2022 年度(令和４年度)
横浜市交通局採用選考 受験案内
2022 年（令和４年）５月
横 浜 市 交 通 局

◆◇募集職種◇◆

地下鉄運輸職員

・

地下鉄保守技術員

◆◇第一次選考日◇◆

2022 年（令和４年）７月３日（日）

◇ 申込方法 ◇

インターネット

◇ 申込期間 ◇

５月 12 日（木）午前９時 ～ ６月 13 日（月）午後５時

※申込内容によっては別途提出書類が必要です。詳しくは８ページをご覧ください。

▷▷同時期に募集する職種の併願はできません◁◁
バス乗務員【養成コース】、バス乗務員【免許取得支援コース】
バス乗務員、バス整備員、地下鉄運輸職員、地下鉄保守技術員

＜注意事項＞
※

インターネット申込み及び提出書類が、申込期間内に到達しなかった場合は無効とします。

※

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、試験日程等が変更になる場合があります。

※

変更がある場合は、横浜市交通局ホームページ「職員採用情報」にて、随時お知らせします。
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１

職務概要
職種

職務概要
採用当初から一定期間は、地下鉄各駅の業務に従事します。

地下鉄運輸職員

勤務は宿泊勤務が主となります。なお、選考による運転士養成課程修了後は、地
下鉄運転士として勤務します。

地下鉄の車両・施設・電気の保守点検業務等に従事します。日勤・夜勤・宿日直
勤務・宿泊勤務があります。

２

職種ごとの職務内容（一例）

地下鉄保守技術員

土木軌道

電気

線路、トンネル及び高架橋などの巡視・点検・検査業務等
営業線、駅舎への電力供給や、運行に関わる設備を保全す
る業務等

機械車両

車両の検査及び車輪削正など、車両改修業務等

建築設備

駅舎やバス営業所の建物及び機械設備の維持管理業務等

採用予定日、採用予定人員
職種

採用予定日

採用予定人員
20 名程度

地下鉄運輸職員
① 2022 年（令和４）年 12 月１日
② 2023 年（令和５）年４月１日
地下鉄保守技術員

20 名程度
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３

受験資格

選考の途中で受験資格がないことが明らかになった場合は、その後の選考は受験できません。合格し
ている場合は合格を取り消します。
職種

年齢要件

免許要件

採用予定日の属する年度の４月１日現在
における年齢が 18 歳以上 30 歳以下の人
【令和４年 12 月１日採用】
地下鉄運輸職員

「動力車操縦者運転免許に関

・平成３年４月２日から平成 16 年４月１日 する省令」に定める身体的条
までに出生した人
件（※）を備えている人
【令和５年４月１日採用】
・平成４年４月２日から平成 17 年４月１日
までに出生した人
採用予定日の属する年度の４月１日現在
における年齢が 18 歳以上 35 歳以下の人
【令和４年 12 月１日採用】

地下鉄保守技術員

・昭和 61 年４月２日から平成 16 年４月
１日までに出生した人

・両眼視力（裸眼又は矯正視力）
が 1.0 以上であること
・色覚が正常であること

【令和５年４月１日採用】
・昭和 62 年４月２日から平成 17 年４月
１日までに出生した人

（※）
「動力車操縦者運転免許に関する省令（昭和 31 年７月 20 日運輸省令第 43 号）
」に定める身体的条件
１ 視機能
(1) 視力（矯正視力を含む。
）が両眼で 1.0 以上、かつ、一眼でそれぞれ 0.7 以上であること。
(2) 正常な両眼視機能を有すること。
(3) 正常な視野を有すること。
(4) 色覚が正常であること。
２ 聴力
各耳とも５メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。
３ 疾病及び身体機能の障害の有無
心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼ
すと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。
４ 中毒
アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと。
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次のア、イに該当する人は受験できません。
ア 地方公務員法第 16 条（欠格条項）により、以下に該当する人
一 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
二 横浜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
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60 条から第 63 条までに規定する罪
を犯し、刑に処せられた者
四 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地アを結成し、又はこれに加入した者
イ 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心身衰弱を原因とするもの以外）

