
平成２８年（２０１６年）８月 
豊中市職員採用選考委員会 

平成２８年度（２０１６年度） 
 

 

事務職（短大・高校卒） 
技術職（建築／短大・高校卒） 
保育教諭・薬剤師・管理栄養士 
理学療法士・診療放射線技師 

  豊中市では、豊かな「市民力」と「地域力」を活かしながら、市民の皆様と職員が協働してまち

づくりに取り組んでいるところです。さまざまな課題に対してしっかりと向き合い、柔軟な発想と

行動力を持ちながら、豊中を創造していこうという「情熱」のある職員を募集します。 

◇申込受付期間◇ 平成２８年８月２２日（月）～９月７日（水） 

 ※郵送（9 月 7 日当日消印有効）または 

市ホームページからの電子申込みにより受付けます。 

◇試 験 日◇ 平成２８年９月１８日（日）

 
 



１．募集職種・受験資格   

番

号  職 種 
採用 

予定数 主な職務内容 受 験 資 格 

① 
事務職 

（短大・高校卒） 
２名 

窓口部門、事業部

門、総務・企画部門

等、市役所全体の幅

広い部門における

一般行政事務 

学校教育法による学校を平成２１年（2009 年）３月以

降に卒業した人又は平成２９年（2017 年）３月までに

卒業する見込みの人で、以下の要件を満たす人  
【短大・高専卒】  
昭和６３年（1988 年）４月２日以降に生まれた人  
【高校卒】  
平成２年（1990 年）４月２日以降に生まれた人  
 
※最終学歴が中学卒（高校卒程度の学力を有する人で

平成２年(1990 年)４月２日以降平成１１年(1999 年)４
月１日までに生まれた人）の場合でも受験できます。  

② 
技術職（建築） 

（短大・高校卒） 
１名 

公共施設の設計・管

理、建築物等の確認

及び検査、都市計

画、まちづくりなど

建築関係の専門技

術を要する業務 

学校教育法による学校（専門課程）を平成１７年（2005
年）３月以降に卒業した人又は平成２９年（2017 年）

３月までに卒業する見込みの人で、以下の要件を満た

す人  
【短大・高専卒】  
昭和５９年（1984 年）４月２日以降に生まれた人  
【高校卒】  
昭和６１年（1986 年）４月２日以降に生まれた人  

③ 保育教諭  
１０ 

名  

市立こども園等に

おける児童の保育、

指導、相談業務等  

昭和５７年（1982 年）４月２日以降に生まれた人で、

保育士資格と幼稚園教諭免許の両方があるか、平成２

９年（2017 年）３月末までに取得見込みの人  

④ 
保育教諭  

(職務経験者 ) 
２名  

昭和５２年（1977 年）４月２日以降に生まれた人で、

保育士資格と幼稚園教諭免許の両方があり、保育士又

は幼稚園教諭もしくは保育教諭の職務経験（※1）が平

成２９年（2017 年）３月末時点で１０年以上ある人  

⑤ 薬剤師  １名  

市立豊中病院または

市保健所における調

剤、服薬指導、薬事、

食品・環境衛生監視

指導、検査業務等  

昭和５７年（1982 年）４月２日以降に生まれた人で、

薬剤師免許を持っているか、平成２９年度当初までに

取得見込みの人  

⑥ 
薬剤師  

(職務経験者 ) 
１名  

 市保健所における

薬事、食品・環境衛

生監視指導、検査業

務等について統括  

昭和３６年（1961 年）４月２日以降に生まれた人で、

薬剤師免許を持っており、行政薬剤師の職務経験（※1）
が平成２９年（2017 年）３月末時点で２５年以上、か

つ保健所で薬剤師としての職務経験がある人  

⑦ 管理栄養士  １名  

市保健所、市立豊中

病院、市立こども園

等における献立作

成、栄養指導業務等  

昭和６１年（1986 年）４月２日以降に生まれた人で、

管理栄養士免許を持っているか、平成２９年度当初ま

でに取得見込みの人  

⑧ 理学療法士  １名  

市立豊中病院、福祉

施設等における理

学療法士業務  

昭和５７年（1982 年）４月２日以降に生まれた人で、

理学療法士免許を持っているか、平成２９年度当初ま

でに取得見込みの人  

⑨ 
診療  

放射線技師  
１名  

市立豊中病院また

は市保健所におけ

る検査業務等  

昭和５７年（1982 年）４月２日以降に生まれた人で、

診療放射線技師免許を持っているか、平成２９年度当

初までに取得見込みの人  
1 

 



 
（注） １．国籍は問いません。 

２．地方公務員法第１６条に定める欠格条項（下記参照）に該当する人は受験できません。 
（地方公務員法第１６条抜粋 一部追加） 
1． 成年被後見人又は被保佐人（民法の一部を改正する法律（平成 11年法律第 149号）

