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受 付 期 間 

【インターネット申込】 
スマートフォンでも申込可 

８月１日（日）～１９日（木） 

【※受付期間最終日必着・受信有効】 

 ※やむを得ない事情でインターネットによる申込みができない方は，８月１３日（金）までに柏市総務 

  部人事課までご連絡ください。 

 

１ 試験区分・採用予定人数・主な職務内容 

  受験の申込みは，下記試験区分のうちいずれか１つに限ります。申込み受付後の変更は認めません。 

試験区分 採用予定人数 主な職務内容 

一般事務（上級）Ｃ １５人程度 

広範多岐にわたる一般行政事務 
一般事務（初級） ５人程度 

一般事務（上級）【障害者対象】 
３人程度 

一般事務（初級）【障害者対象】 

機械技師（上級） 若干名 
公共施設における機械設備の維持保全，設計，

施工管理等の業務 

電気技師（上級） 若干名 
公共施設における電気設備の維持保全，施工管

理等の業務 

化学技師（上級） 若干名 
環境保全に関する調査研究，監視・観測等，

環境衛生に係る検査・指導，上下水道の水

質管理等の業務 

看護師（中級） 若干名 
市立の保育園及びこども発達センター等に

おける児童の保育，健康管理等の業務 

社会福祉士（上級） １０人程度 

高齢者福祉，障害者福祉，児童福祉（児童

相談所業務含む），生活保護等の社会福祉

に関する相談，援助，指導，福祉サービス

の提供等の業務 

精神保健福祉士（上級） ３人程度 
保健所・児童相談所等における精神保健福

祉に関する相談指導等の業務 

心理相談員（上級） ３人程度 

家庭児童相談（児童相談所業務含む）における

相談援助，就学前の児童の発達評価・個別指導，

心理相談等の業務 

薬剤師（上級） 若干名 
保健所における薬事監視，環境衛生，食品衛生

に関する検査・監視指導等の業務 

獣医師（上級） 若干名 

保健所，動物愛護センター等における狂犬病予

防，環境衛生・食品衛生に関する検査・監視指

導等の業務 

保 育 士（中級）Ａ ２５人程度 市立の保育園及びこども発達センター等にお

ける児童の保育等の業務 保 育 士（中級）Ｂ １０人程度 

令 和 ３ 年 度 

柏 市 職 員 採 用 試 験 受 験 案 内 
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２ 受験資格 

試験区分 受験資格 

一般事務 

（上級）Ｃ 

昭和６２年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者（※令和４年４月１日現在

で２７歳以上３５歳未満）であって，次のいずれかに該当するもの 

 ア 大学（短期大学を除く）を卒業した者又は令和４年３月までに卒業する見込 

  みの者 

 イ 柏市がアと同等の資格があると認める者 (＊) 

一般事務 

（初級） 

平成１２年４月２日以後に生まれた者（※令和４年４月１日現在で２２歳未満）であっ

て，次のいずれかに該当するもの 

 ア 高等学校を卒業した者又は令和４年３月までに卒業する見込みのある者 

 イ 柏市がアと同等の資格があると認める者 

一般事務 

（上級） 

【障害者対象】 

昭和５７年４月２日以後に生まれ（※令和４年４月１日現在で４０歳未満），活字

印刷文による出題（筆記試験）及び口頭による面接試験に対応できる者であって，

次に掲げる手帳等のうち，いずれかの交付を受けている者  

 ア 身体障害者手帳 

 イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所 

   等による知的障害者であることの判定書 

 ウ 精神障害者保健福祉手帳 

 ※ 上記の手帳等の内容については，受験資格の確認のため，こちらから連絡さ 

   せていただく場合があります。 

 

次のいずれかに該当するもの  

 ア 大学（短期大学を除く）を卒業した者又は令和４年３月までに卒業する 

   見込みの者 

 イ 柏市がアと同等の資格があると認める者 (＊) 

一般事務 

（初級） 

【障害者対象】 

 

