
 

 

令和３年度（令和４年度採用予定） 

豊橋市会計年度任用職員採用試験要項 
 

１ 会計年度任用職員とは 

地方公務員法第 22 条の２第１項の規定に基づき任用される非常勤職員です。採用されると、一般職の公務員となり、服務

規程（職務専念義務や守秘義務等）が適用されます。 

 

２ 採用予定職種、採用予定人員及び応募資格等 

採用予定職種 採用予定人員 応 募 資 格 等 

一般事務 30名程度 
窓口応対に優れた能力を有し、かつ、パソコン操作（ワープロソフト・表計算

ソフト）に習熟した方 

一般事務 

（障害者対象） 
若干名 

障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳（愛護手帳など）、精神障害者保健福

祉手帳）の交付を受けている方 

児童クラブ支援員 30名程度 別紙①「児童クラブ支援員応募資格」参照 

司書 若干名 

司書、司書教諭のいずれかの資格を有する方又は令和４年３月 31 日までに資

格取得見込みの方で、多様化する図書館へのニーズ等に熱意をもって対応でき

る方 

調理員 

（公立保育所等） 
若干名 

公立保育所等において、児童に対する給食調理業務に熱意をもって取り組める

方 

外国人英語指導員（ALT） 若干名 別紙②「外国人英語指導員応募資格等」参照 

軽労務 各１名 

①土・日曜日に勤務可能で普通自動車免許（AT 限定可）を有し、かつ、市民

サービスの向上を常に意識し、現場作業（清掃・草刈り・ゴミ収集等）などに

熱意をもって取り組める方 

②市民サービスの向上を常に意識し、現場作業などに熱意をもって取り組める

方 

軽作業訓練支援員 １名 
あいトピアの軽作業訓練室において、障害者（利用者)への訓練指導を実施す

るための意欲のある方 

運転業務 

（大型バス運転業務） 
１名 

令和４年３月 31 日時点で大型自動車免許取得後２年以上経過し、運転業務及

び整備等に熱意をもって取り組める方 

調理員 

（学校給食共同調理場） 
５名程度 

学校給食共同調理場において、児童・生徒に対する給食調理業務に熱意をもっ

て取り組める方 

手話通訳 １名 
「手話通訳士試験又は手話通訳者全国統一試験」に合格した方又は令和４年３

月 31日までに合格見込みの方で、窓口応対に優れた能力を有する方 

医療扶助相談指導員 １名 
令和４年３月 31 日時点で医療機関での相談業務の経験が２年以上あり、社会

福祉士の資格を有する方 

就労支援員 １名 

令和４年３月 31 日時点で就労支援、求職に関する相談・支援業務の経験が１

年以上あり、普通自動車免許（AT限定可）を有する方又は令和４年３月 31日

までに取得見込みの方 

看護師 若干名 

看護師又は准看護師資格を有する方又は令和４年３月 31 日までに資格取得見

込みの方で、病気中や回復期の子どもに対する保育看護業務に熱意をもって取

り組める方、かつ、普通自動車運転免許（AT 限定可）を有する方又は令和４

年３月 31日までに取得見込みの方 

動物管理指導員 １名 動物への愛護の気持ちをもち、動物の保護管理に取り組める方 

特別支援学校介護員 各１名 

①児童・生徒の学校生活における介護業務及び、スクールバス添乗を行うこと

ができ、知的障害児童・生徒への理解があり、熱意をもって取り組める方 

②児童・生徒の学校生活における介護業務を行うことができ、知的障害児童・

生徒への理解があり、熱意をもって取り組める方 

教育委員会心理判定員 １名 
臨床心理士又は公認心理師資格を有する方又は指定大学院・専門職大学院を修

了又は令和４年３月 31日までに修了見込みの方 



 

 

