令和元年度

鴻巣市 職員採用試験受験案内
KONOSU CITY

人物重視の採用を実施
市民から信頼される職員
市民との協働意識のある職員
自らの資質向上に努める主体的な職員
チャレンジ精神のある職員
経営感覚を備えた職員
【募集職種・採用人数】
一般事務職（上級・中級・初級）
一般事務職（身体障がい者）
一般事務職（スポーツ推進者）
一般技術職（建築・土木）
建築基準適合判定資格者
一級建築士
保育士
保健師
管理栄養士
精神保健福祉士
歯科衛生士
助産師

○第１次試験日
○受 付 期 間

15 名程度
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名

令和元年 9 月 22 日（日）
令和元年 7 月 13 日
（土）
～令和元年 8 月 5 日
（月）

電子申請による“かんたん”Web 申込！詳細は「2 受験手続」をご確認ください。

埼 玉 県 鴻 巣 市

令和元年度 鴻巣市 職員採用試験受験案内
１ 募集職種・採用予定人数・受験資格
募集職種

一般事務職

一般事務職
（身体障がい者）

採用予定人数

15 名
程度

受

験

資

格

【試験区分】・上級（大卒及び卒業見込み）
平成 3 年 4 月２日～平成 10 年４月１日生まれの方
・中級（短大卒・専門学校卒及び卒業見込み）
平成 5 年４月２日～平成 12 年４月１日生まれの方
・初級（高卒及び卒業見込み）※１年制の専門学校は初級区分になります。
平成 7 年４月２日～平成 14 年４月１日生まれの方

○昭和 59 年４月２日～平成 14 年４月１日生まれで、次のすべてに該当する方
・身体障害者手帳の交付を受けている方
若干名
・活字印刷文による出題に対応できる方
・最終学歴に応じて上級・中級・初級の試験区分が適用されます。

一般事務職
（スポーツ
推進者）

○昭和 59 年４月２日～平成 14 年４月１日生まれで、次の(1)(2)いずれにも該当する方
ア 、○
イ いずれかに該当する方
(1)高等学校在学時以降において、次の○
ア オリンピック、世界選手権又はこれらと同等の国際大会（以下「国際大会」という。）に選
○
手として出場経験があること
イ 国民体育大会、全日本選手権大会、全国実業団選手権大会、全国大学選手権大会（イ
○
若干名 ンカレ）、全国高校総合体育大会（インターハイ）又はこれらと同等の全国大会（以下「全国
大会」という。）に選手として出場し、入賞等の優秀な実績があること
ア 、○
イ いずれかに該当する方
(2)採用後において、次の○
ア 国際大会又は全国大会で現役選手として活躍が見込める方
○
イ スポーツを通じて培った知識、経験、挑戦する意欲、物事を成し遂げる力を本市のスポ
○
ーツ振興やまちづくりに発揮できる方

一般技術職
（建築・土木）

○大学、専門学校、高校等で建築又は土木系の課程を履修した方
【試験区分】・上級（大卒及び卒業見込み）
平成元年４月２日～平成 10 年４月１日生まれの方
若干名
・中級（短大卒・専門学校卒及び卒業見込み）
平成 3 年４月２日～平成 12 年４月１日生まれの方
・初級（高卒及び卒業見込み）※１年制の専門学校は初級の試験区分になります。
平成 5 年４月２日～平成 14 年４月１日生まれの方

建築基準適合判定資格者

一級建築士

若干名

○昭和54年４月２日以降生まれで、建築基準適合判定資格者の資格を有している方（注４）
○昭和 54 年４月２日以降生まれで一級建築士の資格を有している方（注４）

保育士

若干名

○平成元年４月２日以降生まれで、保育士資格を有している方（注４）
・最終学歴に応じて上級・中級・初級の試験区分が適用されます。

保健師

若干名

○昭和 59 年４月２日以降生まれで、保健師資格を有している方（注４）
・最終学歴に応じて上級・中級・初級の試験区分が適用されます。

管理栄養士

若干名

○昭和 59 年４月２日以降生まれで、管理栄養士資格を有している方（注４）
・最終学歴に応じて上級・中級・初級の試験区分が適用されます。

精神保健福祉士

歯科衛生士
助産師
※注１
※注２
※注３
※注４

若干名 ○昭和 59 年４月２日以降生まれで、精神保健福祉士資格を有している方（注４）
若干名 ○昭和 59 年４月２日以降生まれで、歯科衛生士資格を有している方（注４）
若干名 ○昭和 59 年４月２日以降生まれで、助産師資格を有している方（注４）

高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者は、高等学校卒業と同等扱いとします。
日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条に該当する方は受験することができません。
最終学歴より下位の試験区分で申込みすることはできません。
令和 2 年３月末日までに当該資格取得見込みの方を含みます。

２ 受験手続
①申込方法
原則鴻巣市電子申請・届出サービスからのＷｅｂ申込
②申込期間・時間
令和元年７月１３日（土）0 時００分～令和元年８月 5 日（月）23 時 59 分
③詳細な手続方法
別紙 「鴻巣市電子申請・届出サービスからの Web 申込方法」 を参照してください。
④別途提出が必要な書類 ※一般事務職（スポーツ推進者）のみ
一般事務職（スポーツ推進者）を受験される方は、次の(ア)(イ)を下記の受付場所に郵送又は持参してください。
(ア)スポーツ実績申告書