次のいずれかに該当するもの  

 ア 高等学校を卒業した者又は令和４年３月までに卒業する見込みの者 

 イ 柏市がアと同等の資格があると認める者  

機械技師 

（上級） 

１ 平成４年４月２日以後に生まれた者（※令和４年４月１日現在で３０歳未満）であ

って，次のいずれかに該当するもの 

 ア 大学（短期大学を除く）を卒業した者又は令和４年３月までに大学を卒業する見

込みの者 

 イ 柏市がアと同等の資格があると認める者 (＊) 

２ 各試験職種の区分に応じ，それぞれの専門課程を修了し，又は令和４年３月までに 

  修了する見込みの者 

電気技師 

（上級） 

化学技師 

（上級） 

看護師 

（中級） 

昭和６２年４月２日以後に生まれた者（※令和４年４月１日現在で３５歳未満）

であって，看護師の免許を現に受けているもの又は令和４年３月までに行われる

看護師国家試験により看護師免許を受ける見込みのあるもの 
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試験区分 受験資格 

社会福祉士

（上級） 

昭和５７年４月２日以後に生まれた者（※令和４年４月１日現在で４０歳未満）

であって，社会福祉士及び介護福祉士法に規定する社会福祉士登録簿に現に登録

されているもの又は令和４年３月までに行われる社会福祉士国家試験により社

会福祉士となる資格を有し，登録を受ける見込みのあるもの 

精神保健福

祉士（上級） 

昭和６２年４月２日以後に生まれた者（※令和４年４月１日現在で３５歳未満）

であって，精神保健福祉士法に規定する精神保健福祉士登録簿に現に登録されて

いるもの又は令和４年３月までに登録される見込みのあるもの 

心理相談員

（上級） 

昭和５７年４月２日以後に生まれた者（※令和４年４月１日現在で４０歳未満）

であって，公認心理師の資格（公認心理師登録簿に現に登録されているもの）又

は臨床心理士の資格（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）若しくは臨床発達心理士の資格（一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構

が認定する資格）を現に有しているもの 

薬剤師 

（上級） 

平成４年４月２日以後に生まれた者（※令和４年４月１日現在で３０歳未満）で

あって，薬剤師の免許を現に受けているもの又は令和４年３月までに行われる薬

剤師国家試験により薬剤師免許を受ける見込みのあるもの 

獣医師 

（上級） 

昭和６２年４月２日以後に生まれた者（※令和４年４月１日現在で３５歳未満）

であって，獣医師の免許を現に受けているもの又は令和４年３月までに行われる

獣医師国家試験により免許を受ける見込みのあるもの 

保 育 士

（中級）Ａ

及びＢ 

昭和４７年４月２日以後に生まれた者（※令和４年４月１日現在で５０歳未満）

であって，児童福祉法に規定する保育士登録簿に現に登録されているもの又は令

和４年３月までに登録される見込みのあるもの 

  (＊)学校教育法に基づき，大学院に入学したことのある者や学士の学位を授与された者等 

 

 ≪次のいずれかに該当する方は，受験できません≫ 

 (1) 日本国籍を有しない者（保育士（中級）を除く。） 

 (2) 地方公務員法第１６条に規定する次の欠格事項に該当する者 

  ア 禁錮（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

での者 

  イ 柏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 

  ウ 人事委員会又は公平委員会の職にあって，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 

  エ 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 
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３ 試験内容・日程・会場 

  ※変更となる可能性もあります。随時ご確認ください。 

  
【一般事務（上級）Ｃ】 

 １次試験 ２次試験 ３次試験 ４次試験 

試験内容 エントリーシート ＳＣＯＡ試験 集団面接試験 個人面接試験 

試験日程 
８月１９日（木） 

までに提出 

９月１９日（日）までに 

各自で受験を 

１０月上旬～中旬 

（予定） 

１１月上旬～中旬 

（予定） 

試験会場  各テストセンター 柏市役所 柏市役所 

  

【一般事務（初級）】 

 １次試験 ２次試験 ３次試験 

試験内容 エントリーシート 
教養試験（択一式） 

ＳＰＩ試験 (*1) 
個人面接試験 

試験日程 
８月１９日（木） 

までに提出 
９月１９日（日） 

１０月中旬～下旬 

（予定） 

試験会場  開智国際大学 柏市役所 

 

