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大学卒程度等採用試験　実施状況・結果 最終更新日 2019年8月30日

令和元年度（2019年度）大学卒程度等採用試験　実施状況・結果

試験区分 申込者(人) 受験者(人)
第一次試験
合格者(人)

第二次試験
合格者(人)

最終合格者
（人）

最終競争率
（倍）

事務 2,053 1,635 1,262 834 391 4.2

社会福祉 200 166 159 - 99 1.7

心理 46 34 32 - 13 2.6

情報処理 15 13 10 - 4 3.3

土木 132 93 89 - 46 2.0

建築 59 45 43 - 31 1.5

機械 17 13 12 - 5 2.6

電気 27 19 17 - 9 2.1

農業 23 17 10 - 4 4.3

造園 38 28 17 - 7 4.0

環境 52 33 22 - 9 3.7

衛生監視員 89 70 42 - 18 3.9

保健師 114 100 84 - 41 2.4

消防
【一般】 687 581 203 - 110 5.3

消防
【専門】 5 2 1 - 1 2.0

消防
（救急救命士） 180 160 87 - 55 2.9

学校事務 133 104 47 - 22 4.7

合計 3,870 3,113 2,137 834 865 3.6

【参考】

平成30年度（エクセル：13KB）

読み上げ Language サイトマップ よくある質問 コールセンター
カスタム検索

暮らし・総合
戸籍・住民票などの手続き

観光・イベント
文化・芸術・スポーツなど

事業者向け情報
入札情報、産業振興など

市の情報・計画
市の施策・取組

トップページ > 市の情報・計画 > 職員採用・人事 > 横浜市職員採用案内ホームページ「始動。」 > 採用・選考情報 >
実施状況・結果 > 大学卒程度等採用試験　実施状況・結果

印刷する

横浜市について 政策・取組 行政運営・監査 職員採用・人事 財政・会計 広報・広聴・報道 選挙
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