学芸員（歴史） １名 
学芸員資格を有する方又は令和４年３月 31 日までに資格取得見込みの方で、

古文書の解読や普及活動に熱意をもって取り組める方 

サイエンス 

コミュニケーター 
１名 

学芸員又は理科教諭の資格を有する方又は令和４年３月 31 日までに資格取得

見込みの方で、科学的な演示やワークショップをはじめとする科学教育の普及

活動の企画運営に熱意をもって取り組める方 

[注]１ 年齢及び国籍要件はありません。ただし、外国人英語指導員（ALT）は除く。 

２  いずれの職種も障害者の方の受験が可能です。 

３ 免許（資格）を必要とする職種を希望する方で免許（資格）取得見込みの方については、免許（資格） 

を取得できなかった場合は採用されません。 

４ 上記職種の併願はできません。 

５ 採用予定人員は、今後変わることがあります。 

 

地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当する方は採用されません 

１ 禁錮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 

２ 豊橋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 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 

 

日本国籍を有しない方について 

・就労可能な、適法である在留資格を有する方に限ります。 

 

申込書類に虚偽の記載があった場合について 

・申込書類に虚偽の記載があった場合には、採用されない場合があります。 

 

３ 勤務条件 

職  種 業務内容 勤務時間 休日 勤務場所 
報酬月額 

(R3.4.1 現在) 

一般事務 ①庶務経理事務 

②窓口業務 

③事業推進補助（注１） 

原則 9:00～16:15 
(土日勤務の場合もあり) 

土日祝、 

年末年始 
(平日が休日の 

場合もあり) 

市役所庁舎又は

庁舎外の各施設 
177,324円 

一般事務 
（障害者対象） 

児童クラブ 

支援員 

（注２） 

放課後における留守家庭児

童の遊びや生活指導など 

月～金 14:00～19:00 

土 7:30～13:00 又は 

12:30～18:00 

長期休業期間 

7:45～13:45 又は 

13:00～19:00 
(専任支援員は平日毎日、

隔日支援員は概ね平日 1

日おきに勤務。隔週土曜

日勤務あり) 

土（隔週）、 

日祝、 

年末年始 

校区市民館 

小学校等 

①専任支援員 

169,531円 
②隔日支援員 

113,020円 

司書 

図書館等における資料の収

集・貸出・返却・整理・レ

ファレンス・読書推進など 

原則 8：30～21：15 の

うちの 6～7時間 

（土日祝勤務あり） 

4週間につき8

日、年末年始 

中央・まちなか・ 

向山・大清水 

図書館等 

193,145円 

調理員 

（公立保育所等） 

公立保育所等における児童

に提供する給食の調理など 

月～金のうち 4日 
原則 8:00～17:15 の
うちの 7～8時間 
土（月 2回） 
原則 8:00～13:00 

土（月2～3回） 

日祝、 

年末年始 

公立保育所等 171,445円 



 

 

外国人英語 

指導員（ALT） 

別紙②「外国人英語指導員

応募資格等」参照 

原則 

8：30～16:15（月～木） 

8:30～16:30（金） 

土日祝、 

年末年始 
(平日が休日の 

場合もあり) 

市内小中学校 268,863円 

軽労務 

①市営墓地の清掃、維持管

理等 

②公用車運転業務 

①9:00～16:00（月火金

土） 

9:00～17:00（日） 

②9:20～16:30（月～

木） 

金 9:20～16:40 

①水木祝日、

年末年始 

②土日祝、年

末年始 

①市営墓地 

②市役所等 

①177,160円 

②177,160円 

軽作業訓練 

支援員 

障害者（児）への軽作業指

導訓練 

9:00～15:45（水～土） 

9:00～16:00（火） 

月日祝 

年末年始 

総合福祉センター 

（あいトピア） 
180,684円 

運転業務 

（大型バス運転業務） 

市民をイベントや研修会場

等に送迎を行う。 

原則 8:45～17:00 

(土日祝日勤務の場合

もあり) 

木土日祝日 

年末年始 
(休日が勤務とな

る場合もあり) 

