安 心・安 全 は 私 た ち が 守 る

千葉市
消防士募集

2022

安心・安全は私たちが守る

CHIBA CITY FIRE BUREAU

【千葉市データ】
人口：９７６，
４８９人

面積：271.78k㎡

世帯数：４５４，
４９６世帯

※人口・世帯数は、令和4年３月1日現在のものです。
（ 千葉市HP参照）※面積は、令和2年10月1日現在。国土地理院公表面積です。
（ 国土地理院データ参照）
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【千葉市消防局データ】
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総務部

総務係／企画広報係／経理係／消防団係
総務課
人事係／給与厚生係
人事課
施設係／装備係／整備係
施設課
消防学校

警防部

警防課
救急課
指令課
航空課

警防係／計画係／消防救助係
救急管理係／高度化推進係

予防部

予防課
指導課

予防係／調査係／査察対策室
危険物係／保安係／建築第一・二係

消防署

消防第一・二課
予防課

警防係／救急係／救助係
庶務係／予防係／調査係

職員定数：946人
庁舎・施設：6消防署、19消防出張所、消防学校、
航空隊ヘリポート、整備工場
災害出動件数：５，
１２２件 救急出動件数：55,563件
※災害・救急出動件数は、令和3年実績です。

令和3年4月竣工 あすみが丘出張所です。

男女ともに働きやすい環境を目指し、男女別仮眠室、
風呂、事務室、体力錬成室等を設置しています。

CHIBA CITY FIRE BUREAU

千葉市消防局の消防力
保有車両等

消防車両約200台、消防ヘリコプター 2機、消防艇1艇
水槽付きポンプ車

消防車内に貯水タンクがあり、その水
を利用して消火ができます。

梯子車

消防車に梯子がついており、梯子を伸
ばして、高層建物等から人を助けます。

除染車

化学剤等の災害に対応する為の資機
材が積載されています。

ポンプ車

消火栓や防火水槽から水を吸水し、消
火活動を行います。

救助工作車

がれきの下敷きや交通事故から人を助
ける為の様々な資機材が積載されて
います。

特殊災害対応車

特殊災害の原因物質の特定や災害対
応の資機材があります。

救急車

怪我や病気などの様々な症状に対応
できる資器材を積載しています。

特別高度工作車

消防車の後部に大型のブロワーを配
置し、火災現場等で排煙活動等を行い
ます。

消防ヘリコプター

海上・山林での救助活動・救急搬送、上
空からの火災状況の把握・消火等を行
います。
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千葉市消防局の業務