４

日程、選考方法

（１）地下鉄運輸職員
区分
第一次選考

日程
７月３日（日）

８月上旬の
指定する日

選考科目
一般教養
適性検査①

の指定する日

合格発表

受験票発行時に通知

７月下旬

身体検査
第一次選考合格者に

第二次選考
８月中旬～下旬

会場・集合時間等

適性検査②
面

通知

９月中旬

接

（２）地下鉄保守技術員
区分
第一次選考

日程
７月３日（日）

８月上旬の
指定する日

選考科目
一般教養
適性検査①

の指定する日

合格発表

受験票発行時に通知

７月下旬

身体検査
第一次選考合格者に

第二次選考
８月中旬～下旬

会場・集合時間等

通知
面

接
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９月中旬

（３）選考科目の詳細について
選考科目

内容

一般教養

択一式。社会、人文及び自然に関する一般常識、文章理解、判断推理、資料
解釈などについての筆記試験。
なお、地下鉄運輸職員は鉄道に関する専門知識等も含む。

適性検査①

クレペリン検査

適性検査②

注意配分検査、反応速度検査

面接
身体検査

５

個別面接
胸部 X 線、血圧、血液検査、BMI、尿検査、視力、聴力などの医学的検査

試験結果

（１）

合否は必ず市庁舎屋外掲示板又は横浜市交通局ホームページでご確認ください。合否について
の電話による問合せはお断りします。また、電報及び電話などで合否を通知するサービスは行い
しません。

（２） 選考結果については「横浜市個人情報の保護に関する条例」第 32 条の規定により、口頭で開示
を請求することができます。必ず受験者本人が直接下記開示請求場所にお越しください。その際
には本人確認が必要となりますので、第一次選考で配付する受験番号票をお持ちください。

開示請求のできる人
開示内容

開示場所など

６

第一次選考、第二次選考の各選考不合格者（本人に限る）
※それぞれの科目で棄権された方（全科目受験されていない方）には、選考結
果を開示することはできません。
当該選考の総合順位及び総合得点
【期 間】各選考の合格発表日から２週間
【場 所】交通局総務部人事課人事組織係
【時 間】８：45～17：15（平日 12：00～13：00 土日祝日を除く）

採用について

・採用予定日は 2022 年（令和４年）12 月１日及び 2023 年（令和５年）４月１日です。
・申込書記載事項が正しくないことが明らかになった場合は、採用される資格を失うことがあります。
・地方公務員法第 22 条第１項に基づき、正規職員としての採用は条件付の採用となります（原則６か月間）。
・採用後は一定の期間研修を受講していただきます。
・所定の研修を修了できない場合、受験資格を偽った場合又は交通局職員としてふさわしくない行為が
あった場合等は、正式採用されないことがありますのでご注意ください。
・外国籍の人で採用されるのは「永住者」
、
「日本人の配偶者等」、
「永住者の配偶者等」、
「定住者」及び「特
別永住者」の人です。
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７

給与

正規職員採用後の給与は「横浜市交通局企業職員の給与に関する規定」等に基づき支給されます。
高校卒業後、年齢 18 歳の場合の 2022 年（令和４年）４月１日現在の初任給は、172,492 円（給料及び地
域手当）となります。
勤務経歴又は大学・短期大学・高等専門学校での就学期間がある場合は、前歴として一定の割合に基づ
いてこの額に加算されます（前歴による加算は 60 月（５年分）を上限）。
また、年齢別最低保障額を設定しているほか、状況に応じて各種手当が支給されます。
採用までに規定改正等が行われた場合には、その定めるところによります。

年齢別最低保障額

25 歳

30 歳

35 歳

40 歳

（給料及び地域手当）

187,340 円

213,556 円

232,580 円

249,632 円

各種手当

通勤手当、住居手当、扶養手当、超過勤務手当、期末勤勉手当など

※参考 入局後 10 年経験者＜18 歳、高校卒業・前歴なしで入局＞の年収（試算）
→ 約 450 万円（給料、地域手当及び超過勤務手当等を含む）

８

労働時間及び公休日

【所定労働時間】 １週間当たり平均して 38 時間 45 分
※（地下鉄保守技術員）日勤時の勤務時間：８時 30 分から 17 時 15 分
【公

休

日】 土・日曜日に関係なく指定した日（４週間を通じて８日）
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９