 【一般事務（上級）（初級）【障害者対象】・心理相談員（上級）】 

 １次試験 ２次試験 ３次試験 

試験内容 エントリーシート ＳＣＯＡ試験 個人面接試験 

試験日程 
８月１９日(木) 

までに提出 

９月１９日（日）までに 

各自で受験を 

１０月中旬～下旬 

（予定） 

試験会場  各テストセンター  柏市役所 

 

  【機械技師（上級）・電気技師（上級）・化学技師（上級）・社会福祉士（上級）】 

 １次試験 ２次試験 ３次試験 

試験内容 エントリーシート 
専門試験（択一式） 

ＳＰＩ試験 (*2) 
個人面接試験 

試験日程 
８月１９日(木) 

までに提出 
９月１９日（日） 

１０月中旬～１１月上旬 

（予定） 

試験会場  開智国際大学 柏市役所 

 

 【看護師（中級）・精神保健福祉士（上級）・薬剤師（上級）・獣医師（上級）】 

 １次試験 ２次試験 ３次試験 

試験内容 エントリーシート 
専門試験（記述式） 

ＳＰＩ試験 (*2) 
個人面接試験 

試験日程 
８月１９日(木) 

までに提出 
９月１９日（日） 

１０月中旬～１１月上旬 

（予定） 

試験会場  開智国際大学 柏市役所 
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【保育士（中級）Ａ・Ｂ】 

 １次試験 
２次試験 ３次試験 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

試験内容 エントリーシート 

教養試験（択一式） 

専門試験（択一式） 

ＳＰＩ試験 (*1) 

専門試験（択一式） 

ＳＰＩ試験 (*2) 

個人面接試験 

実技試験 

個人面接試験 

実技試験 

試験日程 
８月１９日(木) 

までに提出 
９月１９日（日） 

１０月中旬～１１月上旬 

（予定） 

試験会場  開智国際大学 柏市役所 

 ○保育士Ｂの方は，『エントリーシート２』を併せて提出してください。 

 ○実技試験について，Ａは保育の基礎的な能力を図るもの，Ｂは保育現場における応   

    用力を図るものとなります。 

 

  ≪参考／試験出題内容≫ 

ＳＣＯＡ 

試験  

一般事務Ｃ 

一般事務 【障害者対象】

心理相談員 

株式会社日本経営協会総合研究所が提供する，基礎的な知的能力

の測定と人物面の特徴を把握する適性検査 

教養試験 

（択一式） 

一般事務（初級） 

保育士Ａ 

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 

専門試験 

（択一式） 

機械技師 
数学・物理，材料力学，流体力学，熱力学，電気工学，機

械力学，制御，機械設計，機械材料，機械工作 

電気技師 
数学・物理，電磁気学・電気回路，電気計測・制御，電気

機器・電力工学，電子工学及び情報・通信工学 

化学技師 
数学・物理，物理化学，分析化学，無機化学・無機工

業化学，有機化学・有機工業化学及び化学工学 

社会福祉士 
社会福祉概論（社会保障及び介護を含む），社会学概論及

び心理学概論 

保育士Ａ・Ｂ 

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，保育内容及び子どもの保健（精神保健を

含む） 

専門試験 

（記述式） 

看護師 看護師として必要な専門知識，見識全般 

精神保健福祉士  精神保健福祉士として必要な専門知識，見識全般 

薬剤師 薬剤師として必要な専門知識，見識全般 

獣医師 獣医師として必要な専門知識，見識全般 

ＳＰＩ試験 

(*1) 

一般事務（初級） 

保育士Ａ 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズが提

供する，「ＳＰＩ３」による総合適性検査（性格特徴のみ

を測定） 

ＳＰＩ試験 

(*2) 