市役所 

車庫事務所 
165,730円 

調理員 

（学校給食共同調理場） 

児童・生徒に対する学校給

食調理業務 

（切裁機や千人用の蒸気釜

等を用いて大量調理を行い

ます。） 

原則 8:15～16:00 

(月に 1 回程度早出あ

り) 

土日祝 

年末年始、 

2週間につき

平日の 1日、

学校の長期休

業期間は休み

の場合もあり 

東部学校給食 

共同調理場 
164,189円 

手話通訳 

①聴覚障害者の意思疎通支

援業務 

②窓口業務及び申請受付並

びに事務処理 

A勤務 

原則 8:30～15:45 

B勤務 

原則 10:00～17:15 

土日祝、 

年末年始 
障害福祉課 193,145円 

医療扶助相談 

指導員 

生活保護法等に基づく医療

扶助相談・指導、レセプト

等を確認し他法活用状況の

確認・指導、医療機関との

連絡調整、その他生活福祉

課に関する業務 

原則 9:00～16:15 
土日祝、 

年末年始 
生活福祉課 211,273円 

就労支援員 

生活困窮者等への就労、求

職に関する相談・支援、協

力事業所の調査・開拓、住

居確保給付金の受付、その

他生活福祉課に関する業務 

原則 9:00～16:15 
土日祝、 

年末年始 
生活福祉課 177,324円 

看護師 

豊橋市立こじかこども園等

の病児保育室内における児

童の看護業務など 

原則 
月・火・木・金 
8:00～13:30 又は 
12:30～18:00 
水又は土 
8:00～18:00 

水又は土、 

日祝、 

年末年始 

こじかこども園 211,273円 

動物管理 

指導員 

犬の捕獲及びその他動物愛

護管理に関する業務 

原則 

9:00～15:45（週 4日） 

9:00～16:00（週 1日） 

土日祝、 

年末年始 
保健所 181,070円 

特別支援学校

介護員 

①児童・生徒の介護業務及

びスクールバス添乗業務 

②児童・生徒の介護業務 

①原則 7:30～16:00 

②原則 9:00～15:00 

土日祝、学校

の長期休業期

間は休みの場

合もあり 

豊橋市立くすのき 

特別支援学校 

①177,324円 

②143,003円 

教育委員会 

心理判定員 

障害のある児童生徒の就学

相談、発達検査、指導する

学校の支援など 

原則 

9:45～17:30（火～金） 

13:30～17:30（月） 

土日祝、 

年末年始 
(平日が休日の 

場合もあり) 

豊橋市教育会館 245,140円 

学芸員（歴史） 古文書の解読や普及活動等 
原則 9:00～16:00 
(祝日勤務の場合もあり) 

週休２日 

年末年始 
(平日に振替休日

の場合もあり) 

二川宿本陣 

資料館等 
193,145円 



 

 

サイエンス 

コミュニケーター 

視聴覚教育センター・地下

資源館におけるイベントの

開催、企画、展示物開発な

ど 

原則 8:30～17:00 

のうち 6～7時間 

週休 2日 

年末年始 

視聴覚教育セン

ター・地下資源

館 

193,145円 

※  上記、報酬月額は社会情勢等により今後変更されることがあります。定期昇給制度はありません。 

※ 勤務時間、休日は業務の都合（状況）により変更になる場合があります。 

※ 原則、所定労働時間を超える労働はありませんが、部署や時期によっては有る場合もあります。 

※ 休憩時間は原則 1時間ですが、部署によって異なる場合もあります。 

※ 報酬月額の他に通勤手当に相当する費用弁償、期末手当等が別途支給されます。 

※ 採用された場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険など社会保険に加入します。また、年次有給休暇、夏季休

暇等各種休暇制度があります。 

※ 任用期間については令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの１年間。ただし、引き続き業務の必要性があ

り、かつ勤務状況が良好な場合に限り、１年単位で原則４回まで改めて任用する可能性があります。 

※ 一般事務及び一般事務（障害者対象）については、業務内容により勤務形態や報酬月額が異なります。 

 

