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１．募集人数、受験資格 
（１）募集人数等 

保育士Ａ及び保育士Ｂは任期が異なります。 

併願が可能です。ただし両方に合格した場合には、任期は３年間となります。 

受験 

区分 

職種 

区分 
資格等 

募集 

人数 
任期 

一
般
任
期
付 

保育士Ａ 保育士の登録を受けて

いる人又は令和３年４

月までに受ける見込み

の人 

１３名

程度 

令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

(３年間) 

保育士Ｂ 
１５名

程度 

令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

(２年間) 

 

（注１）採用予定人数は、変更になる場合があります。 

（注２）一般任期付職員とは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成

14 年法律第 48 号）第４条に基づくもので、一定の期間内に終了することが見込まれる

業務や一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事させるために一定の期

間に限って採用する特例的な採用制度です。給与・勤務条件は、正規の職員と同様とな

ります（昇格を除く。）。 
 
（２）次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

での人 
②市川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 
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人 
④申込日現在、市川市職員である人。（ただし、会計年度任用職員及び令和３年３月３１日

までに任期が満了する任期付職員、再任用職員を除く。） 
 
２．職務内容 

受験の申し込みにあたっては、職務内容を十分理解して申し込んでください。 

保育士Ａ・保育士Ｂの職務内容は同じです。 

職務内容 保育園等に勤務し、保育業務に従事します。 

 

受付期間 令和３年１月８日（金）～ 令和３年１月２９日（金）１３時まで 

 

 

 令和２年度 

市川市職員採用試験受験案内 

【一般任期付職員（保育士）】 
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３．受験申し込みの受付 
申し込み方法は、インターネットのみでの受付となります。（身体の障がい等によりインターネ

ットによる申込みが困難な人は、人事課までお問い合わせください。） 
受付期間内に「市川市職員採用試験申込フォーム」にアクセスして、申込みをしてください。 

 

【受付期間】 
令和３年１月８日（金）～ 令和３年１月２９日（金）１３時まで 
※上記の期間以外は一切受付できませんので注意してください 

 

 申 込 方 法 注 意 事 項 

手順① 申込期間内に以下の(1)か(2)いずれかの方法で、「市

川市職員採用試験申込フォーム」にアクセスして、申

込をしてください。 

(1) ﾊﾟｿｺﾝ：市川市公式 WEB サイトからアクセス 

(2) ｽﾏﾎ等：以下の QR コードにアクセス 

 

 

 

 

電子メールのアドレスが必要

です。 
パソコン、スマートフォン、

タブレット端末から申し込むこ

とが可能です。 
インターネットに要する機器

や通信料などの費用は受験者の

負担となります。 

手順② 必要事項を入力し、受験者本人の顔写真※を添付し

ていただき、申込ボタンを押してください。 
 

※申込前６ヶ月以内に撮影した

写真（脱帽、上半身、正面向き） 
一次保存されたデータの保存期

間は 大 3 日間です。 
手順③ 正常に申込された場合には「受験申込を受け付けま

した」という画面に切り替わります。 
その後、入力していただいたアドレスに電子メール

にて申込完了の旨及び受験番号をお送りします。 
申込確認のメールが届かない場合は、メールの設定

が受信拒否になっていないかをご確認ください。※ 
 
なお、１日以上経過しても届かない場合は市川市人

事課へお問い合わせください。 
（電話：０４７－７１２－８５７３） 

※下記ドメインからのメールを

受信できるよう、あらかじめメ

ール受信の許可設定をしてから

申込を行ってください。設定方

法については、プロバイダや携

帯電話会社等にお問い合わせく

ださい。 
@city.ichikawa.lg.jp 
@form.kintoneapp.com 

 
その他 申込にあたり、メンテナンス等によるシステムの停

止や通信・機器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。余裕を持って早めに申込手続きを

行ってください。 
申込後に入力内容を修正することは出来ません。間

違いがないかよく確認をして申込ボタンを押してくだ

さい。 
 

ブラウザの推奨利用環境は右の表の通りです。 
 

 

 
Windows Internet Explorer 

Microsoft Edge 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 

macOS Safari 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 

iOS Safari 
Google Chrome 

Android Google Chrome 
 

 
【個人情報の取扱いについて】  

本案内に添付の受験申込書において収集した個人情報は、職員採用試験に係る事務に利用するこ

とを目的とし、市川市個人情報保護条例（昭和 61 年 7 月 2 日条例第 30 号）で保護及び管理され

るとともに、本人の承諾なしに他に利用及び提供いたしません。 
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４．試験日時・内容・結果の開示等 