機械技師，電気技師，化学

技師，看護師，社会福祉士，

精神保健福祉士，薬剤師，

獣医師，保育士Ｂ 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズが提

供する，「ＳＰＩ３」による総合適性検査（知的能力と性

格特徴を測定） 
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≪テストセンターについて≫ 

 一般事務（上級）Ｃ，一般事務（上級）（初級）【障害者対象】，心理相談員の２次試験は，全 

 国に約３００カ所あるテストセンターで受験していただきます。 

 １次試験の合格者に予約用 ID とパスワードをメールで送信しますので，受験者本人が予約して受験し 

 てください。詳細は合格者にのみ通知します。 

 

４ 受験申込手続 

 (1) 申込方法 

   柏市ホームページから，ちば電子申請サービスで申込みをしてください。 

   ※やむを得ない事情によりインターネット申込みができない方は，８月１３日（金）までに柏市総 

       務部人事課までご連絡ください。 

 

  【用意するもの】 

   ①パソコン又はスマートフォン 

    インターネットに接続できるパソコン又はスマートフォンのほか，PDF ファイルを読むためのソ    

フト，作成したエントリーシート等を申込みフォームに添付するためのスキャナ，受験票等を印刷

するためのプリンタが必要となります。自宅に印刷環境等のない方やスマートフォンで申請する場

合は学校やコンビニエンスストア等，印刷・スキャンできる環境を事前に確認してください。     

    （受験票は１次試験合格者に送付します） 

   ②顔写真（縦横比４：３程度）のデータ 

    ※ファイルの拡張子はpng，jpg，jpegのみ 

    ※申込み前６か月以内に撮影した脱帽・上半身・正面向きで本人と確認できるもの 

            （スナップ写真は不可） 

   ③応募必要書類 

    ア エントリーシート（自筆のものを１つのＰＤＦファイルにすること） 

    イ 障害者手帳の写し（一般事務（上級），（初級）【障害者対象】で応募の方のみ） 

   

      【申込手順】 

    ①「ちば電子申請サービス」で利用者登録を行う（利用者登録を行ってください） 

     https://s-kantan.jp/city-kashiwa-chiba-u/offer/offerList_initDisplay.action 

    ②同サービス内で受験申込みを行う                        

    ※試験区分により申込フォームが分かれています。申込み前に確認してください。 

    ア＜一般事務（上級）Ｃ＞ 

     https://s-kantan.jp/city-kashiwa-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3953 

    イ＜一般事務（初級）＞ 

     https://s-kantan.jp/city-kashiwa-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3962 

    ウ＜一般事務（上級）【障害者対象】，一般事務（初級）【障害者対象】＞ 

     https://s-kantan.jp/city-kashiwa-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3960 

    エ＜保育士（中級）A，保育士（中級）B＞ 

     https://s-kantan.jp/city-kashiwa-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3961 

    オ＜心理相談員（上級）＞ 

     https://s-kantan.jp/city-kashiwa-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3963 
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    カ＜その他（ア～オ以外）の職種＞ 

     https://s-kantan.jp/city-kashiwa-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=4039 

 ※スマートフォンからアクセスする場合は，下のコードをご活用ください。 

  利用者登録   ア＜一般事務（上級）Ｃ＞ イ＜一般事務（初級）＞ ウ＜一般事務（上級）（初 

                                     級）【障害者対象】＞ 

        

 

 

 

エ＜保育士（中級）A・B＞  オ＜心理相談員（上級）＞  カ＜その他（ア～オ以外）の職種＞ 

 

 

 

 

 

※電子申請を行っても，添付書類がデータ添付又は郵送のいずれの方法でも提出されない場 

 合，受験申込みが完了したことにはなりませんのでご注意ください。 

  ※利用登録をした際のＩＤ及びパスワードは必ず控えてください。 

   ※複数回の受験申込みや一度送信したデータの修正は認めません。 

    ファイル添付漏れ等がないか確認してから送信してください。 

    ※メンテナンス等によるシステム停止や通信・機器障害等によるトラブルについては，柏市は一切責

任を負いません。早めのお申込みをお願いします。 

 

