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令和４年度 大和市消防吏員採用試験受験案内 
体力検査を重視します。救急救命士（取得見込含）、社会人・公安職等経験者も対象です。 

【令和５年４月１日採用予定】 

◆試験区分、採用予定人数、職務内容及び受験資格                       

試 験 区 分 採用予定 職務内容 年齢 
令和 5年 4月 1日 

現在の年齢 

消防職上級 

（大卒程度） 

若干名 消防業務に従事 

平成５年４月２日から 

平成１３年４月１日までに生まれた人 
22 歳～29 歳 

消防職初級 
（短大・高卒程度） 

平成１３年４月２日から 

平成１７年４月１日までに生まれた人 
18 歳～21 歳 

受験資格 

（身体的条件） 

次の要件を全て満たす人 

（１）心身ともに健康である人 

（２）視力（矯正視力を含む）が両目で 0.7 以上かつ一眼でそれぞれ 0.3 以上の人 

（３）赤色、青色及び黄色の色彩を識別できる人 

＊受験資格を満たしていれば、大学を実際に卒業しているかどうかは問いません。 

◆地方公務員法第１６条により、次のいずれかに該当する人は、受験できません。                      

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

２ 大和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年を経過しない人 

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人 

◆試験の内容、試験日、場所及び合格発表                          

試験段階 内 容 試験日時 場 所 合格発表 

第１次 

事務能力基礎試験 

９月１８日（日） 大和市消防本部 

 

１０月５日（水） 

午後２時 

大和市消防本部正面

玄関掲示板及び大和

市ホームページに掲

示し、合格者には文書

で通知します 

消防適性検査 

作文試験 
＊第２次試験科目 

体力検査 ９月２２日（木） 
大和スポーツセンター 

体育会館 第３体育室 

第２次 個別面接 １０月中旬予定 大和市消防本部 

１０月下旬予定 

合否に関わらず文書

で通知します 

第３次 

個別面接 １１月上旬予定 大和市消防本部 １２月中旬予定 

合否に関わらず文書

で通知します 身体検査 １１月下旬予定 
個別面接の成績上位者のみ通知し実施

します 

＊試験内容、日時、場所については、状況により変更する場合があります。 

＊作文試験は第１次試験日に実施しますが、第２次試験科目です。第１次試験合格者のみ採点します。 

【消防】 R４．９．１８ 
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◆教養試験の出題分野及び適正検査の内容等                         

種類 出題分野（内容） 問題数等 

事務能力基礎試験 国語（日本語）能力、数的処理能力を問う問題 ３０題・５０分 

消防適性検査 
消防職員としての適応性を認知能力（迅速・的確な対応や

機器操作技能等の基礎）の面からみる検査 
９０題・１５分 

作文試験 文章構成力、文書表現力等についての試験 ８００字・６０分 

 

◆体力検査及び身体検査について                              

 １．体力検査について 

   「握力、腕立て伏せ、立幅跳び、反復横跳び、時間往復走（１０ｍ５分間）」を行います。 

 ２．色覚検査、身体検査について 

   「内科診察、身体計測、眼科検査、聴力検査、血圧測定、尿検査、心電図検査、胸部 X 線検査、 

肝機能検査、血液検査、糖尿病検査、色覚検査」を行います。 

 

◆勤務時間について                                    

 １．毎日勤務は午前８時３０分から午後５時１５分までの７時間４５分の勤務です。 

 ２．交替制勤務は２交替制で、午前８時３０分から翌日午前８時３０分までの１５時間３０分の勤務です。

原則として、８週間に２０回の当直勤務をします。 

 

◆給与について                                      

 １．給与は、大和市一般職の給与に関する条例等に基づいて、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、 

通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、期末・勤勉手当等が、それぞれの支給条件に応じて 

支給されます。 

 ２．採用前に職歴等のある場合は、基準学歴卒業後の経験年数を加算して給与を決定します。 

   初任給（令和４年４月１日現在）※給料月額及び各種手当は、条例改正等により変更されることがあります。 

   【参考：初任給の目安】大学卒業後に消防等での職務経歴がある場合の標準的な初任給は次のとおりです。 

 

◆令和３年度採用試験実施結果（参考）                                    

試験区分 申込者 受験者 一次合格者 最終合格者 最終合格倍率 

９月 
消防職上級 ５２名  ３５名  ２２名  ２名  １７．５０倍 

消防職初級 ５５名  ４５名  ２３名  ２名  ２２．５０倍 

 

試験区分 給料月額 地域手当 合計 

消防職上級 ２１８，７００円 ２１，８７０円 ２４０，５７０円 

消防職初級 １８３，７００円 １８，３７０円 ２０２，０７０円 

職務経験年数 給料月額 地域手当 合計 

５年 ２５１，４００円 ２５，１４０円 ２７６，５４０円 
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◆その他注意事項                                     