（注１）一般事務及び一般事務（障害者対象）へ応募される方は、希望業務を必ず申込時に入力してください。 

業務区分は下記のとおりです。 

①庶務経理事務   主に庶務・経理事務などを行います。 

②窓口業務     主に市民応対、受付などを行います。 

③事業推進補助   主に各課の事業における企画・推進の補助などを行います。 

（注２）児童クラブ支援員については、学校の長期休業中は、専任支援員、隔日支援員ともに毎日勤務となり 

勤務時間は概ね週 36時間程度となります。また、学校行事などにより、勤務時間等が変更になる場合が 

あります。 

 

４ 試験日、試験内容及び結果通知等 

（１） 一次試験 

職  種 試験日 試験会場 内 容 結果通知（予定） 

一般事務 

12月 11日（土） 豊橋市役所ほか 

基礎能力検査 

書類審査 

（注 1） 

12月下旬 

一般事務 

（障害者対象） 

軽労務 

軽作業訓練支援員 

動物管理指導員 

運転業務 

（大型バス運転業務） 
12月 11日（土） 豊橋市役所 

筆記試験（交通 

法規）、面接 
12月下旬 

児童クラブ支援員 

面接・適性検査は、12月11日

（土）・12日（日）のいずれ

か指定する１日。 

実技試験は、12月中旬～１月

中旬で指定する１日。 

豊橋市役所ほか 
面接、実技 

適性検査 
２月上旬 

司書 12月 11日（土） 豊橋市中央図書館 

教養・専門問題 

小論文、書類審査 

（注 1） 

12月下旬 

調理員（公立保育所等） 12月 11日（土） 豊橋市役所 面接、適性検査 12月下旬 

外国人英語指導員（ALT） １月 15日（土） 豊橋市教育会館 面接、実技 １月下旬 

調理員 

（学校給食共同調理場） 
― ― 書類選考 12月中旬 



 

 

手話通訳 12月 11日（土） 豊橋市役所 

基礎能力検査 

書類審査 

（注 1） 

12月下旬 

医療扶助相談指導員 
１月 15日（土） 豊橋市役所 

面接、作文 

適正検査 
１月下旬 

就労支援員 

看護師 12月 11日（土） 豊橋市役所 面接、適性検査 12月下旬 

特別支援学校介護員 １月 23日（日） 
豊橋市立くすのき 

特別支援学校 
面接、小論文 ２月上旬 

教育委員会心理判定員 １月 15日（土） 豊橋市教育会館 
面接、小論文 

専門問題 
１月下旬 

学芸員（歴史） 12月 12日（日） 二川宿本陣資料館 面接、専門実技 12月下旬 

サイエンス 

コミュニケーター 
12月 11日（土） 視聴覚教育センター 

教養・専門問題 

小論文、書類審査 
12月下旬 

※試験日や試験会場、試験内容は受験者数により変更することがあります。 

※一次試験の日時は、申込者あてに別途お知らせします。 

（注 1）令和３年 11月１日時点に本市会計年度任用職員（月額）の方で、同じ職種を受験する場合は一次試験が免除さ 

れます。 

 

（２）二次試験 ※二次試験の詳細は、一次試験合格者あてに送付する合格通知の中でお知らせします。 

職   種 試験日 試験会場 内 容 
結果通知 

（予定） 

一般事務 
１月 16日（日） 豊橋市役所 

面接、小論文 

適性検査 

パソコン操作 

２月上旬 
一般事務（障害者対象） 

軽労務 

１月 16日（日） 豊橋市役所 
面接、小論文 

適性検査 
２月上旬 軽作業訓練支援員 

動物管理指導員 

司書 1月 15日（土） 豊橋市中央図書館 面接、適性検査 ２月上旬 

調理員 

（学校給食共同調理場） 
1月８日（土） 豊橋市役所 

面接、小論文 

適性検査 
１月下旬 

手話通訳 

１月中旬を予定 

申込受付後、こちら

で指定します 

豊橋市役所 面接、実技 ２月上旬 

サイエンス 

コミュニケーター 
１月 15日（土） 視聴覚教育センター 面接、適性検査 ２月下旬 

※試験日や試験会場、試験内容は受験者数により変更することがあります。 

※児童クラブ支援員、調理員（公立保育所等）、外国人英語指導員（ALT）、運転業務（大型バス運転業務）、医療扶助相談指導

員、就労支援員、看護師、特別支援学校介護員、教育委員会心理判定員、学芸員（歴史）については二次試験を行いませ

ん。 

 