附則第３条第３項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む。） 

2． 禁 錮 E

こ

A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 
3． 当該地方公共団体(豊中市)におい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 
4． 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 5 章に規定する罪

を犯し刑に処せられた者 
5． 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 
 
 
（※１）保育教諭及び薬剤師の職務経験について 
  職務経験とは、保育士・幼稚園教諭・保育教諭または薬剤師として常勤の正規職員、もしくは概ね常

勤の正規職員と同等の勤務時間で勤務をしたことを要します。 
 
 

２．受験申込方法 

 「郵送」または「市ホームページからの電子申込み」によりお申込みください。 

  ◎郵送の場合 

  封筒の表に「申込書在中」と朱書きし、下記の書類を簡易書留郵便で豊中市役所総務部人事課

人事係あて郵送してください。９月７日（水）消印有効。 
 

① 豊中市職員採用試験申込書（市ホームページからダウンロードした場合は、Ａ４版の白色 

普通紙（コピー用紙）に黒色一色のインクで印刷してください。受験職種④、⑥の方につい

ては、両面印刷してください。） 

② 返信用の定形（長形 3 号）封筒［23.5 ㎝×12 ㎝］（392 円切手を貼り、郵便番号、住所、 

名前、受験職種を明記し、朱書きで「簡易書留」と記入してください。） 

    

    申込書を受け付けた後、受験票と写真票を返送します。写真票には写真（縦 4.5cm×縦 3.5cm 

上半身正面向）を貼付し、試験当日受験票とともに必ずお持ちください。受験票・写真票がな

い場合は受験できませんので、ご注意ください。 

 

◎市ホームページからの電子申込みの場合 

豊中市ホームページ（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/index.html）の 
市政情報→職員採用・職員募集→職員採用→平成 28 年度試験→平成 28 年度豊中市職員採

用試験【事務職・技術職（短大・高校卒）、保育教諭、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、診

療放射線技師】 
   ページにある申込欄から豊中市電子申込みシステムにアクセスしてください。 

豊中市電子申込システムから、手続き名豊中市職員採用試験受験申込（該当職種名）を選択

し、画面の説明に沿って必要事項を入力して申し込んでください。 
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    申込み後は、受理メールおよび整理番号をお知らせするメールを送りますので、誤りがない

か確認してください。申込期間終了後、受付完了のメールを送りますので、案内にそって受験

票・写真票をダウンロード（Ａ４版の白色普通紙（コピー用紙）に黒色一色のインクで印刷）し

てください。写真票には写真（縦 4.5cm×縦 3.5cm 上半身正面向）を貼付し、試験当日受験

票とともに必ずお持ちください。受験票・写真票がない場合は受験できませんので、ご注意く

ださい。 

 
３．申込期間 

   ８月２２日（月） ～９月７日（水）（郵送の場合は当日消印有効） 

 

４．試験日時・科目・会場 

  第１次試験  ９月１８日（日）    受付時間：午前９時～９時４５分  試験開始時刻：午前１０時 

職 種  
第１次試験 第２次試験以降 

試験科目 試験科目 終了予定時刻 試験会場 

事務職 

（短大・高校卒） 
○一般教養試験（択一式） 正午頃 

豊中看護専門学校  

１．面接 

２．その他 

（詳細について 

は別途通知） 

技術職（建築） 

（短大・高校卒） 

○一般教養試験（択一式） 

○専門試験  （択一式） 

○作文 

午後５時頃 
保育教諭  

○一般教養試験（択一式） 

○専門試験  （択一式） 

保育教諭  

（職務経験者） 

○一般教養試験（択一式） 
○専門試験  （択一式） 

薬剤師  

管理栄養士  

理学療法士  

診療放射線技師  

○一般教養試験（択一式） 
○専門試験  （論述式） 午後３時頃 

薬剤師  

（職務経験者） 
○専門試験  （論述式） 正午頃 

 
 
試験科目の詳細は以下のとおりです。 
○一般教養試験  ・一般的知識（国語、社会、英語、数学、理科、人権問題等） 

・一般的知能（文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈等） 
○専門試験    ・各職種に必要な専門知識等 

 
（注）１．第１次試験の会場は、応募者数により別会場を指定する場合があります。その場合は受験票返

送時にお知らせします。 

２．いずれかの試験において欠席等で受験しない場合は、失格となります。 
   ３．会場に受験者用の駐車場はありません。バイク・自動車等でのご来場はご遠慮願います。 
   ４．第１次試験日に実施される作文試験の評価は、第２次試験で行います。 
   ５．第２次試験は１０月下旬ごろに実施します。詳細は第１次試験合格者に別途通知します。 
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５．第１次試験合格発表 
   １０月７日（金）午前９時に市のホームページに合格者の受験番号を掲載するとともに、豊中