 １．この試験において提出された書類は、一切返却しません。 

 ２．この試験において市が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的への使用は 

   一切しません。ただし、採用者の個人情報は人事情報として使用します。 

 ３．集合時間（着席時間）を過ぎた場合は受験ができません。ただし、鉄道の不通、遅れによるときは、 

   鉄道事業者発行の遅延証明書の提出を条件として受験を認める場合があります。 

 ４．第１次試験（事務能力基礎試験・消防適性検査・作文試験）当日の持ち物は次のとおりです。 

   ・受験票 ・ＨＢ以上の濃い鉛筆又はシャープペンシル ・消しゴム ・黒ボールペン・自己推薦書 

 ５．第１次試験（体力検査）当日の持ち物は次のとおりです。 

   ・受験票 ・運動靴（室内用） ・運動できる服装 ・タオル・飲み物 ・筆記用具 

 ６．各試験の際は自動車・バイク・自転車での来場を禁止します。（駐車場・駐輪場は使用できません） 

 ７．不正行為が発覚した場合は、その時点で当該試験を失格とします。 

 ８．試験中、腕時計（計算機能、通信機能がないもの）以外の電子機器（スマートフォン等）の使用を固

く禁じます。 

 ９．ゴミは必ずお持ち帰り下さい。 

１０．日程や試験会場変更等の重要なお知らせは、大和市ホームページに掲載します。 

 

◆合格から採用まで                                     

 １．最終合格者は、試験区分ごとに採用候補者名簿に１年に限り登載され、職員の欠員に応じて順次採用

されます。 

 ２．採用候補者名簿からの採用は、原則として令和５年４月１日の予定です。 

 ３．外国籍の人で、就労が可能でない在留資格の人は採用されません。 

 ４．受験資格がないこと、又は虚偽の申告等申込記載事項が正しくないことが明らかになった場合は合格

を取り消します。 

 ５．虚偽の申告等が明らかになった場合には、合格を取り消す場合があります。 

 

◆試験結果の開示について                                   

 １．採用試験の結果については、大和市個人情報保護条例第１８条の規定により、大和市消防本部消防総

務課窓口（大和市深見西４－４－６ 大和市消防本部２階）で開示を請求することができます。 

 ２．開示時間は、開庁日の午前８時３０分～午後５時（正午～午後１時を除く。）です。 

 ３．開示請求できる人は、各試験の不合格者で本人に限ります。 

 ４．開示内容は、受験者数、合格者数、本人の順位です。 

 ５．電話、はがき等による請求では開示できませんので、受験者本人がお越しください。 

 ６．受験票により本人確認をさせていただきますので、受験票は大切に保管し、開示請求の際に必ずご持

参ください。 

 ７．開示期間は、各合格発表から３０日間です。 
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◆申込手続き                                       

採用試験に関するお問合せ 

大和市消防本部 消防総務課 政策調整係 

〒２４２－００１８ 大和市深見西４－４－６   

電話（０４６）２６０－５７７５ 

受付時間 月～金（祝日除く） 午前８時３０分～正午 午後１時～午後５時 

大和市に関する情報は、市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご覧いただけます。 

＜ＵＲＬ＞ https://www.city.yamato.lg.jp/ 

申 込 方 法 
〈 受付場所 〉 大和市消防本部３階 講堂 
申込用紙（申込書・受験（写真）票）に必要事項を記入し、受付日に必ず本人が持参してくだ

さい。受付時に簡単な聞き取りを実施します。郵送又は代理による受験申込みは受付しません。 

受 付 期 間 

〈 受 付 日 〉 令和 4 年 8月 18 日（木）～20 日（土） 

〈 受付時間 〉 8 月 18 日（木）午前 9時～正午 午後 1時～午後 2時 

8 月 19 日（金）午前 9 時～正午 午後 1時～午後 2時 

        8 月 20 日（土）午前 9時～午後 1時 

提 出 書 類 

（１）申込書 

（２）受験（写真）票 

（３）写真（申込書と受験（写真）票に貼付） 

（４）返信用封筒（受験票を郵送するために使用します） 

・84 円分の切手を貼ってください。 

・定型封筒長形３号（12㎝×23.5 ㎝）を使用してください。 

・郵便番号、返信先（ご自宅の住所）、氏名を明記してください。 

 

【写真等】申込前６ヶ月以内に撮影した鮮明なもの（縦 4.5 ㎝×横 3.5 ㎝、上半身、正面向き、

脱帽、カラー・白黒いずれも可、裏面に氏名を記入）を２枚用意し、申込書及び受験（写真）

票に貼り付けてください。 

 

※注）ホームページから申込書をダウンロードした方は、受験（写真）票を申込受付時に記入

いただきます。２枚用意したうちの１枚の写真をお持ちください。 

申込用紙の 

配  布 

直接取りに 

来られる人 

大和市消防本部２階 消防総務課 政策調整係（平日のみ） 

電話（046）260-5775 (月～金 午前 8時 30 分～正午 午後 1 時～5時) 

また、市内消防署各分署・出張所でも配布しています。（午前 8時 30 分～正午 午

後 1時～5時 ただし、不在となる場合もあります。） 

郵送を希望 

さ れ る人 

請求先：〒２４２－００１８ 大和市深見西４－４－６ 

     大和市消防本部消防総務課政策調整係 宛て 

※1．請求する封筒の左上部に「消防受験案内請求」と朱書きしてください。 

※2．必ず、返信用封筒（120 円切手を貼付した角 2 ｻｲｽﾞ(240mm×332mm)）を同封

してください。8月 15 日（月）到着分まで返送します。 

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ 

からﾀﾞｳﾝﾛｰ

ﾄﾞされる人 

《URL》 
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/55/shoboshokuinsaiyoannai/46

86.html 

採用試験案内のページからダウンロードしてご使用ください。 

※受験（写真）票はダウンロードできません。申込受付時に別途記入いただきま

す。ご注意ください。 

受 験 票 の 

交    付 

受験票は、9月 2日（金）までに到着するように郵送します。それまでに到着しない場合には、

消防本部消防総務課までお問い合わせください。 