新型コロナウイルス感染症について 

今後の新型コロナウイルス感染拡大状況によって、試験日程や試験内容が変更する場合があります。 

変更が生じた際は、変更内容を受験者に速やかにお知らせするとともに、ホームページに掲載します。 



 

 

５ 試験結果の開示請求について 

 豊橋市個人情報保護条例に基づき、口頭で試験結果の開示を請求することができます。開示を希望される方は事前に豊橋

市役所人事課（電話 0532-51-2040）までご連絡ください。開示方法についてご案内します。 

 

開示の内容 口頭で開示請求できる期間 

総合点数及び総合順位 合格発表の日から 1月間 

 

６ 受験手続 

受付期間 令和３年 11月１日（月）午前８時 30分 から 令和３年 11月 24日（水）午後５時 00分まで 

申込方法 

豊橋市役所採用試験ホームページ(https://www.city.toyohashi.lg.jp/48713.htm)掲載の、申請窓口

にアクセスし、「豊橋市職員採用試験インターネット申込手続きガイド」に沿って手続きを行ってくだ

さい。 

※電子申請以外の申込みはできません。 

（外国人英語指導員(ALT)の方は郵送または持参 別紙②「外国人英語指導員応募資格等」参照） 

※障害者の方で、電子申請での申込みが困難な方は、人事課までご連絡ください。 

提出書類 

【児童クラブ支援員・司書・運転業務（大型バス運転業務）・看護師・学芸員（歴史）・サイエンスコミュニケーター】  

免許（資格）を確認できるものの写し（取得見込者を除く）を一次試験受験時に必ず持参してくださ

い。 

【調理員】 

調理に係る資格などがあれば確認できるものの写しを、「公立保育所等」は一次試験受験時、「学校給

食共同調理場」は二次試験受験時に必ず持参してください。 

注意事項 

・申込前に、入力内容の確認を必ず行ってください。 

・受付期間内に申込データを受信完了したものに限り受け付けます。 

・システムがメンテナンス等で停止する場合もありますので、余裕をもって申し込んでください。 

・使用するパソコンや通信回線の障害等によるトラブルについては、一切の責任を負いかねます。 

・申込内容等に不備がある場合は別途メール、又はお電話にてご連絡を差し上げることがあります。 

受験票の

交付 

受付期間終了後、12月３日（金）までに連絡先メールアドレスに受験票がアップロードされた旨のメ

ールが届きますので、受験票を印刷し、試験受験時に必ずご持参ください。 

※外国人英語指導員(ALT)の方は受験票を郵送します。 

 

（注） 

(1)申込受付後は、採用試験途中に提出された書類等一切の書類をお返しいたしません。 

(2)試験当日は、必ず受験票を持参してください。 

受験票は受付期間終了後、あいち電子申請・届出システムにアップロードされます。 

受験票がアップロードされた旨のメールが届きますので、ダウンロードし印刷したものを試験当日に持参してください。 

(3)問合せ先    豊橋市役所総務部人事課 

〒440-8501 豊橋市今橋町 1番地   

TEL [0532]51-2040   FAX [0532]56-5120 

 

 

 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/48713.htm


  

 

児童クラブ支援員応募資格 

 

放課後児童支援員資格を有する方。または、次のいずれかに該当する方（令和4年3月31

日までに該当見込みの方を含む）。 

 

一 保育士の資格を有する方 

 

二 社会福祉士の資格を有する方 

 

三 高卒程度の学力を有し、2年以上児童福祉事業に従事した方 

 

四 教員免許を有する方（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校） 

 