市役所第二庁舎１階ロビーに、合格者の受験番号を掲示します。また、合格者のみ本人あて文書

で通知します。なお、最終合格発表は事務職は１２月上旬以降、それ以外の職種は１１月中旬以

降の予定です。 
 

６．採用時期 
   最終合格者として決定した人は、採用候補者名簿に登載し、その後特別な事情が生じた場合を

除き、おおむね平成２９年４月以降に採用の予定です。 
   また、最終合格発表時において採用候補者名簿に補欠登録をする場合があります。補欠登録を

受けた人は合格者や職員に欠員が生じた場合に限り採用されることがあります。 
 

７．待遇 
   豊中市職員（地方公務員）として採用し、初任給並びに地域手当・扶養手当・住居手当・通勤

手当・時間外勤務手当・期末手当・勤勉手当等の諸手当については、当市の給与条例等の規定に

よる額が支給されます。 
   職務経験者採用は、経験年数等によって役職者として任用される場合があります。 

【初任給】地域手当含む、別途前歴加算あり（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

事務職・技術職・保育教諭 薬剤師 管理栄養士・理学療法士・診療放射線技師 

大学卒 213,024円 

短大卒 197,904円 

高校卒 179,424円 

大学(6年制)卒 246,176円 

大学卒 231,840円 

大学卒 231,840円 

短大卒 211,904円 

 

８．試験成績の通知 

  ①第１次試験を受験し不合格となった場合、希望する人（本人に限る）に、得点と順位を通知し

ます。 
②通知を希望する人は、封筒の表に「試験結果通知申込」と朱書し、下記「試験成績通知申込書」

および３９２円切手を貼った返信用の定形封筒（23.5cm×12cm）（郵便番号、あて先を明記の

うえ、「簡易書留」と朱書きすること）を同封のうえ、豊中市役所総務部人事課人事係あて郵送

してください。 
③通知の申込みは、平成２８年１０月７日（金）から１０月２１日（金）までに人事課に到着し

たものに限り受付けます。 
④試験成績は、１１月中旬以降に本人あてお知らせします。 

 
キ リ ト リ 線 

試 験 成 績 通 知 申 込 書 
 

平成２８年度豊中市職員採用試験における成績通知を申込みます。 
                        平成 28 年（2016 年） 10 月  日 

 
受験番号                 受験職種               

 
  名  前                 電話番号               
 
  住  所                                    
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９．注意事項・その他 

①申込書の記載事項に不備がある場合には、郵送の場合は書類の返却、電子申込みの場合には電

話またはメールで通知を行う場合がありますが、このために生じた申込みの遅延等については

責任を負いませんので受験手続きには十分注意してください。 
②試験に関する提出書類は一切お返ししません。 
③申込書に記載された情報は、この採用試験の円滑な遂行のためのみに用い、それ以外の目的に

は一切使用しません。 
④車いすで受験される予定の方は事前に人事課人事係までご連絡ください。 
⑤台風、洪水等の非常災害時にやむを得ず試験日程等を変更する場合は、豊中市ホームページ

（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/index.html）でお知らせします。 
⑥豊中市は、人権意識を高め、人権尊重の輪を広げるため「人権擁護都市」を宣言しています。 
ホームページには、「豊中市人権白書」が掲載されています。 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/jinken/manabu_net/hakusho/index.html 
 

    

１０．問い合わせ先・申込先 
 豊中市役所 総務部人事課人事係 

電話：０６－６８５８－２０１９ 
   住所：〒５６１－８５０１ 大阪府豊中市中桜塚３－１－１ 
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豊中市採用試験会場【第１次試験】 

豊中看護専門学校  

豊中市上野坂２丁目６番１号 

電話番号 ０６－６８４８－５６６３（試験当日のみ） 

(試験についてのお問い合わせは、豊中市役所総務部人事課人事係 06-6858-2019まで) 

 

●大阪モノレール「少路」駅下車 西へ約５００メートル 

○阪急宝塚線「蛍池」駅で乗り換え 「門真市」行 

○北大阪急行線（地下鉄御堂筋線直通）「千里中央」駅で乗り換え 「大阪空港」行 

 

●阪急バス「上野西三丁目」バス停下車 北へ約３００メートル 

  ○阪急宝塚線 豊中駅から ②番のりば  

４７ 上野西三・西緑丘経由 「千里中央」行    

  ○阪急宝塚線 豊中駅から ③番のりば 

     ３５ 上野西三・東豊中団地前経由「桃山台駅前」行 

○北大阪急行線（地下鉄御堂筋線直通） 千里中央駅から ③番のりば  

４７ 西緑丘・上野西三経由 「豊中」行 

  ○北大阪急行線（地下鉄御堂筋線直通） 桃山台駅から ④番のりば 

     ３５・３６ 東豊中団地前・上野西三経由 「豊中」行 

  

＊冷房を入れることがありますので、温度調節のできる服装でお越しください。 

＊会場に受験者用の駐車場はありません。バイク・自動車等でのご来場はご遠慮願います。 
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