
2020 年度採用予定試験案内 

2019 年度 岐阜市職員採用試験要綱 

（資格免許職（B）保育士） 
 

 

 

 

 

《申込受付期間》 

２０１９年５月７日（火）～５月２８日（火） 

《第 1 次試験日》  

２０１９年６月２３日（日）  
《第１次試験会場》 ※東京会場、岐阜会場いずれかを選択 

東京会場：TKP田町カンファレンスセンター  

岐阜会場：岐阜薬科大学 三田洞キャンパス 
 
１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容 

職種区分 採用予定人員 職   務   内   容 

保 育 士 １５人程度 保育士の職についての専門・技術的業務 

 
２ 受験資格 

受験資格 

昭和５５年４月２日以降に生まれた人で、保育士として都道府県知事の登録を受けている人 

又は２０１９年度中に登録を受ける見込みの人 

ただし、次の各号のいずれか（地方公務員法第 16条に規定する欠格条項）に該当する人は、受験できません。 

（１）成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。）※法改正により変更となる場合があります。 

（２）禁こ
・

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 

（３）岐阜市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

（４）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 

  

※受験資格等について 

        申込書の記載内容に不正があると、職員として採用される資格を失います。 

また、採用後に不正が発覚した場合には、採用を取り消します。 
 

３ 受験手続 
  ※受験申込書及び受験票は、岐阜市ホームページ〈http://www.city.gifu.lg.jp/〉の職員採用試験総合案内 

からプリントアウトすることができます。 

  ※郵送で申込書を請求する場合、封筒の表に「保育士採用試験申込書用紙請求」と朱書きし、120 円切手を貼

った受験者の郵便番号・住所・氏名明記の返信用封筒（角型 2号）を同封してください。 

2019 年 5 月 7 日 

岐阜市行政部人事課 

ここに暮らすひとが、幸せに暮らせるまちを目指して 
「こんな都市にしたい」と未来を思い描く、あなたの熱意 
県都・ぎふの未来を切り拓く、新しい力を待っています。 
 



 
  以下の要領で申し込んでください。 

申込書 

提出先 

〒 500-8701 岐阜市今沢町１８番地  
岐阜市役所  行政部人事課 

必要書類 

 

１ 受験申込書Ⅰ 
２ 受験申込書Ⅱ（電算入力用） 
３ 受験票  
 

申込方法 

①郵送にて申し込む場合  

 上記必要書類がすべてそろっていることを必ず確認し、封筒の表に受験を希望する試験名（「保

育士採用試験受験」）を朱書きの上、岐阜市役所行政部人事課宛てに、特定記録郵便または

簡易書留郵便にて送付してください。 

  ※なお、受験票については、受付後受験者宛てに返送しますので、下記事項にご注意ください。 

（6月 3日までに受験票が到着しない場合は人事課に連絡ください。） 

（ア）受験申込書等を郵送で取り寄せた場合または市役所にて受け取った場合 

→受験票の裏面がはがきになっていますので、所定の位置に６２円切手を貼り、受験者の郵便番号・住

所・氏名を明記してください。 

（イ）受験申込書等をホームページからプリントアウトした場合 

→切り取った「受験票」を、受験者の郵便番号・住所・氏名を明記した官製はがき、または６２円 

切手を貼ったはがきの裏に、はがれないよう貼り付けてください。 

※上記（ア）及び（イ）において切手や官製はがきの貼り付けがないものは受験受付できません。 

 

②人事課へ直接持参し申し込む場合  

 上記必要書類を、岐阜市役所本庁舎４階の人事課まで持参してください。 

その場で「受験票」を交付します。  

※申し込みは原則、郵送でお願いします。 

申込受付 

期間 

２０１９年５月７日（火）～５月２８日（火）の平日 
午前８時４５分から午後５時３０分まで 

（郵送の場合、５月２８日（火）までの消印のあるものに限り受け付けます。） 

 

４ 試験の日時、会場及び合格者発表 

試 験 日 時 試 験 会 場 合格者発表 

 

第１次試験 

（※） ２０１９年６月２３日（日） 

午前９時３０分受付開始 

午前１０時開始 

午後２時３０分終了予定 

 

東京会場： 

TKP田町カンファレンスセンター 
(東京都港区芝 5-29-14田町日工ビル） 
東京会場は定員があるため、申込多数の場

合、岐阜会場に変更することがあります。 
２０１９年７月上旬 

(予定) 
合格者にのみ結果を郵送で通

知します。 

 

第 1次試験会

場のみ東京会

場か岐阜会場

いずれかを選

択してくださ

い。 

岐阜会場： 

岐阜薬科大学三田洞キャンパス 
（岐阜市三田洞東 5-6-1） 
申込多数の場合、会場を変更することがあり

ます。 

 

第２次試験 

２０１９年７月１４日（日）  ：適性検査、論文試験 

２０１９年８月上旬（予定）  ：口述試験 

日時・会場等詳細は、第１次試験合格発表の際にお知らせします。 

２０１９年９月上旬 

（予定） 
受験者全員に結果を郵送で

通知します。 

・災害その他の事情により、第１次試験の日程を変更する場合には、岐阜市ホームページのトップ

ページ〈http://www.city.gifu.lg.jp/〉「注目情報」にてお知らせする予定です。 

・各試験の合格者の受験番号は、岐阜市ホームページにも掲載します。 

 