五 大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専

修する学科等を修めて卒業した方 

 

六 大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専

修する学科等を優秀な成績で単位を修得したことにより、大学院への入学が認められ

た方 

 

七 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を

専攻する研究科等を修めて卒業した方 

 

八 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育

学を専修する学科等を修めて卒業した方 

 

九 高卒程度の学力を有し、かつ2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従

事した方 

 

十 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した方 

 

※提出する資格の免許や証明等、不明な場合は生涯学習課（電話51-2856）までお問い合

わせください。 

 

別 紙 ① 



別紙② 

  

外国人英語指導員（会計年度任用職員）応募資格等 
職 種 外国人英語指導員（ＡＬＴ） 募集人員 若干名 

申込要件、 

資格 

以下の➀～➃を全て満たすこと（➀は、どちらかに該当すること） 

➀-１ 英語を公用語または第一言語とする国の国籍を有し、英語による教育を 12年以上受

け、英語を公用語または第一言語とする国の大学の学士号若しくは修士号を取得して

いる方。このうち、日本国籍に帰化した方も、同様の条件とする。 

➀-２ 英語を公用語または第一言語とする国の国籍を有していないが、英語を公用語または

第一言語とする国の高校と大学で教育を受け、高い英語力をもっている方。 

➁ 日本国内における就労の許可を受けている方。 

➂ 外国語（英語）指導の基本的な知識・技能並びに児童生徒への指導力を有していること。 

➃ 児童生徒および教職員とのコミュニケーションをすすんで図ることのできる積極性を有す

る方。 

申込時の 

提出書類 

➀ 履歴書（写真貼付）…豊橋市の決められた形式の申込書を使用する。英語・日本語どちら

で記載しても可。  

➁ 受験票…豊橋市の決められた形式 

➀・➁は、http://www.tec.toyohashi.ed.jpでダウンロード可。 

➂ パスポートの写しと在留資格を証明できるものの写し 

➃ 最終学歴の修了証書(diploma)の写し 

➄ 長形３号（12×23.5cm）の封筒に、84円切手を貼ったもの 

勤務条件 

時間 週３４時間 
月～木 ８：３０～１６：１５ 

金 ８：３０～１６：３０ 

業務内容 

・小学校及び中学校の英語科授業に参加し英語指導、および国際
理解教育のために教員に協力する。 

・その他、国際理解を深めるための諸活動に参加、協力する。 
・学校の職員として、勤務校の教育活動に参加する。 
・教育委員会等が主催する教員研修会や小中学生の活動の講師を
務める。 

・八町小学校イマージョン教育コースの授業や体験プログラムに
協力する。等 

休暇制度 
・有給休暇 初年度 10日間 

（次年度より順次増 年間 20日迄） 
・夏季休暇 ５日間 

報酬月額 268,863円 （見込） 

試験内容 面接(日本語と英語)、実技(英語による) 

申し込み 

・申し込みは、持参・郵送ともに 11月 24日（水）17:00です。郵送の場合は、封

筒に「ＡＬＴ申込」と朱書してください。なお、配達証明郵便等確実に配達され

たことが確認できる方法で送付されることをお勧めします。 

申し込み場所 豊橋市教育会館 事務室（１Ｆ） 

住所 
〒441-8075 豊橋市神野ふ頭町３番地２２ 

豊橋市教育会館 

電話番号 ０５３２－３３－２１１３ 

 

※上記報酬月額の他に通勤手当、期末手当が支給されます。 

※採用された場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険に加入します。また、年次有

給休暇等各種休暇制度があります。 

※嘱託期間は令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間です。引き続き業務の必要性があ

り、かつ勤務状況が良好な場合に限り、１年単位で原則４回まで更新する可能性があります。 

※試験については令和４年１月１５日（土）に豊橋市教育会館で実施する予定です。 

 試験案内は受付期間終了後に本人あて通知します。 

※申込受付後は、提出書類はお返しいたしません。  

http://www.tec.toyohashi.ed.jp/