（１）試験方法等 

試験 合格発表 

エントリーシート審査 
（申込時に記載いただいた内容から、職務に活かせる 

知識・経験・意欲等を評価） 
２月下旬に、市ホームペー

ジにて合格者を発表します。 

また、合否に関わらず文書

にて通知します。 個別面接 （２月上旬） 

会場：市川市役所第一庁舎 

※ 身体の障害等のため、受験するにあたり何らかの配慮が必要な人は、必ず申し込み時

にご相談ください。 
※ 試験会場には受験者用の駐車場・駐輪場がありません。交通機関（電車・バス等）を

利用してください。 
※ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、試験日程及び内容に変更が生じる場合

があります。変更となった場合は、電子メール又は電話にてご連絡します。 
 

 

 

 

 
 
（２）試験結果の開示 

下表に掲げる受験者本人は、試験の結果について開示を請求することができます。 
ただし、電話、郵便、メール等による請求のほか、代理人による請求では開示できません。 
請求する人は、受験票及び本人確認できる物（運転免許証、マイナンバーカード等）を持参

のうえ、直接市川市役所 第１庁舎４階 人事課までお越しください。 
 

請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所 

不合格者 
エントリーシート審査 
及び面接試験総合順位 

令和３年３月末 
まで 

市川市役所 
第１庁舎 

 

５．注意事項 

 

・ 受験資格を満たしていることを確認してから申し込んでください（１.(1)(2)参照）。 
・ 内容に虚偽の事項がある場合や、受験資格を満たさなくなった場合、採用予定日までの

間に重大な非違行為やその他勤務が困難な事由が生じた場合には、合格又は採用が取り

消しとなることがありますので十分に注意してください。 
・ インターネット接続に要する機器や通信料などの費用は、受験者の負担となります。 

 

６．合格から採用まで 

（１） 終合格者には、文書により就職の意思を確認させていただきます。 

－合格者の決定方法について－ 

職種区分（保育士Ａ・保育士Ｂ）ごとに採点・順位決定を行い、合格者を決定いたします。 
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（２） 採用は、令和３年４月１日を予定しています。 
保育士Ａの任期は、令和３年４月１日～令和６年３月３１日 (３年間)、 
保育士Ｂの任期は、令和３年４月１日～令和５年３月３１日 (２年間)、 
なお、必要があるときは 長５年まで任期が更新される場合があります。 

 
７．給与等 

（１） 卒業後直ちに採用された場合の初任給は、次の予定です。 

  終 学 歴 格付け 初任給（地域手当を含む）  

大 学 卒 １級 約２１１，０００円  

短 大 卒 １級 約１８９，０００円  

 

 

資格（保育士）取得後に職務経歴等がある人には、前述の金額に一定の基準で算出され

た額が加算されます。[例]大学卒業後に職務(正規職員)経歴がある場合の初任給モデル 

（２） 

 年齢 経験 格付け 初任給（地域手当を含む） 

 ２８歳 ５年 １級 約２３９，０００円 

 ３３歳 １０年 １級 約２５７，０００円 

 ※初任給格付けは、全て１級となります。 

（３） 期末・勤勉手当（年間 4.45 月分）、通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当、

特殊勤務手当等がそれぞれの要件により支給されます。（令和３年１月１日現在） 

   （注）これらの給与の額は改定となることがありますのでご了承ください。 

 

８．勤務時間・休暇 

（１） 勤務時間 ※配属先職場の勤務時間が適用されます。 

原則として、5 週 10 休制 

 月曜日～金曜日 8 時 45 分から 17 時 15 分（5 週につき 1 平日休み） 

 土曜日     8 時 45 分から 17 時 15 分（5 週につき 1 日勤務） 

※早番・遅番勤務あり（シフト制） 

早番：7 時 10 分から 15 時 40 分、遅番：10 時 50 分から 19 時 20 分 

（２） 休 暇 

 有給 年次休暇 4 月採用の場合は年間 15 日、その翌年から年間 20 日 

特別休暇 結婚、忌引など 

 無給 介護休暇 

育児休業 

その他 

 

９．福利・厚生 
保養施設等が利用できるとともに、住宅貸付等が受けられます。 

 
１０．お問い合わせ先  
        〒２７２－８５０１ 

千葉県市川市八幡１丁目１番１号 市川市役所総務部人事課 採用試験受付係 
Tel：０４７－７１２－８５７３（直通） 