千葉市消防局には様々な業務があります。
それぞれの第1線で活躍する職員の生の声を集めました。
消防隊

救助隊

消 防 隊は火 災 が 発

救 命 率 の 向 上を図

火 災、交 通 事 故、水

生 す るとい ち 早く現

るため 高 度 な 救 命 処

難 事 故 など あらゆ る

場へ駆けつけ、日頃の

置 資 機 材 を 積 載した

災 害にお いて 最 も 優

厳しい 訓 練 で 身 に付

「高 規 格 救 急 隊」を 導

先される人 命 救 助 の

けた技術・体力をもと

入 し、全26隊 で 活 動

スペシャリストとして

に消火活動を行います。
また火災だけでなく、交通

しています。
また、ちば消防共同指令センターにおい

最前線で活躍しています。日々厳しい訓練を行い、

事故、風水害にも出動し、昼夜を問わず市民の生活

て医師常駐体制を運用し、24時間体制で質の高い

高度な専門知識や卓越した技術・体力を身につけ活

を守っています。

効果的な救急活動の推進を図っています。

動しています。

緑消防署予防課
消防士

丸 郁子

中央消防署消防第一課
消防士

関谷 栞

緑消防署消防第一課
消防士

板垣 悠太

私は、人命救助の最前線で活動する消防

私は、命の最前線で活躍する救急救命士

私が消防士を目指したきっかけは、幼い

士に憧れを持ち、救急救命士の資格を取得

に憧れ、大学で資格を取得後、千葉市消防

ころに消防署で訓練する消防士の方々を見

して千葉市消防局に入局しました。現在は

局に入局しました。初めは現場に行っても上

て「かっこいい！」と思ったことです。

消防隊、救急隊として従事しており、命に係

手くいかないことの方が多く、自分に不甲斐

現在、私は救急救命士の資格を持つ唯

わる仕事として強い使命感と責任感を持つ

なさを感じました。ですが、先輩方からアド

一の救助隊員として日々、訓練や災害現場

ことができ、充実した毎日を送っています。

バイスを頂いたり、訓練や現場経験を重ね

で活動しています。辛いと思うことも多くあ

近年、複雑多様化する災害に対応するた

ることで、傷病者のためにできることが少し

りますが、それでも「助けたい！」という気

め、日々の訓練は決して簡単なものではあ

ずつ増えていきました。訓練や経験を現場

持ちを常に持って仕事をしています。

りませんが、互いに切磋琢磨しながら成長

活動に活かせた時、市民の方から感謝の言

することができる環境は、この仕事の魅力

葉をいただいた時には何にも代えられない

であると言えます。また、市民の方に感謝

やりがいを感じます。千葉市は親身になって

される瞬間は、何にも代えがたい満足感、

相談に乗ってくれる先輩が多く、風通しの良

やりがいを感じることができます。

い職場です。みなさんと一緒に千葉市を守

これから消防士を目指す皆さんと、一緒
に働けるのを楽しみに待っています！
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救急隊

れることを心待ちにしています！！

皆さんと一緒に消防署で働けるのを楽し
みにしています。

CHIBA CITY FIRE BUREAU

千葉市消防局の業務

火災原因調査

水上消防隊

消火活動を行う一方で、
火災がどのように拡大した

海から市民の平穏な暮らしを守るため、千葉市では

か、
原因は何であったのかなどについて調査するのも消

100トン級の消防艇「まつかぜ」を配備しています。船

防の重要な任務です。
類似火災の防止を目的とし、
現場

舶火災、
コンビナート火災、水難救助など多様な災害

の発掘作業や鑑識活動を行い、
今後の消防活動や火災

に出動し、海の守りの要となっています。

予防に役立てています。

中央消防署消防第二課臨港出張所
消防士長

霜崎 大輝

私は、
「陸・海・空」と幅広い
分野で、市民の方々の役に立て
る千葉市消防局で働きたいと思
い入局しました。現在は「陸・
海・空」の「海」の部分を守るた
め、海技士の資格を取得し、消
防艇まつかぜの機関士として勤
務しております。水 上 消 防 隊
は、主に船舶火災や水難救助等
に出動する部隊です。消防の中
でも特殊性が高く、専門的であ
るため、あらゆる災害に対応す
るべく、日々訓練に励んでいま
す。切磋琢磨できるこのような
環境で、市民の方々の役に立ち
たいという、熱い思いを持った
皆さんと一緒に働ける日々を心
待ちにしています。

指令管制

美浜消防署予防課

消防士長

鈴木 勇人

私は人の命を救える仕事に就きたいと思い消防士を目指しました。
現在は消防隊、救急隊として市民の安心安全を守りながら火災原因調
査を担当しています。火災原因調査は火災の原因を突き止め、同様の
火災を防ぐという消防行政の礎とも言われています。火災調査は専門
性が高く、火災によっては辞書のような厚い書類の量になります。私も
始めの頃は分からないことが多く辛いと感じる事もありましたが、安
心してください。サポートしますよ！千葉市消防局には優しく頼もしい
仲間がたくさんいます。みんなで千葉市を守りましょう！

