
静岡市職員採用試験
の概要

【はじめに】

これから説明する内容は、今年度実施した採

用試験の内容に基づき作成したものです。来年
度の採用試験の内容については、現時点では
未定です。
※試験実施職種・日程概要の発表は3月上旬、
試験実施計画の発表は3月下旬の予定



試験区分
試験実施時期

試験の種類 職 種

大学卒程度

事務・福祉・心理・土木・建築・電気

機械・化学・小中学校事務・消防士

など

【受験申込み】

5月

【試験期間】

6月～8月

短大卒程度 福祉

免許資格職
獣医師・薬剤師(行政)・保健師

小中学校栄養士・精神

短大卒程度 事務・消防士 【受験申込み】

8月

【試験期間】

9月～11月

高校卒程度
事務・土木・建築・電気

機械・水道技術・消防士

免許資格職 こども園調理栄養士・保育教諭

試験日程



内 容 日程（予定） 【参考】平成30年度日程

受験申込み 5月中旬～下旬 5月9日(水)～23日(水)

第1次
試験

筆記試験 6月下旬 6月24日(日)

面接等試験 7月中旬 7月9日(月)～19日(木)

第1次試験合格発表 7月下旬 7月24日(火)

第2次
試験

筆記試験 8月上旬 8月4日(土)

面接試験 8月上旬～下旬 8月6日(月)～23日(木)

最終合格発表 9月上旬 9月3日(月)

試験日程（大学卒程度等）



内 容 日程（予定） 【参考】平成30年度日程

受験申込み 8月上旬～中旬 8月3日(金)～16日(木)

第1次
試験

筆記試験 9月下旬 9月23日(日)

面接等試験 10月上旬 10月9日(火)～12日(金)

第1次試験合格発表 10月下旬 10月23日(火)

第2次
試験

筆記試験 11月上旬 11月3日(土)

面接試験 11月上旬～中旬 11月5日(月)～16日(金)

最終合格発表 11月下旬 11月26日(月)

試験日程（高校・短大卒程度等）



受験資格は「年齢」による
（一部職種は資格要件あり）

１．

２．

３．

第1次試験筆記試験の
試験科目は1科目
（保育教諭は専門試験2科目）

人物重視の採用試験
（面接試験の比重が大きい）

静岡市の採用試験の特徴



試験区分 採用時の年齢

試験の種類 職 種 下限 上限

大学卒

程度

事務・福祉・心理

土木・建築・電気・機械

化学・小中学校事務など 22歳以上

30歳以下

消防士 28歳以下

短大卒

程度
事務・福祉・消防士 20歳以上 21歳以下

高校卒

程度

事務・土木・建築・電気

機械・水道技術・消防士
18歳以上 19歳以下

受験資格は「年齢」による



試験区分 採用時の年齢

試験の種類 職 種 下限 上限

免許資格職

保健師・小中学校栄養士

こども園調理栄養士・精神

ー

30歳以下

獣医師・薬剤師(行政) 32歳以下

保育教諭 35歳以下

民間企業等

職務経験者

土木・建築・電気・機械

精神・心理 など
ー 59歳以下

受験資格は「年齢」による



職 種
第１次筆記

試験科目

事務Ｂ・福祉・心理・土木・建築
電気・機械・化学・水道技術

免許資格職 など

専門試験
（択一式）

事務Ａ・小中学校事務・消防士 教養試験
（択一式）

第1次試験 は 筆記試験 と 面接等試験

試験内容（第1次試験）

教養試験 または 専門試験の１科目のみ！
（保育教諭は専門試験2科目）

出題分野はウェブサイトにある過去の試験案内をチェック！



職種 試験科目 内容

事務・小中学校事務

消防士 面接
試験

集団面接試験
（受験者複数 対 面接官複数）

※消防士はこのほかに体力測定

福祉・心理・土木・建築

電気・機械・化学

水道技術・免許資格職 など

個別面接試験
（受験者１人 対 面接官複数）

保育教諭
グループ
ワーク

与えられたテーマに沿って時間内
にグループ内で対話・発表

試験内容（第1次試験）

受験職種によって、筆記試験通過後の試験科目が異なります！

H31試験科目はウェブサイトにある試験計画(3月発表)をチェック！



職種 試験科目 出題内容

全職種
（共通）

筆記
試験
(70問)

記述式試験（穴埋め）
漢字読み・書き、計算問題、時事問題、

静岡市に関する問題

面接
試験

個別面接試験
※事務・福祉・保健師・保育教諭は1日2回面接

その他の職種は１回面接

試験内容（第2次試験）

第2次試験 は 筆記試験 と 面接試験

筆記試験の過去問はウェブサイトにある試験問題例をチェック！



職 種

第１次試験 第２次試験

筆記
面接

等

体力

測定
合計 筆記 面接 合計

事務・福祉

保健師・保育教諭
100 105 ー 205 70 550 620

心理・技術

免許資格職 など
100 105 ー 205 70 400 470

消防士 100 105 60 265 70 400 470

第1次試験の得点は第２次試験に引き継がない
（リセットされる）

配点
面接試験の比重が大きい！

（人物重視）



試験区分 試験区分 受験者
１次

合格者

最終

合格者

最終

倍率

大学卒程度

事務(A・B) 501 147 71 7.1

福 祉 20 11 6 3.3

土 木 18 13 6 3.0

小中学校事務 34 14 5 6.8

短大卒程度 事 務 24 9 3 8.0

高校卒程度 事 務 17 10 4 4.3

免許資格職 保育教諭 81 68 39 2.1

【参考】 平成30年度試験実施結果(一部)

試験実施結果の詳細はウェブサイトにある実施状況をチェック！



試験実施職種
日程概要

職員採用ウェブサイト 3月上旬

試験計画
職員採用ウェブサイト 3月下旬

広報紙「静岡気分」 4月号

試験案内

大卒等
職員採用ウェブサイト

5月上旬
直接(紙)配布

短大
高卒等

職員採用ウェブサイト
8月上旬

直接(紙)配布

今後の試験情報発表スケジュール

来年度の採用試験の詳細は、
必ずウェブサイト・広報紙・試験案内で確認してください！


