緊急時の情報発信をしています。  

ＬＩＮＥ及びTwitter公式アカウント：@city_kunitachi 

 

 

 

 

  

JR中央線国立駅南口から  
バス 4番乗り場から「国立泉団地」、「国立操車場」、「矢川駅」行きのバスにご乗車いただ

き「国立市役所入口」にて下車 (所要時間約6分 )   

国立駅から徒歩でお越しの場合は約25分です  

 

JR南武線谷保駅北口または JR南武線矢川駅北口から  

谷保駅北口から徒歩で約7分  矢川駅北口から徒歩で約 8分  

 
  

https://2.bp.blogspot.com/-J0Pm_5kXSg4/Wq9-bPEl-LI/AAAAAAABK8k/mhTM7cxYpU4z0khY3IyD1dpC3LCTsjTwACLcBGAs/s800/group_people_no_dog.png


〔採用決定までの流れ〕  

  

(１ )採用試験申込 令和 2年 1月 10日 (金 )まで 

⇩  
(２ )試験会場案内 令和 2年 1月 22日 (水 )までに試験案内の送付  

※案内が届かないときは、 1月 23日 (木 )に、

必ずお問い合わせください。  

⇩  
(３ )第一次試験 

（教養・作文・ 

適性検査） 

令和 2年 1月 26日 (日 ) 

第一次試験合格者は、第二次試験の前に最終

学歴等（令和 2年３月末日までに卒業見込の

場合を含む。）の成績証明書及び卒業証明書

（または、見込証明書）を提出。  

⇩  
(４ )第二次試験 

（面接）  

令和 2年 2月 18日 (火 )（予定） 

⇩  
(５ )最終合格 採用候補者として名簿登載されます。  

 

⇩  
(６ )採用決定 欠員等の状況に応じて、令和 2年4月 1日以降

順次採用されます。  

⇩  
(７ )国立市役所入職  

  

 

 

  



 

〔過去の採用試験実施状況〕  

令和元年度実施採用試験《保育士職 (中級 ) 募集人員  若干名》 

  一次試験日…令和元年６月１６日・・・筆記試験、適性検査及び作文  

  二次試験日…令和元年７月  ５  日・・・個別面接  

 

申込者  受験者  一次合格者  最終合格者  倍  率  

１２人  １１人  ７人  ２人  ６  

 

 

平成３０年度実施採用試験《保育士職 (中級 ) 募集人員  若干名》 

  一次試験日…平成３０年１１月１１日・・・筆記試験及び作文  

  二次試験日…平成３０年１２月２日・・・個別面接及び適性検査  

  三次試験日…平成３０年１２月２５日・・・個別面接  

 

申込者  受験者  一次合格者  二次合格者  最終合格者  倍  率  

４５人  3５人  １５人  ９人  ５人  ７  

 

 

平成２９年度実施採用試験《保育士職 (中級 ) 募集人員  若干名》 

  一次試験日…平成２９年１１月２６日・・・筆記試験及び作文  

  二次試験日…平成２９年１２月１７日・・・集団面接及び適性検査  

  三次試験日…平成３０年１月１１日・・・個別面接  

 

申込者  受験者  一次合格者  二次合格者  最終合格者  倍  率  

36人  32人  24人  14人  8人  4 

 

 


