
  

黒 部 市 職 員 募 集 要 領 

（平成27年４月採用予定） 

平成26年７月８日 

 

１ 採用予定職種及び人員 

   

(1) 保育士・幼稚園教諭 ６名程度 

(2) 医療職  薬剤師 ２名程度 

(3) 医療職 臨床検査技師 ２名程度 

(4) 医療職 理学療法士 ２名程度 

(5)  医療職 管理栄養士 ２名程度 

(6)  医療職 臨床工学技士 若干名 

(7） 医療職 臨床心理士 若干名 

(8) 医療職 看護師 50名程度 

(9) 医療職 助産師 若干名 

(10) 介護福祉士 若干名 

(11) 社会福祉士 若干名 

  

２ 受験資格 

職  種 資           格 

保育士・ 

幼稚園教諭 

 

次のいずれも満たす方 

・ 昭和54年４月２日以降に生まれた方 

・ 保育士証を有する方又は平成27年３月までに都道府県へ保育士登

録申請を予定している方 

・ 幼稚園教諭免許状を有する方又は平成27年３月までに都道府県教

育委員会へ免許状授与願申請を予定している方 

医療職 

薬剤師 

昭和54年４月２日以降に生まれ、薬剤師免許を有する方又は平成26

年度実施の国家試験に合格し当該免許を取得する見込みの方 

医療職 

臨床検査技師 

昭和59年４月２日以降に生まれ、臨床検査技師免許を有する方又は

平成26年度実施の国家試験に合格し当該免許を取得する見込みの方 

医療職 

理学療法士 

昭和59年４月２日以降に生まれ、理学療法士免許を有する方又は平

成26年度実施の国家試験に合格し当該免許を取得する見込みの方 

医療職 

管理栄養士 

昭和59年４月２日以降に生まれ、管理栄養士免許を有する方又は平

成26年度実施の国家試験に合格し当該免許を取得する見込みの方 

医療職 

臨床工学技士 

昭和59年４月２日以降に生まれ、臨床工学技士免許を有する方又は

平成26年度実施の国家試験に合格し当該免許を取得する見込みの方 



医療職 

臨床心理士 

昭和49年４月２日以降に生まれ、臨床心理士資格※を有する方又は

平成26年度中に当該資格を取得する見込みの方 

※公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する資格 

医療職 

看護師 

昭和39年４月２日以降に生まれ、看護師免許を有する方又は平成26

年度実施の国家試験に合格し当該免許を取得する見込みの方 

医療職 

助産師 

昭和39年４月２日以降に生まれ、助産師免許を有する方又は平成26

年度実施の国家試験に合格し当該免許を取得する見込みの方 

介護福祉士 昭和59年４月２日以降に生まれ、介護福祉士免許を有する方又は平

成26年度実施の国家試験に合格し介護福祉士免許を取得する見込みの

方 

社会福祉士 昭和59年４月２日以降に生まれ、社会福祉士免許を有する方又は平

成26年度実施の国家試験に合格し社会福祉士免許を取得する見込みの

方 

 

  ※いずれの職種も男女を問いません。 

 

３ 応募できない人 

(1) 成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含む。） 

(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) 公務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 

(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 

 

４ 試験の日時及び場所 

(1) 第１次試験 

  ①日程・会場 

９月20日（土） 

 

黒部市民会館 

時 間 内     容 

8:30 ～ 8:50 受  付 

9:00 ～ 10:00 適性検査 

10:10 ～ 11:20 教養試験 

11:30 ～ 12:40 作文試験 

 

② 試験の方法 

      ・教養試験（択一式） 

文章理解、数的処理、判断推理、空間把握及び資料解釈に関する一般知能

（保育士・幼稚園教諭、臨床検査技師、管理栄養士、臨床工学技士、看護

師及び介護福祉士は短大卒程度、薬剤師、理学療法士、臨床心理士、助産



師及び社会福祉士は大卒程度） 

      ・適性検査 

職務遂行に必要な適性についての検査 

      ・作文試験（800字程度） 

出題されるテーマに基づき、文章による表現力、まとめ方等についての記

述試験 

 

  (2) 第２次試験 

      10月中旬頃に実施予定（日時及び場所は第１次試験結果に併せて通知します。） 

◎試験方法 面接試験（主として人物などについて個別等面接による試験） 

 第２次試験における提出書類 

 ・健康診断書（保育士・幼稚園教諭は除く。） 

職務遂行に必要な健康度について医療機関で受診した健康診断書 

        ・成績証明書 

       最終卒業(見込)・修了学校の成績証明書 

・卒業証明書 

          最終学校の卒業（見込）・修了証明書 

      ・受験資格を証する書類の写 

（保育士証、幼稚園教諭免許状、薬剤師免許証、臨床検査技師免許証、

理学療法士免許証、管理栄養士免許証、臨床工学技士免許証、臨床心

理士資格証、助産師免許証、看護師免許証、介護福祉士免許証、社会

福祉士免許証） 

            免許又は資格を取得見込みの方は、提出不要です。 

 