＜やむを得ず資料の添付ができない場合＞ 

   ①申込みフォームにて「郵送などで提出する」を選択し，電子申請を進める。 

    「郵送などで提出する」を選択した場合，書類名の入力が必要になります。それぞれの入力欄に 

       『試験区分_氏名』（例．一般事務（上級）C_柏太郎）などと入力をしてください。 

   ②添付書類を郵送する。 

    ※８月１９日（木）必着 

   封筒に別添の封筒宛名用紙に必要事項を記入したものをしっかり貼り付け，添付書類を封入（顔写

真を送付する場合は，写真添付台帳にしっかりと貼り付けること）した上で，「簡易書留」で郵送

してください（郵送に係る事故については，柏市は一切責任を負いません。）。 

   

 (2) 申込受付期間 

   令和３年８月１日（日）から同月１９日（木）まで ※１９日必着，受信有効 

   ※上記の期間以外は受け付けできません。 

   ※直接の持込み不可 

 

 (3) 受験申込みに当たっての注意 

  ・エントリーシートは，柏市のホームページからダウンロードすることができます。Ａ４版の白紙に，

縮小や拡大をせずに印刷してください。また，記入したエントリーシートは，１つのＰＤＦファイ

ルにして添付してください。 
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  ・身体に障害があること等の理由により職員採用試験の受験に当たり配慮を必要とされる方は，必ず

受験申込みをする前に柏市総務部人事課までご連絡ください。 

  ・受験票において，「髙」や「﨑」などの環境依存文字については正しく認識されない場合があります。 

       その際，通用字体に変換させていただくことがありますのでご承知おきください。また，届いた受

験票に通用字体も表示されていない場合は，柏市総務部人事課までご連絡ください。 

     ･受験申込み，合否通知などで直接連絡することがあります。確実に連絡のとれるメールアドレスの 

      登録をお願いします。また，「help-shinsei-chiba@s-kantan.com」

「city-kashiwa-chiba@s-kantan.com」「saiyou@city.kashiwa.chiba.jp」 及び「renraku@cbt-s.com」

を受信できるように設定してください。 

 

５ 注意事項 

   受験資格を有していないこと又は受験申込みの内容に虚偽又は不正があったことが明らかになった

場合は，採用（合格）を取り消すことがあります。 

 

６ １次試験の結果発表 

試験区分 期日 方法 

一般事務（上級）Ｃ 

一般事務（上級）【障害者対象】 

一般事務（初級）【障害者対象】 

心理相談員（上級） 

令和３年８月３１日(火) 

まで 

全受験者に申込時に登録されたメール

アドレス宛に通知します。 

合格者には，併せて２次試験の案内を

通知します。なお，電話，文書等によ

る合否の問い合わせには，一切お答え

いたしません。 
その他 

令和３年９月６日(月)  

まで 

   

７ 採用予定時期等 

 (1) この採用試験の最終合否は，令和３年１１月下旬までにお知らせする予定です。 

 (2) 最終合格者は，試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に登載されます。 

 (3) 採用は，採用候補者名簿に登載された者を対象として，入庁の意思を確認した上で行います。採用

予定日は，令和４年４月１日です。 

 (4) 令和４年４月１日付け採用予定者を対象として，採用予定者ガイダンスを実施する予定です。 

 

 

８ 勤務条件について（参考：令和３年４月１日現在） 

 (1) 初任給 

試験区分 給料格付け 初任給の額 （内訳） 

一般事務（上級） 

機械技師（上級） 

電気技師（上級） 

化学技師（上級） 

社会福祉士（上級） 

１級２９号給 ２００，０２２円 

 

給料月額 

 

１８８，７００円 

地域手当  １１，３２２円 

一般事務（初級） 1級９号給 １６４，１９４円 
給料月額 １５４，９００円 

地域手当 ９，２９４円 



9 

 