航空隊

119番通報の内容から、
素早く直近の部隊を選定し、
災害現場へ出動させる業務を行っております。
従来は消
防本部ごとに行っていた119番通報受信などの業務を、
平成24年から共同で行うことにより、
各消防本部との素
早い連携や広域における情報共有が可能となりました。
これにより、
市境で発生した災害などにも迅速・的確な
対応が図られるようになりました。

現在ヘリコプター 2機を運用しており、千葉市の空
の守りを担っています。優れた機動力を生かし、地上
部隊と連携した消火活動、情報収集、遠隔地への迅速
な救急搬送など行っています。

警防部指令課
消防士長

小泉 大空

消 防 士を目 指したきっかけ
は、子供の頃からの漠然とした
憧れからでした。変わらないそ
の憧れと「人の命を守りたい」と
いう思いから消防士を志しまし
た。
私は、救急救命士の資格を取
得後、現場で消防隊、救急隊を
経験し、現在は119番通報を受
け付ける指令センターで管制員
として勤務しています。指令セン
ターでの勤務は、常に迅速な判
断が求められ、特に救急の通報
では、
「救命の連鎖」の始まりか
ら関われる唯一の消防職員としての使命感を強く持ち、日々、懇切丁
寧な対応を心掛けています。
消防は、火災や救急現場だけでなく、活躍できる分野は幅広くあり
ます。強い使命感に燃える熱い人は是非チャレンジして下さい。一緒に
働けることを楽しみにしています。

警防部航空課

消防士長

井川 裕介

私は、
「人を助ける仕事がしたい」と思い高校卒業後、千葉市消防局
に入局しました。現在所属する航空隊は、ヘリコプターの機動力を生か
し、上空からの消火活動や地上から救出困難な救助活動、長距離の救
急搬送などを任務とし、市内の災害だけでなく国内で発生した大規模
災害にも派遣されています。航空隊は空から市民の安心・安全を守る
部隊として各種災害に出動し、常に安全に任務が完結できるようチー
ム一丸となって活動しています。
「人を助けたい！誰かの役に立ちた
い！」と思っている方は、是非、千葉市消防局で一緒に働きましょう！
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千葉市消防局の業務

特殊災害

査察業務
火災を未然に防ぐため、多数の人が出入りする建

危険物施設の災害に対応するため、化学車、高発泡

築物に立ち入り、防火対策の指導や必要な検査を行

車などの特殊車両を配備し、災害に備えています。
ま

い、消防法令等に適合しているか確認します。
また、市

た、核物質、生物剤などの災害に備え
「特殊災害対応

被害を防ぐため様々な企画、立案を行っています。

努めています。

民に対し住宅防火を呼びかけ指導したり、火災による

車（ＨＡＺ－ＭＡＴ）」を導 入し、特 殊 災 害 対 策 の 強 化に

予防部予防課
消防士

折田 直人

火災を未然に防ぐため、雑居
ビルや飲食店等へ立入検査等
を実施し、火 災 危険性や消防
法令への適合状 況をチェック
する「査察業務」が私の仕事で
す。消防法令違反を確認した場
合は、建物関係者に対して消防
法令違反の内容や火災危険性
を説 明し、早 期に違 反 是 正さ
せ、皆様が安全に安心して利用
できるよう指導することを心掛
けています。
災害現場活動と比べると地
味な仕事に見えるかもしれませ
んが、火 災を未然に防ぐ査 察
業務は消防に課せられた大切な業務です。火 災を予防するための
「査察業務」にもぜひ興味をもっていただき、消防の門を叩いていた
だければ嬉しいです。