申込方法
５月 12 日（木）午前９時 ～６月 13 日（月）午後５時まで
※ ６月 13 日（月）午後５時までに横浜市電子申請・届出サービスに到達したも
のを有効とします。
【横浜市電子申請・届出サービス】
https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/navi/index.html
申込期間

※ 「横浜市電子申請・届出システム（新）」サイトからは申込みできませんので
ご注意ください。
※ 申込締め切り直前は回線が大変混雑します。また、システム管理のため一時的
に利用できない場合がありますので、余裕を持って申込みください。
※ 複数回にわたって申込みをした場合、全ての申込みが無効となる場合がありま
す。なお、使用されるパソコンや回線上の障害などが発生した場合のトラブル
については、一切責任を負いません。
１ 横浜市電子申請・届出サービスへの登録
※取得した ID、パスワードは必ず控えておいてください。忘れると申込み
及び受験票のダウンロードができません。
２

申込手順

横浜市電子申請・届出サービス上での申込み
・横浜市電子申請サービスにログイン後、申請手続きを選択します。
・職種を選択し、必要事項を入力します。
詳しくは別紙「申込手続の手引」を参照の上、手続きしてください。

・受験票は、ＰＤＦファイルで発行します。
・６月 20 日（月）から６月 22 日（水）の間に、横浜市電子申請・届出サービスの
個人画面に受験票を添付します。この期間中に横浜市電子申請・届出サービスに
ログインすると受験票が添付されないため、受験票発行連絡メールが届くまでロ
グインしないでください。誤ってログインした場合は、すぐにログアウトしてく
ださい。
受験票の発行

・
「受験票発行連絡」メールが届きましたら、速やかに取得し、内容を確認してく
ださい。
・当該期間中に受験票発行連絡メールが届かない場合、迷惑メールに振り分けられ
ている可能性がありますので確認してください。
・６月 23 日（木）を過ぎても添付ファイルが添付されていない場合は、横浜市交
通局人事課採用担当までご連絡ください。
・受験票発行方法については、横浜市交通局 HP「採用情報」ページに「受験票発行
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の手引」を掲載しますので、そちらをご確認ください。
・受験票には、６か月以内に撮影した写真１枚（縦４cm×横３cm、カラー、裏面
に受験番号・氏名記入）を貼り、選考当日に持参してください。

１０

申込時の提出書類

対象者

インターネット申込時に職歴欄が足りなかった方のみ
職務経歴書追加用紙

提出書類

※横浜市交通局 HP「採用情報」各職種の募集案内ページからダウンロードしてく
ださい。

提出期間

５月 12 日（木）～ ６月 14 日（火）【消印有効】

提出方法

簡易書留による郵送のみ（持込不可）

宛

先

〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10
横浜市交通局総務部人事課人事組織係 採用担当
・郵便事故防止のため、必ず簡易書留扱いで郵送してください。郵便事故等により
横浜市交通局に提出書類が届かなかった場合は受験できません。簡易書留差出時
の受領証は、受験票が発行されるまで大切に保管してください。

注意事項

・インターネットによる申込みが申込期間内にされていた場合でも、提出書類が届
いていない場合や、６月 15 日（水）以降の消印で届いた場合は受験できません。
・封筒の表には、
「採用選考提出書類在中」、「職種」を朱書きしてください。
・封筒の裏には、差出人の住所・氏名を必ず明記してください。

１１

その他

（１）問題は活字印刷文による出題となります。いずれかの選考科目が一定の基準に達しない人は、他の
科目の成績にかかわらず不合格とします。
（２）この選考において提出された書類は一切返却しません。
（３）エントリーシート及び提出書類の記入時から内容に変更があった場合は、速やかに交通局人事課
採用担当までご連絡ください。
（４）受験に際して収集する個人情報は、採用選考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。
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１２

よくある質問

Ｑ

インターネットでの申込みがうまくできません。

Ａ

横浜市電子申請・届出サービスの「はじめて利用する方」欄にある「動作環境」や「利用手引」など
を参照し、パソコンの環境を整えてから申込みをしてください。
なお、申込手続はご自身のパソコンでなくても構いません。インターネット環境が整っていれば申
込みは可能です（別途、受験票発行の際にプリンターと Adobe Acrobat Reader DC が必要）。
障害等の理由により、インターネットでの申込みが難しい場合は、交通局人事課に問い合わせてく
ださい。

