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令 和 元 年 ５ 月 

四條畷市総務部人事室 

 

四條畷市では、次のとおり任期付短時間勤務職員の採用選考を実施します。 

 

１ 募集職種、受験資格及び採用予定人員 

職  種 受験資格 採用予定人数 

技術職 

（助産師） 
助産師資格を有する者 １人 

技術職 

（保育士・保育

教諭） 

保育士証（保育士登録済） 又は 幼稚園教諭

免許を有する者 
２人 

技術職 

（なわてふれあ

い教室指導員） 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準第１０条第３項各号に該当する者 

（保育士、幼稚園教諭及び小・中学校教諭の

いずれかの資格または免許を有する人等） 

２人 

※ 次のいずれか一つに該当する人は、受験できません。 

（１）成年被後見人又は被保佐人（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）四條畷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 

※ 採用予定人員は変更する場合があります。 

 

 

２ 任期 

令和元年（２０１９年）７月１日から令和４年（２０２２年）３月３１日まで 

 

令和元年度四條畷市任期付短時間勤務職員採用選考実施要項 
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３ 職務内容 

職  種 職務内容 

技術職 

（助産師） 

保健センターにおける子育て世代

包括支援業務 

技術職 

（保育士・保育教諭） 

保育所 又は 認定こども園におけ

る保育業務 

技術職 

（なわてふれあい教室指導員） 
放課後児童育成支援業務 

 

 

４ 選考の日時、場所及び内容 

（１）試験日時 

 令和元年６月２２日（土） 

 ※集合場所及び集合時間については、令和元年６月１４日（金）にホームペー

ジ上で職種ごとに掲載します。必ずご確認の上、ご来場ください。 

（受験票はありません） 

 

（２）選考方法 

職  種 選考方法 

技術職 

（助産師） 

①面接試験 

②適性試験 

技術職 

（保育士・保育教諭） 

①面接試験 

②適性試験 

技術職 

（なわてふれあい教室指導員） 

①面接試験 

②筆記試験 

 

（３）持参するもの 

   筆記用具（ＨＢの鉛筆、消しゴム） 

 

（４）結果発表 

選考結果は合否にかかわらず、有効受験者（所定の科目をすべて受けた人）全員に

通知します。 

 

（５）それぞれの試験において一定の基準点に達しないときは、不合格となります。 
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５ 受験手続 

（１）申込書の提出先 四條畷市総務部人事室 

    〒575‐8501 四條畷市中野本町 1 番 1 号  

電話 072‐877‐2121（内線 322～324） 

  0743‐71‐0330 

 

（２）応募方法・受付期間・提出書類 

（ⅰ）助産師の場合 

提出方法 

（１） インターネットからの申込 

エン・ジャパン株式会社の下記募集特設ページからお申し込み

下さい。 

①エン転職 

②ミドルの転職 

③AMBI（アンビ） 

※会員登録については、エン・ジャパン株式会社の利用規約

をよくお読みになってご利用ください。 

※どのホームページから申込いただいても結果に影響はあ

りません。 

※6 月 12 日（水）18:00 以降に送信するメールの指示に

従い、「志望動機」等を入力してください。 

（２） 郵送による申込 

提出書類を必ず簡易書留で郵送してください。 

角型２号（A4 サイズ）の封筒に受験申込書を折り曲げずに入れ、

封筒の裏側には、“受験申込書在中”と朱書きしてください。 

受付期間 

（１）インターネットからの申込 

令和元年５月１７日（金）午後１時から 

令和元年６月１２日（水）午後５時 必着 

（２）郵送による申込 

令和元年５月２０日（月）から令和元年６月１２日（水）必着 

提出書類 

（１） インターネットからの申込 

必須項目を確認の上申し込みください。 

下記のものを試験当日に必ず持参してください。 

ア．82 円切手を貼った返信用封筒（合否通知用） 

…長形３号封筒（12 ㎝×23.5 ㎝）を使用し、あて先を明記

してください。 

（２）郵送による申込 

ア．採用選考申込書（別添の様式 1） 

（ⅰ）写真の貼付 

…受験申込書の写真欄に写真 1 枚（申込前 3 ヶ月以内に撮

影した上半身、脱帽、正面向きで写っているもの）を必

ず貼ってください。 

（ⅱ）本市ホームページからダウンロードする場合は、必ず両

面印刷するか、片面印刷の上糊付けしてください。 

イ．職務経験報告書（別添の様式 2） 

…1 枚で記載できない場合は、用紙を印刷して全ての職歴を

記載して提出してください。 
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ウ．82 円切手を貼った返信用封筒（合否通知用） 

…長形３号封筒（12 ㎝×23.5 ㎝）を使用し、あて先を明記

してください。 

 