花見川消防署消防第二課

指導業務

音楽隊

火災が起きても被害を最小限に抑えられるよう、建

築物の構造や消防用設備等が法令に適合しているか

消防士

鈴江 忠弘

私は、
中学生の頃に起きた東日本大震災がきっかけで悲惨な現場を
画面で見ることしかできず、
自分の無力さを感じました。
五体満足で生ま
れた身体をフルに使い
『人のために働きたい』
という想いから、
消防局に
入局しました。 現在は、
特別救助隊として多種多様な災害から市民の
安心安全を守るために日々訓練に励んでいます。
また、
県内唯一のチー
ムである特殊災害部隊として各種テロ等の災害にも力を注いでいます。
時には厳しいことや辛いこともありますが、
共に働く仲間達と切磋琢磨
し合いながらいつ起こるか分からない災害に備えています。
『誰かのために』
という想いがある方は是非、
私達と共に働きましょう！

音楽隊員は、普段消防隊員・救急隊員など本来の業

務を行いながら演奏活動を行っています。演奏する曲

を設計の段階から審査、指導しています。
また、危険物

と曲の間に火災予防や救急・防災についての話をす

い危険物施設の安全性の確保に努めています。

てもらえるよう呼びかけをしています。

施設に対する書類審査、許認可事務、保安教育等を行

ることで、市民一人ひとりが防災に対する意識を高め

緑消防署消防第二課
消防士

予防部指導課

消防士

岩井 直子

幼少期から千葉市で育ち、愛着のある地元に貢献する仕事に就
きたいという思いから消防士を志しました。現在は、建築第一係とし
て建築物の構造や消防用設備等が法令に適合しているか、審査及び
指導をしています。市民の方々が火災や災害により辛い経験をするこ
となく、笑顔で過ごすことができるよう、未然に防ぐことの重要性を
意識し日々の業務に励んでいます。消防局は、
「市民の安全・安心を
守る」という目標に向かい職員が一丸となって勤務しており、男女関
係なくあらゆる分野で活躍できる職場です。私たちと一緒に災害から
千葉市を守りましょう！

5

山中 佑奈

千葉市消防音楽隊は消防職
員で構成されており、普段は各
消防署で消防車や救急車に乗
務したり、消火活動や火災の予
防、原因究明などの業務を行っ
ています。
音楽隊は現在４２名で、
「 人・
街・心みんなでつくろう安心の
ハーモニー」をテーマに、主に
市内の公的行事に参加してい
ます。
演奏の間には消防をより身
近に感じていただけるよう火災
予防などの広報をしており、市
民の方と直接触れ合う機会が
多いため、とてもやりがいを感じられます。
消防職員であれば楽器の経験がない方も入隊ができますので、興
味のある方はぜひ一緒に市民の笑顔を増やす活動をしましょう！

CHIBA CITY FIRE BUREAU

消防署でのある１日
～ 24時間勤務の「隔日勤務」職員の例～
8:30

大交替

大交替
1日は大交替でスタート。

出動指令があれば何時でも出動します！

9:30

前日の当務員から任務を

引き継 ぎ、
人 員 の 確 認や

ミーティング

資 機 材 の 点 検を行 いま

す。

10:00

13:00

事務処理・
立入検査など
訓練

訓練
いかなる災害現場におい

ても安全・迅速・的確に対

処できるよう常日頃から

18:00

訓練を行います。

点検

事務整理
18:30

20:00

ミーティング・
事務処理など

庶務・予防・警防などの担当事務を

行います。職員の諸手当に関するこ

とや、
出動した際の報告書、訓練の

計画作成など、
事務処理も大切な
仕事です。

交代で仮眠

7:00

仮眠
夜間の電話問合せや来客などに対

8:45

勤務終了

応するため、
交 代で仮 眠をとりま

す。
もちろん、いつでも出動ができ

るように備えています。

勤務時間
隔日勤務サイクル例

（３班）
７時３０分～１６時１５分 （Ａ班）
８時３０分～１７時１５分
（２班）
８時００分～１６時４５分 （Ｂ班）
９時００分～１７時４５分
（１班）
８時１５分～１７時００分 （Ｃ班）
９時３０分～１８時１５分
のうち、1パターンを選択。
７時間４５分勤務