Ｑ

スマートフォンでも申込みはできますか。

Ａ

スマートフォンやタブレット端末での申込みはできません（「モバイル向けサイト」含む）
。必ずパソ
コンで申込手続を行ってください。

Ｑ

申込フォームが見当たりません。

Ａ

横浜市電子申請システムは、新システムに手続を順次移行していますが、今回の募集は「横浜市電子
申請・届出システム（新）
」サイトからは申込みができません。必ず下記 URL からお申込みください。
詳しくは「申込手続の手引」を参照してください。

【横浜市電子申請・届出サービス】
https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/navi/index.html
Ｑ

申込みが完了しているのか不安です。

Ａ

申込完了についての問合せには応じることができません。
電子申請システムの申請・手続情報欄にある〔状況照会〕の取扱状況に「到達」の文字が表示された
ことを確認できれば申込みは完了しています。また、登録したメールアドレスに申請到達通知メール
が届いていれば、申込みは完了しています。
なお、
〔状況照会〕はスマートフォンでの確認も可能です。その際は「電子申請・届出サービス」
トップページ左下の「モバイル向けサイト」を選択し、確認してください。

Ｑ

受験票はいつ添付されますか。

Ａ

６月 20 日（月）から６月 22 日（水）までの間に、横浜市電子申請・届出サービスの個人画面に受験
票を添付します。この期間中に横浜市電子申請・届出サービスにログインすると受験票が添付されな
いため、受験票発行連絡メールが届くまでログインしないでください。
なお、誤ってログインした場合は、すぐにログアウトしてください。
６月 23 日（木）を過ぎても添付ファイルが添付されていない場合は、交通局人事課に問い合わせて
ください。

Ｑ

受験票発行連絡メールが届きません。

Ａ

横浜市電子申請・届出サービスから登録したメールアドレスにお送りします。メールが届かない場合、
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受信トレイの迷惑メールフォルダ等に届いている、または、お使いのメーラーによっては、件名等を基
に関連するメールがスレッド形式で表示され見つけにくくなっている可能性がありますので、確認して
ください。
Ｑ

申込書・エントリーシートの内容が変更になりました。

Ａ

申込み後、引っ越しや転職等で記入内容に変更があった場合は、速やかに交通局人事課採用担当にお
電話にて連絡の上、次の内容を交通局人事課採用担当宛てにメールでご連絡ください。
【選考前】申込職種、お名前、生年月日、到達番号、変更内容
【選考途中】受験番号、お名前、生年月日、変更内容
＜交通局人事課採用担当 kt-saiyou@city.yokohama.jp＞

Ｑ

申込書・エントリーシートの内容を修正・取下げたいです。

Ａ

一度申し込まれた内容は、横浜市電子申請・届出サービス上では修正・取下げできません。また、原
則として、申込完了後の修正は受け付けていません。指定の文字数・行数を超えて入力した場合など
については、出力時に表示されない可能性があります。申し込む前に入力内容及び指定の文字数・行
数に収まっていることを必ず確認してください。やむを得ない理由により、修正・取下げを行いたい
場合については、交通局人事課に問い合わせてください。

Ｑ

誤って重複申込みをしてしまいました。

Ａ

重複申込みをした場合、先に申請到達した方を受付けとします。

Ｑ

併願はできますか。

Ａ

交通局が申込期間に同時に募集する職種及び複数の選考区分の併願はできません。併願された場合
は、申請到達通知メールが届いても後願申請分を取消します。

Ｑ

申込を辞退したいです。

Ａ

申込職種、お名前、生年月日、辞退理由、到達番号について、交通局人事課採用担当宛てにメールで
ご連絡ください。
（交通局人事課採用担当 kt-saiyou@city.yokohama.jp）

■

問合せ先

横浜市交通局人事課人事組織係 採用担当
〒 231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10
TEL : 045-671-3164

（電話受付時間 ： 平日 午前８時 45 分～午後５時 15 分）

E-mail ： kt-saiyou@city.yokohama.jp
横浜市交通局ホームページ「職員採用情報」：
https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/saiyo/
～業務内容や募集案内事項についても掲載～
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