試験区分 給料格付け 初任給の額 （内訳） 

看護師（中級） 1級２３号給 １８７，６２０円 
給料月額 １７７，０００円 

地域手当 １０，６２０円 

精神保健福祉士（上級） 

心理相談員（上級） 

薬剤師（上級） 

獣医師（上級） 

１級３３号給 ２０７，２３０円 

給料月額 １９５，５００円 

地域手当 １１，７３０円 

保育士（中級） 

短大・   

専門学校卒 １７９，０３４円 

給料月額 １６８，９００円 

１級１９号給 地域手当 １０，１３４円 

   ※ 大学卒より上位の学歴又は職務経験を有する者については，当該学歴及び職務経験に応じて初任給の額を加算す 

          ることがあります。 

 (2) 初任給以外の給与 

   扶養手当，通勤手当，住居手当等が支給されます。また，６月及び１２月には，期末手当及び勤勉

手当（標準：年間４．４５月分）が支給されます。 

 (3) 勤務時間 

   １週間当たり３８時間４５分で，１週間当たりの勤務日数は５日（月曜日から金曜日まで）です。

また，１日当たりの勤務時間は７時間４５分で，１日の勤務時間は午前８時３０分から午後５時１５

分までです。なお，職場によっては勤務日及び勤務時間が異なることがあります。 

 (4) 休暇，休日等 

  ア 休日 原則，日曜日及び土曜日のほか，国民の祝日及び年末年始が休日です。 

  イ 年次有給休暇 １の年度について２０日付与されます。 

  ウ 特別休暇 結婚休暇，子供休暇，忌引，ボランティア休暇等があります。 

  エ その他 育児休業，部分休業，育児・介護のための遅出勤務制度等があります。 

 (5) 福利厚生制度 

   地方公務員等共済組合法に基づき共済組合に加入し，短期給付（医療保険）及び長期給付（年金）

を受けるほか，各種福祉・保健事業を利用することができます。 

  ※ 上記の内容は，制度改正により変更となることがあります。 

 

９ 過去の職員採用試験の実施状況（過去同時期実施試験の抜粋） 

試験区分 年度 採用予定人数 １次試験受験者数 最終合格者数 

一般事務 

（上級）Ｃ 
令和２年 ３人程度 ８５人 ２０人 

一般事務    

（初級） 

令和２年 ３人程度 ７８人 １５人 

令和元年 ３人程度 ５９人 １６人 

一般事務 

【障害者対象】 

※令和元年度までは

【身体障害者対象】 

令和２年 
上級 

３人程度 
５人 ０人 

初級 ８人 ０人 

令和元年 
上級 

３人程度 
１人 ０人 

初級 ０人 ０人 
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試験区分 年度 採用予定人数 １次試験受験者数 最終合格者数 

機械技師 

（上級） 

令和２年 若干名 ３人 ０人 

令和元年 若干名 １人 ０人 

電気技師 

（上級） 

令和２年 実施なし 

令和元年 若干名 ７人 ２人 

化学技師 

（上級） 

令和２年 実施なし 

令和元年 実施なし 

看護師     

（中級） 

令和２年 実施なし 

令和元年 若干名 ５人 ２人 

社会福祉士   

（上級） 

令和２年 ５人程度 ２２人 ５人 

令和元年 １０人程度 １７人 ８人 

精神保健福祉士 

（上級） 

令和２年 ３人程度 ２人 ２人 

令和元年 ３人程度 ５人 ０人 

心理相談員（上級） 
令和２年 若干名 ４人 ２人 

令和元年 ３人程度 １３人 ６人 

薬剤師（上級） 
令和２年 実施なし 

令和元年 実施なし 

獣医師（上級） 
令和２年 １人程度 ３人 １人 

令和元年 実施なし 

保育士（中級） 
令和２年 

Ａ ２０人程度 ４１人 ２３人 

Ｂ １５人程度 ４０人 ２８人 

令和元年 ２０人程度 ８３人 ３３人 

 ※ 最終合格者数には，補欠合格者数を含みます。 

 

１０ 問い合わせ先 

   柏市総務部人事課採用担当 

   電 話：０４－７１６７－１１１３（直通） 

   所在地：〒２７７－８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号 

   ホームページアドレス：http://www.city.kashiwa.lg.jp（トップページ） 

           （トップページ→「市政情報」→「職員」→「職員採用情報」 

  