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
…当番日

…非番日

…週休日（※は指定週休日）

休日等
隔日勤務の場合、3当番勤務すると2日の休日があるほか、8週間に1度指定された休日があり、毎日勤務と同様に週休2日制相当の休日が与えられ
ます。なお、祝日などに勤務した場合は、休日勤務手当が支給されます。
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Fire Academy

教育・研修
消防士として必要な知識や技術、体力、精神力を身に付け、
さらには人間としての心を磨き、
それぞれの現場へ羽ばたいていく・
・
・
この場所からあなたの消防人生が始まります。

消防
学校

17:00

21:30

就寝

点呼

13:00

自由時間

毎朝、教官が服装や姿勢を確認し、
消防士としての規律を確保します。

12:00

授業・訓練

9:00

通常点検

消防学校施設

昼食

8:30

授業・訓練

7:30

通常点検

6:40

朝食・清掃

点呼・
早朝訓練

起床
6:30

（夕食・入浴・
自習）

消防学校での1日

22:30

消防活動訓練

座学

食事風景

放水訓練や救助訓練など、
災害現場
で活動するための基本を身につけます。

消防関係法令など、
消防士として必
要な知識を学びます。

ボリューム満点でおいしい料理が
待っています。

このほかにも、大浴場やトレーニング室など、充実した学校生活が送れるよう、様々な設備が整えられています。
※土日祝日は宿泊できません。

大訓練場

教場

屋内訓練場

教官・先輩からのメッセージ
学校教官

寮室

初任科卒業生

初任科卒業生

中央消防署

中央消防署

消防士

蘇我出張所

消防第一課

八島 優太

総務部消防学校
消防司令補

石本 大起

千葉市消防局では採用されると、千葉市消防学校で
半年間の初任科教育を行い、消防士として必要な知識・
技術等を習得してもらいます。
消防学校では同じ志を持った同期と共に消防士とし
て、社会人として大きく成長することができ、同期はか
けがえのない仲間となります。現場では消防隊・救助
隊・救急隊など様々な業務がありますが、いずれも人命
を救うことが最大の目的であり、人の命を救いたいとい
う使命感を持った方にはとてもやりがいのある仕事で
す。強い熱意を持った方々の入校をお待ちしています。

消防第一課

消防学校での６ヶ月間は、災害現場で活動
するための知識と技術、体力を錬成する期間
ですので、日々の訓練は決して甘くはありませ
ん。しかし、訓練時間外で同期の仲間たちと
笑いあった思い出の方が、強く記憶に残って
います。卒業時には、消防学校での６ヵ月間は
思っていたよりも楽しかったと感じました。
誰かの大切な人・大切な命を守りたい、千
葉市の安全・安心を守りたいと考えているあ
なた、ぜひ千葉市消防局の一員として共に
働きましょう。

金坂 昇悟

消防士

消防学校では消防士として災害活動するた
めに必要な気力・体力・精神力を養います。
新しい環境で年の近い同期と寝食を共にし、
精神的・肉体的に辛く挫けそうになる訓練も
あります。しかし、どんな時も同期全員で団
結し乗り越えていくことで半年後、消防学校
の生活は一生の思い出、同期は最高の仲間と
なります。千葉市民の生命・身体・財産を守る
という強い意志をもち千葉市消防局の一員と
して一緒に働きましょう。

千葉市消防局は、人 材 育 成 に力を入れています！

より柔軟で
千葉市の研修制度 将来の社会環境の変化に適応できる組織にするため、
広い視野を持って課題解決していける職員を育成していきます。

“消防技術”の
教育だけじゃ
ないんです！

新規採用職員への支援

新規採用職員が安心して職務に取り組み、力を発揮することができるよう、採用後４年間を重点育成期間と位置付け、集中的に
研修を実施します。

採用1年目

メンタルヘルス研修

採用2年目

問題解決力養成研修

採用3年目

キャリアデザイン研修

採用4年目

セレクト制研修

その他、中堅職員研修や課長研修など、各階層別に研修を実施します。
市役所の他部門職員と共に研修を受ける機会を設けることで、幅広い能力の向上を目指します。
消防学校での教育と合わせ、様々な視点から職員一人ひとりのキャリア形成を支援していきます。
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市民の皆様とともに