５ 受験申込手続き 

 (1) 受験申込書請求先、募集内容の問い合せ先 

電話にてお受けします。ホームペ－ジ上での問い合わせ等には対応していませ

ん。 

≪保育士･幼稚園教諭≫ 

黒部市総務企画部総務課人事係 0765-54-2111 内線135 

≪医療職≫ 

黒部市民病院事務局総務課   0765-54-2211 内線3151 

※ 受験申込書は、次の場所で配布します。 

・黒部市役所 黒部庁舎  総務企画部総務課 

・黒部市役所 宇奈月庁舎 総務企画部市民サービス課 

・黒部市民病院事務局総務課 

・黒部市ホームページ（http://www.city.kurobe.toyama.jp） 

  

(2) 申込方法 

次の書類を持参又は郵便にて提出してお申し込みください。各職種の併願はで

きません。 

○ 受験申込書（所定の様式による） 

http://www.city.kurobe.toyama.jp/


記入にあたっては、消えるペンを利用しないでください。 

写真１葉を申込書に糊付け貼付してください。 

（写真は申込前６か月以内に帽子をつけないで、上半身正面向きを撮影し

た縦４㎝、横３㎝のもの。写真の裏に受験職種・氏名を記載すること。） 

 

(3) 提出先（全職種共通） 

黒部市総務企画部総務課人事係  〒938-8555 黒部市三日市725番地 

・郵便による申込の場合は、事前に郵送する旨を電話連絡のうえ、封筒の表に

「受験申込」と朱書きして郵送してください。 

 

(4) 受付期間  平成26年８月５日（火）～８月28日（木）8：30～17：00 

・土曜日及び日曜日は受け付けしません。 

・郵送による受験申込手続きについては、平成26年８月28日(木)消印有効とし

ます。 

 

 (5) 受験票 

・受付期間終了後、受験申込者へ第１次試験の受験票等を郵送します。 

・試験当日、受験申込書に貼付した写真と同じ写真を受験票に貼って（糊付け）

持参してください（写真の貼付がない場合は、受験できません。）。 

 

(6) その他 

・受験に際して提出いただいた書類や写真は、特別な事情がない限り、お返

ししません。 

・この試験に関するお問い合わせ等は、総務企画部総務課人事係においてお受

けします。次まで電話連絡願います（連絡先 ℡ 0765-54-2111  内線 135）。 

市ホームペ－ジ上での問い合わせ等には対応していません。 

 

６ 合格通知等 

(1) 第１次試験の通過の可否は、10月上旬を予定しています。 

 

(2) 最終合格者（10月末決定予定）は、採用候補者名簿に登載され、その内から

任命権者が採用する者を決定します。なお、採用候補者名簿の有効期間は、

名簿確定後２年間です。 

 

(3) 採用は、平成27年４月１日の予定です｡ 

なお、受験資格要件となる国家試験等の合格発表日が平成27年４月１日以降

となる試験を受験する人については、国家試験等の合格発表日後の採用となり

ます。受験資格要件が満たされない場合は、採用されません。 

 

７ 給与 

 (1) 初任給（平成27年度新卒採用者の額） 

◇保育士・幼稚園教諭        152,800円（短大卒相当） 



◇医療職    薬剤師       200,800円（大学６卒相当） 

◇医療職    臨床検査技師    167,000円（短大３卒相当） 

◇医療職    理学療法士     178,200円（大学卒相当） 

◇医療職    管理栄養士     167,000円（短大３卒相当） 

◇医療職    臨床工学技士    167,000円（短大３卒相当） 

◇医療職    臨床心理士     200,800円（修士課程等修了相当） 

◇医療職    助産師       201,100円（大学卒相当） 

◇医療職    看護師       188,900円（短大３卒相当） 

◇介護福祉士            152,800円（短大卒相当） 

◇社会福祉士            172,200円（大学卒相当） 

        ※採用前の経歴に応じて一定の基準により加算されることがあります。 

 

 (2) 期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び夜間勤務

手当等が、それぞれの勤務条件に応じて支給されます。 

 

８ 試験結果の開示 

    この採用試験の結果については、口頭で次の内容の開示を請求することができま

す。 

  なお、電話、はがき等による請求はできませんので、受験者本人が本人であるこ

とを証明する書類（運転免許証、旅券、学生証など写真付きの証明書）を持参のう

え、市役所黒部庁舎 総務企画部総務課まで直接おいでください。 

※ 受付は 8:30～17:00の間で、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

 

区分 開示請求できる人 開示内容 開示期間 

第１次試験 第１次試験の不合格者本人 
総合得点 

及び順位 

当該試験結果発表の日か

ら起算して１ヶ月間 

第２次試験 第２次試験の受験者本人 
最終合格発表の日から起

算して１ヶ月間 

 



 

９ 試験会場案内図 

 

● 黒部市民会館（９月20日試験会場） 

黒部市三日市2981番地 0765-54-1171 

   

富山地方鉄道東三日市駅から徒歩１分 

ＪＲ黒部駅から徒歩15分 

 

 

 

黒部市民会館 

市民会館・市役所・周辺施設 

の駐車場は利用できません。 

職員駐車場 