（ⅱ）保育士・保育教諭、ふれあい教室指導員の場合 

提出方法 

（１）インターネットからの申込 

市ホームページの専用フォームで申込みしてください。 

（２） 郵送による申込 

提出書類を必ず簡易書留で郵送してください。 

角型２号（A4 サイズ）の封筒に受験申込書を折り曲げずに入れ、

封筒の裏側には、“受験申込書在中”と朱書きしてください。 

受付期間 

（１）インターネットからの申込 

令和元年５月２０日（月）午前９時から 

令和元年６月１２日（水）午後５時 必着 

※時間を過ぎると受付できませんので、余裕をもって申込を完

了してください。 

（２）郵送による申込 

令和元年５月２０日（月）から令和元年６月１２日（水）必着 

提出書類 

（１）インターネットからの申込 

下記のものを試験当日に必ず持参してください。 

ア．82 円切手を貼った返信用封筒（合否通知用） 

…長形３号封筒（12 ㎝×23.5 ㎝）を使用し、あて先を明記

してください。 

（２）郵送による申込 

ア．採用選考申込書（別添の様式 1） 

（ⅰ）写真の貼付 

…受験申込書の写真欄に写真 1 枚（申込前 3 ヶ月以内に撮

影した上半身、脱帽、正面向きで写っているもの）を必

ず貼ってください。 

（ⅱ）本市ホームページからダウンロードする場合は、必ず両

面印刷するか、片面印刷の上糊付けしてください。 

イ．職務経験報告書（別添の様式 2） 

…1 枚で記載できない場合は、用紙を印刷して全ての職歴を

記載して提出してください。 

ウ．82 円切手を貼った返信用封筒（合否通知用） 

…長形３号封筒（12 ㎝×23.5 ㎝）を使用し、あて先を明記

してください。 

 

（３）受験手続上の注意 

（ⅰ）インターネットからの申込の場合、申し込み入力事項等に不備があるときは受

付できません。この場合、改めて申込入力していただくことになります。 

（ⅱ）郵送による申込の場合、申込書の記載事項等に不備があるときは受付できませ

ん。この場合、提出書類をお返しし、改めて提出していただくことになります。 

（ⅲ）（ⅰ）・（ⅱ）により生じた遅延、郵便事情や通信状況による遅延のほか、いかな

る理由であっても受付期間経過後の受付は一切いたしませんので、お早めに受

験手続きをしてください。 
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（ⅳ）採用選考に関する提出書類は一切お返ししません。提出書類は職員採用選考の

円滑な遂行のためのみに用い、適正に管理します。採用選考終了後、責任をも

って適正に処分いたします。 

 

６ 勤務条件 

（１）給与及び勤務時間 

職  種 給 与 勤務時間 

技術職 

（助産師） 
219,123 円  

週４日勤務（平日１日週休日） 

午前８時４５分から午後５時１５分まで 

技術職 

（保育士・保育教諭 D） 
154,877 円 

平日 

 午前 11 時 45 分から午後 6 時 30 分ま

で 

技術職 

（保育士・保育教諭 F） 
30,977 円 

土曜 

 午前 11 時 45 分から午後 6 時 30 分ま

で 

技術職 

（ふれあい教室指導員） 
160,049 円 

週６日勤務 

平日 

週４日 午後１時１５分から午後６時３

０分まで 

週１日 午後１時４５分から午後６時３

０分まで 

土曜日・夏休みなどの学校休業期間 

 午前８時から午後１時１５分まで 又は 

午後１時１５分から午後６時３０分まで 

 ※給与には、地域手当を含みます。 

 ※期末・勤勉手当及び通勤手当は、本市支給規定により支給します。 

※給与月額は令和元年７月 1 日から予定されているものです。ただし、社会情勢によ

り給与制度が改定され、金額などが変更されることがあります。 

 

（２）休暇 

  年次有給休暇あり（他の休暇は本市の休暇規定による。） 

 

（３）社会保険 

技術職（助産師）、技術職（保育士・保育教諭）、技術職（ふれあい教室指導員） 

健康保険、厚生年金、雇用保険に加入 

技術職（保育士・保育教諭 F） 

社会保険なし 
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四條畷市役所の案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ ＪＲ学研都市線四条畷駅から 

  ・京阪バス大和田駅行き又は国道中野経由イオンモール四條畷行きで、四條畷市役所下車 

 

※ 京阪電車大和田駅から 

・京阪バス四条畷駅行き、又は清滝団地行きで四條畷市役所下車 

  

 

お問い合わせ先 

四條畷市役所  TEL  072‐877‐2121 

            0743‐71‐0330 

＜受験手続＞ 

総務部人事室（内線 322～324） 

＜職務内容＞ 

助産師：保健センター          TEL 072-877-1231 

保育士・保育教諭：子ども政策課     内線 685、686 

なわてふれあい教室指導員：青少年育成課 内線 872、873 

Ｎ 

 ＪＲ 
四條畷市役所  学研都市線 
   本館 東別館 

 市民総合 
  体育館 

四條畷 
 西中学校 

  ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 

国道１６３号 

蔀屋交差点 西中野 ﾚｽﾄﾗﾝ 京阪バス 東中野 
 交差点 四條畷市役所  交差点 バス停 
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