～令和元年度（前期）
七宗町職員採用試験案内～
～第１回

七宗町では、
１

職 員 募 集 要 領～

令和２年４月１日採用の職員を募集します。

募集職種・採用予定人員・受験資格
募集職種
採用予定
受
験
資
格 （受験区分）
一般行政職
若干名
● 以下の条件を満たす者
学校教育法に基づく大学・短期大学程度を卒業した者（同等の資
格があると認める者を含む）又は令和２年３月３１日までに卒業
する見込みの者
土木技術職

若干名

● 以下の条件を満たす者
学校教育法に基づく大学・短期大学程度を卒業した者（同等の資
格があると認める者を含む）又は令和２年３月３１日までに卒業
する見込みの者で、土木に関する専門課程を卒業した者（同等の
資格があると認める者を含む）

保育士

若干名

保健師

若干名

● 以下の条件をすべて満たす者
ア 学校教育法に基づく大学若しくは短期大学を卒業した者（同
等の資格があると認める者を含む）又は令和２年３月３１日まで
に卒業する見込みの者
イ 保育士資格を有する者又は令和２年３月３１日までに取得見
込みの者
● 以下の条件をすべて満たす者
ア 学校教育法に基づく大学若しくは短期大学を卒業した者（同
等の資格があると認める者を含む）又は令和２年３月３１日まで
に卒業する見込みの者
イ 保健師資格を有する者又は令和２年３月３１日までに取得見
込みの者

※ 共通事項
ただし、次に該当する者は受験できません。
（１） 日本国籍を有しない者
（２） 地方公務員法第１６条に規定する欠格事項に該当する者
①
成年被後見人又は被保佐人
②
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
③
七宗町におい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

④

２

日本国憲法の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

試験の方法等

(１)

第１次試験（第１回岐阜県市町村職員統一採用試験 一般行政職・土木技術職）
① 日時・場所・・・令和元年７月２８日（日）
中濃会場 岐阜県立可児高等学校（可児市坂戸９８７－２）

【注意】・試験会場及び周辺には、受験者用の駐車場はありません。
・天災その他による試験の実施の有無については、七宗町役場に直接問い合わせてください。
（試験会場への問い合わせは不可）
・試験は午後も引き続き行いますので昼食の準備が必要です。
また、会場内は禁煙です。
・保育士・保健師は岐阜県市町村職員統一採用試験で採用試験を行いません。後日試験日を
通知します。

② 試験区分及び内容
試験区分
内
容
一般行政職 （１）教養試験 ４０題 １２０分
（大卒・
社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文書理解、判断推理、数的推理
短大卒）
及び資料解釈に関する一般知能についての択一式筆記試験（高校卒業程度以
上）
（２）事務適性検査 １００題 １０分
事務適応性についての択一筆記検査
（３）職場適応性検査 １２０題 ２０分
職場における適応性についての択一式筆記検査
土木技術職 （１）教養試験 ４０題 １２０分
（大卒・
社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的推
短大卒）
理及び資料解釈に関する一般知能についての択一式筆記試験（大学卒業程
度又は短期大学卒業程度）
（２）専門試験 ３０題 １２０分
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（都市計画を
含む。）及び土木施工についての択一式筆記試験
（３）事務適性検査 １００題 １０分
事務適応性についての択一筆記検査
（４）職場適応性検査 １２０題 ２０分
職場における適応性についての択一式筆記検査
保育士
（１） 小論文試験
（大卒・
（２） 口述試験
短大卒） ※ 試験日については、後日通知します
保健師
（１）小論文試験
（大卒・
（２）口述試験
短大卒） ※ 試験日については、後日通知します

③

日

程（予定）

一般行政職
８時５０分～
９時２５分～ ９時４０分
９時４０分～１１時４０分
１１時４０分～１２時００分
１２時００分～１２時１０分
１２時１０分～１３時００分
１３時００分～１３時０５分
１３時０５分～１３時２５分
１３時２５分～１３時３５分
土木技術職試験
８時５０分～
９時２５分～ ９時４０分
９時４０分～１１時４０分
１１時４０分～１１時５０分
１１時５０分～１２時００分
１２時００分～１２時１０分
１２時１０分～１２時２０分
１２時２０分～１３時１０分
１３時１０分～１３時２０分
１３時２０分～１３時４０分
１３時４０分～１３時５０分
１３時５０分～１４時００分
１４時００分～１６時００分
１６時００分～
※