それぞれに必要事項を記入し、受験申込書Ⅱ及び

受験票については、切り取り線に沿って丁寧に切り

離してください。（なお、受験票には、申込時に写

真を添付する必要はありません。） 



 
  
※第１次試験受験時の注意事項 

◎試験会場は、東京会場か岐阜会場いずれかを選択してください。 

申込後に試験会場の変更はできません。ただし、東京会場は定員があるため申込者の 

先着順で受け付けることとし、申込多数の場合、岐阜会場に変更することがあります。 
◎試験会場には駐車できません。また、試験会場周辺への駐停車は付近の住民の方の迷惑となります

ので、自家用車の使用は禁止します。（公共交通機関をご利用ください。） 

◎道順等については人事課にお問い合わせください。（岐阜薬科大学への照会はできません。） 

◎昼食は各自でご用意ください。 

(東京会場は会場内での飲食は原則禁止ですので、ご承知おき下さい。) 

◎敷地内での喫煙はご遠慮ください。 

◎携帯電話の使用は禁止します。（時計代わりとしての使用も認められません。） 
 

 

５ 試験の方法 

 

６  合格から採用まで、その他 
（１）この試験の最終合格者は、岐阜市職員採用候補者名簿に登載され、そのうちから成績順に採用者が決定

されます。したがって、採用候補者名簿に登載された者がすべて採用されるとは限りません。 

（２）採用予定時期は、原則として 2020年 4月 1日ですが、2020年 4月 1日以前に採用される場合があ

ります。 
（３）2019年度に新規採用された場合の初任給(地域手当含む)は、4年制大学卒 198,432円、短大 2年制卒 

177,232円で、民間企業等における職歴等がある場合はそれらを勘案して決定されます。原則として毎年

１回定期に昇給します。このほかに期末手当、勤勉手当、地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等が

支給要件に応じて支給されます。 

（４）その他勤務条件等 

 

 

 

 

 

 

   

   ※保育所に配属された場合の勤務条件であり、配属先によっては異なる勤務条件となる場合があります。 

 

７  試験結果の提供 
受験者のうち第１次・第２次の各試験の不合格者の方のみ、試験結果が発表された日から１年間、試験

結果について、岐阜市個人情報保護条例の規定に基づき、開示を請求することができます。開示を希望す

る場合は、運転免許証等本人であることを確認できる物を必ず持参の上、人事課までお越しください。（電

話・郵便等による問い合わせには応じられません。） 

なお、お知らせする試験結果の内容は、「総合得点」と「順位」です。 

 

区 分 試験科目 内  容 

第１次試験 

教 養 試 験  

（40題 2時間） 

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について、択一式の筆記試験を短大卒程度で行います。 

専 門 試 験 

（30題 1.5時間） 

専門的知識及び能力について、択一式の筆記試験を次の出題分野で行います。 

出題分野：社会福祉、児童家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心理学、保

育原理、保育内容、子どもの保健（精神保健を含む。） 

第２次試験 

適 性 検 査 職務遂行上必要な素質及び適性について、検査を行います。 

論 文 試 験 識見、論理性、思考力等について試験を行います。 

口 述 試 験 人物等について個別面接による試験を行います。（複数回の予定） 

１週間の勤務時間 ３８時間４５分（４週７休制） 

１日の勤務時間 

シフト制となります。（１日の休憩時間：４５分） 

平日   午前７時～午後８時までの７時間４５分 

土曜日    半日もしくは７時間４５分勤務 



 
《試験についての問い合わせ先》 

       岐阜市役所 行政部人事課 

          〒500-8701  岐阜市今沢町 18番地   

                （岐阜市役所本庁舎高層部４階） 

        ℡058-214-4925  E-mail  jinji@city.gifu.gifu.jp 
 

 

 



 
 

第１次試験会場案内 

6月 23日東京会場 

東京都港区芝 5-29-14 田町日工ビル 

TKP田町カンファレンスセンター 2階ホール 2Ｂ 

 

 
 
 
 

《東京試験会場までの交通案内》 
 

  ●JR山手線 田町駅三田口(西口) 徒歩 5分 

      ●JR京浜東北線 田町駅 三田口（西口） 徒歩 5分 

●都営三田線 三田駅 A3出口 徒歩 5分 

●都営浅草線 三田駅 A3出口 徒歩 5分 

 

 



 
 

第１次試験会場案内 

6月 23日岐阜会場 

岐阜薬科大学 三田洞キャンパス（岐阜市三田洞東５－６－１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《岐阜試験会場までの交通案内》 

岐阜バス 
○茜部三田洞線（長良橋経由） 

「三田洞団地」行き  「三田洞自動車学校口」下車 徒歩５分 
（ＪＲ岐阜バスターミナル 茜部三田洞線12番のりば） 

 
     ※試験当日、ＪＲ岐阜バスターミナル 12番のりばから、三田洞自動車学校口直行の臨時バス 

（有料）が出ます。 

（名鉄岐阜バスターミナル 4番のりばを経由します。） 

      ※バスの発車時間の詳細は、6月初めに岐阜市ホームページの職員採用試験総合案内に掲載 

します。帰路は、三田洞自動車学校口から名鉄岐阜駅・ＪＲ岐阜駅直行の臨時バス （有料）が 

出ますので、あわせてご利用ください。 

 

 

 