千葉市消防局では市民の皆様との交流を通じて自助、
共助、
公助の力を養っています。
市 民
見学会

定 期
演奏会

消 防 士を目指す女性の皆さんへ
若葉消防署予防課
消防士長

泉 いずみ

私は大 学で救 急 救 命
士の資格を取得し、消防
隊・救急隊として現場で
勤務をした後に第１子を
授かり育児休業を取得し
ました。
現在は３児の母として
毎日子育てに奮闘してい
ます。第１子妊娠から連続して育児休業を取得しているため、子供
達との時間がしっかりと作れてとても幸せです。更に育児休業中も
健康診断や予防接種を受けられるように職場から案内をしてくれた
りと、福利厚生もとても充実しており助かっています。千葉市消防局
は子育てにとても理解がある優しい職場です。安心して「女性消防
官になる！」夢を叶えて下さいね。

女性専用の施設が充実しています！

女性職員が安心して勤務

できるように、市内6消防
署2出張所において女性

専用の施設を完備してお

ります！
専用個室

専用仮眠室
稲毛消防署予防課
消防士長

髙橋 恵

女性にとって妊娠・出
産は、今までのライフス
タイルが大きく変化し、
人生の中でのターニング
ポイントになると思いま
す。家庭に専念する、転
職 するなど 色々な選 択
肢があり、私自身も２人
の子供がいる中で今後のライフスタイルに悩む場面がありました。
それでも私がこの仕事を続けられる理由は、育児に関する制度が
充実しているからです。育児休暇から明けた現在は部分休業を活用
し、仕事と育児に奮闘する毎日を過ごしています。職場のサポート
も心強く、子供の体調不良時は看護休暇を取得させてもらい、仕事
面は上司や同僚が助けてくれています。
消防でも様々な働き方があり、男女問わず活躍できる場所があり
ます。ぜひチャレンジしてみてください。

女性
専用
施設
の
紹介

休暇制度
等の紹介

専用浴室

専用トイレ

産前・産後
休
暇

出産予定日の8週間前から出産後8週間
目まで取得できます。

子の看護
休
暇

怪我や病気の子供を看護するために、子
供1人につき年5日間取得できます。

業

3歳未満の子を養育するため、3歳になる
までの間休業することができます。

育児短時間勤務

小学校に入学する前までの子供を養育す
るため、勤務時間を短縮して勤務するこ
とができます。

深夜勤務の制限

育児等のため職員が請求した場合、公務
の正常な運営に支障のない範囲で、深夜
（夜１０時～朝５時）
までの間、勤務させて
はならないとするものです。

時間外勤務の制限
（原則禁止）

3歳未満の子を養育する職員が請求した
場合、原則として時間外勤務をさせては
ならないとするものです。

育

児

休

千葉市消防局では、女性の活躍を推進しています!
関連する情報を随時更新しておりますので、是非ご覧ください！

千葉市消防局における
女性活躍推進
トップページは
こちらから
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Until Becoming a Firefighters