(イ)実績を証明する書類

※(イ)・・・(ア)に記入した大会等について、成績を証明する賞状の写し、競技団体等が発行する成績証明書（開
封無効）又は新聞・雑誌等の掲載記事の写し等
受付場所（送付先）
〒365-8601 鴻巣市中央１－１ 鴻巣市役所総務部職員課（市役所新館２階 １４番窓口）
令和元年７月１6 日（火）～令和元年８月 5 日（月）９時００分～１７時００分（土日除く・郵送の場合は８月5 日（月）必着）
※やむを得ず鴻巣市電子申請・届出サービスが使用できない場合は、郵送又は持参による書面申込も可とします。
（インターネットに接続できるパソコン環境や受験票等印刷のためのプリンターがない等の場合）
①申込期間・時間
令和元年７月１6 日（火）～令和元年８月 5 日（月）９時００分～１７時００分（土日除く・郵送の場合は８月5 日（月）必着）
②必要書類
・令和元年度鴻巣市職員採用試験申込書（注：写真貼付） ・令和元年度鴻巣市職員採用試験受験票（注：写真貼付）
※写真は、申込書及び受験票ともに同一のものとし、裏面に氏名を記載してください。

・返信用封筒２通 ※受験票及び第1 次試験結果通知の郵送に使用します。長３サイズ（120ｍｍ×235ｍｍ) の封筒の表に申込者の住所、
氏名を明記し、８２円切手を貼ってください。なお、未受験の場合でも切手の返却はいたしませんのでご了承ください。

※次の(ア)(イ)については一般事務職（スポーツ推進者）のみ
(ア)スポーツ実績申告書 (イ)実績を証明する書類 ※(ア)に記入した大会等について、成績を証明する賞状の写し、競技団体等が
発行する成績証明書（開封無効）又は新聞・雑誌等の掲載記事の写し等

③申込書・受験票等の用紙配布場所
・鴻巣市役所職員課（市役所新館２階 １４番窓口）・吹上支所地域グループ ・川里支所地域グループ
・市民活動センター（エルミこうのす３階） ※市のホームページからもダウンロードできます。
④受付場所（送付先）
〒365-8601 鴻巣市中央１－１ 鴻巣市役所総務部職員課（市役所新館２階 １４番窓口）

３ 試験日時・試験会場（予定）
試

験

第１次
第２･３次

日

時

９月 22 日（日）、 受付開始 午前８時３０分（試験開始 午前９時）
１０月～１１月に実施予定（時間は、個々に指定します。）

試験会場

合格発表

吹上中学校

１０月上旬

市役所会議室 ２週間程度

※注１ 試験会場は、応募者数により変更する場合があります。 ※注２ 試験を辞退する場合は、事前に職員課にお知らせください。
※注３ 合格発表は、合否にかかわらず電子申請・届出サービスで通知します（書面申込の方には文書で通知します。） 。
また、市のホームページでも合格者の受験番号を掲載します。

４ 試験方法
職

種

一般事務職（上級・中級・初級）
一般事務職（身体障がい者）
一般技術職（建築・土木）
保育士・保健師・管理栄養士
一般事務職（スポーツ推進者）
建築基準適合判定資格者・一級建築士
精神保健福祉士・歯科衛生士・助産師

第１次試験

第２・３次試験
（第 1 次試験合格者のみ）

適性検査
教養試験
論文試験

面接試験

適性検査
論文試験

面接試験

５ 第１次試験内容
①教養試験

時事、社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料
解釈に関する一般知能等
②論文試験 社会問題、時事問題、行政課題、志望動機等
③適性検査 公務員として職務遂行上必要な素質、適性等

６ 採用
①最終合格者は採用候補者名簿に登載され、原則として令和 2 年４月１日以降の採用となります。
②次の事項に該当する場合は、合格又は採用を取り消します。
（１） 学校を卒業できなかった場合
（２） 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
（３） 提出した書類に虚偽があった場合、その他不正な手段を用いて受験した場合
（４） 必要な資格を取得できなかった場合

７ 勤務条件（平成３１年４月１日現在）
①初任給月額（給料+地域手当）
区
分
一般事務職 ・ 一般事務職（身体障がい者）
一般事務職（スポーツ推進者）
一般技術職（建築・土木） ・ 保育士
保健師 ・ 管理栄養士 ・ 精神保健福祉士
歯科衛生士 ・ 助産師
建築基準適合判定資格者 ・ 一級建築士

区分（最終学歴）

初任給（地域手当含む）

上級（大卒）

１９８，４３２円

中級（短大・専門卒）

１８０，３６０円

初級（高卒）

１６７，７９８円

民間での経歴に応じて計算します。
※民間での経歴等に応じて加算する場合があります。

②諸手当
地域手当、扶養手当、通勤手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当、住居手当等を規定に基づき支給します。
③勤務時間
原則として月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分までの週 38 時間 45 分です。（休憩１時間）
④休日・休暇等
原則として土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日から翌１月３日まで）※部署により変則勤務あり
年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇、出産時の特別休暇等が付与されます。
※女性職員の育児休業取得率は１００％です。
※埼玉県の「多様な働き方実践企業・ゴールド＋」の認定を受けています。

◇採用試験 お問い合わせ
鴻巣市総務部職員課
〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央１番１号
電話 048-541-1321（内線 2214・2216）
FAX048-542-9818
鴻巣市ホームページ http://www.city.kounosu.saitama.jp/

面積
人口
世帯数
職員数

67.44 ｋ㎥
118,555人
50,046世帯
693人