消防士になるまで

下記内容
（試験実施職種を含む。
）
は予定であり、
変更になる場合があります。

令和4(2022)年度 試験日程

各試験の詳細については、
必ず職員募集ホームページ
（４月中旬～）
や受験案内をご確認ください。

受験案内
配布開始日

主な受験資格

上 級

（ ）
行政・建築
電気・化学
救急救命士

初 級

（

）

行
政
救急救命士

受付期間

第一次試験

第二次試験

〈試験日〉
●筆記試験

平成6年４月２日～
平成13年４月１日生まれの人

7月上旬～
8月上旬

6月19日
（日）

5月11日
（水）
～24日
（火）

５月11日
（水）

〈試験日〉

●体力検査

6月下旬～7月上旬

〈最終合格発表〉

8月中旬
～下旬

〈一次合格発表〉

7月上旬～中旬

〈試験日〉

〈試験日〉
●筆記試験

平成13年４月２日～
平成17年４月１日生まれの人

7月27日
（水）
～
8月 9 日
（火）

７月15日
（金）

10月中旬～
１１月中旬

9月25日
（日）

●体力検査

10月中旬

〈最終合格発表〉

11月中旬
～下旬

〈一次合格発表〉

10月中旬～下旬

申込みから採用までの流れ
会

採用候補者名簿への記載

最終合格者は、試験区分ごとに作成する採用候補
者名簿に記載されます。

最終合格

合格者には文書で通知するほか、人事委員会事務
局前に合格者の受験番号を掲示します。
（職員募
集ホームページ「合格発表」にも掲載します。
）

第一次試験合格者に対して行います。

名簿の提示

人事委員会は、消防長
からの名簿提示請求に
基づき、採用候補者を
提示します。

名簿の提示請求
消防長は、採用候補者の
提示を人事委員会に請求
します。

消 防 長

※申し込む際は、必ず「受験案内」の内容を十分にかくにんしてください。

● インターネットによる申込み（電子申請）
千葉市職員募集
ホームページ

員

採 用

委

第二次試験

第一次試験合格

合格者には文書で通知するほか、人事委員会事務
局前に合格者の受験番号を掲示します。
（職員募
集ホームページ「合格発表」にも掲載します。
）

第一次試験

申込み

インターネット
（電子申請）又は郵送により、
受付期間内に申し込んでください。

受験案内
（申込書）
の入手

申込方法

事

採用についての事務手続きは、消防長が行い
ます。

人

city.chiba.jp/go/boshu

から
にアクセスしてください。
「ちば電子申請サービス」

● 申込みの際に必要なもの

●インターネットに接続できるパソコンやスマートフォン

（機種や動作環境により利用できない場合がありますので、
ご注意ください）

●返信用メールアドレス
●印刷環境
（受験票を出力する際に必要になります。）

受験案内（申込書）の入手方法
❶ ホームページからダウンロードする

連絡先メモ
朱書きする

返信用封筒（角形2号）

月～金
8：30 ～ 17：30

□ 千葉市人事委員会事務局

□ 市役所1階案内

□ 市政情報室

□ 各区役所地域振興課

□ 千葉市東京事務所

□ 各市民センター・連絡所

通年24時間

□ 各消防署・出張所

（祝日・年末年始を除く）

（千葉中央コミュニティセンター7階）

（千葉中央コミュニティセンター２階）

千葉市消防局に関す
る情報が数多く掲載
されていますので、
是非ご覧ください。

千葉市中央区千葉港2 1千葉中央コミュニティセンター7階

●氏名
●電話番号

260-8722

千葉市人事委員会
事務局任用班

受験案内（申込書）配布場所

140

切手 上級受験案内請求

試験日程の受験案内配布開始日から受付期間終了日
までの間に、下記の場所で受け取ることができます。

封筒に希望する試験の種類と
「受験案
内請求」
（例：上級の場合
「上級受験案内
請求」
）
と朱書きし、返信用封筒
（あて先
明記の140円切手をはった角形2号）
及
び、氏名と連絡先電話番号を記入したメ
モを同封し、人事委員会事務局任用班
まで請求してください。

送付先の住所

❸ 直接受け取る

［例］上級受験案内を請求する場合

氏 名

千葉市職員募集ホームページから受験案内等をダウ
ンロードして使用することができます。

❷ 郵送で請求する

ホームページは
こちらから

□ 消防局人事課

Facebookは
こちらから

Twitterは
こちらから