④

受付開始
教養試験の説明、必要事項の記入
教養試験（１２０分間）
教養試験問題集、解答用紙の回収
事務適性検査の説明、必要事項の記入
事務適性検査（１０分間）
事務適性検査問題集、解答用紙の回収
休憩・昼食（原則試験会場内）
職場適応性検査の説明、必要事項の記入
職場適応性検査（２０分間）
職場適応性検査問題集、解答用紙回収

受付開始
教養試験の説明、必要事項の記入
教養試験（１２０分間）
教養試験問題集、解答用紙の回収
事務適性検査の説明、必要事項の記入
事務適性検査（１０分間）
事務適性検査問題集、解答用紙の回収
休憩・昼食（原則試験会場内）
職場適応性検査の説明、必要事項の記入
職場適応性検査（２０分間）
職場適応性検査問題集、解答用紙回収
土木技術職専門試験の説明、必要事項の記入
土木技術職専門試験（１２０分間）
土木技術職専門試験問題集、解答用紙の回収

日程は受付開始時間を除いて、当日変更になることがあります。また、午後からの日程は当日
発表します。
全日程を受験しない者、試験官に従わない者などは失格となります。

結果発表
令和元年８月中旬までに受験者全員に通知する予定です。

（２）第２次試験（一般行政職・土木技術職）
① 期日・場所・・・令和元年８月下旬に実施予定（第１次試験合格者に通知）
② 試験区分及び内容
試 験 区 分
内
容 （ 予
定 ）
一般行政職
（１） 口述試験
土木技術職
人物及び一般的知識についての個別面接試験
（２） 小論文
※注意 試験区分及び内容については一部変更することがあります。
提出書類及び試験の詳細については、第１次試験合格者に直接通知します。
③ 結果発表
令和元年９月中旬までに受験者全員に通知する予定です。

（３）最終合格者及び採用内定者
第２次試験の合格者を最終合格者とし、令和２年４月１日付採用内定者とします。

３

受験手続及び受付期間

（１） 申込み
試験申込書を七宗町役場総務課で受け取り、注意事項を確認のうえ必要事項を自書にて記入
し、受付期間内に同課へ提出してください。なお、申込書は５月８日（水）から交付しま
す。
また、試験申込書等の郵送を希望される方は、角形２号封筒に返信用あて先を明記し、返信
用切手１２０円を貼り同封のうえ、
『○○卒程度 試験案内・申込書請求』と朱書きし総務課
宛請求してください。
（２） 受付期間等
① 令和元年５月８日（水）から６月５日（水）まで（期限厳守）（一般行政職・土木技術
職）
令和元年５月８日（水）から６月２８日（金）まで（期限厳守）（保育士・保健師）
② 午前８時３０分から午後５時まで（土曜日、日曜日は受付を行いません。）
③ 申込書の提出は持参又は郵送とします。ただし郵送の場合は、一般行政職・土木技術職に
ついては６月５日（水）必着で、保育士・保健師については６月２８日（金）必着で、角
２号封筒を用い『職員採用試験申込書在中』と朱書きのうえ書留又は簡易書留郵便にて総
務課宛郵送してください。
（３） 受験票の送付
統一試験申込みの方は、７月１２日（金）を過ぎても受験票が到着しない場合は、必ず問い
合わせてください。
また、統一試験の受験票には必ず所定の写真を貼って受験してください。
（４） その他
① 応募資格の有無、申込書の記入事項についての確認を行います。
② 記入事項に虚偽又は不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。

４

採用予定日
令和２年４月１日

５ 初任給等
（１） 給与（七宗町職員の給与に関する条例の規定によります。）
（２） 初任給
・一般行政職 大学卒業者（新卒）
・・・１８０，７００円
短大卒業者（新卒）
・・・１６１，３００円
・土木技術職 大学卒業者（新卒）
・・・１８７，７００円
短大卒業者（新卒）
・・・１６１，３００円
・保育士
大学卒業者（新卒）
・・・１８０，７００円
短大卒業者（新卒）
・・・１６１，３００円
・保健師
大学卒業者（新卒）
・・・１８０，７００円
短大卒業者（新卒）
・・・１６１，３００円
上記の初任給は、標準的な例であり、最終学歴、職歴などにより増減があります。
原則、毎年１回定期に昇給します。
① 各種手当
該当者には扶養手当、通勤手当、期末・勤勉手当などの手当があります。

（３） 勤務時間・休暇（七宗町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定によります。）
① 勤務時間
原則、午前８時３０分から午後５時１５分までの１日７時間４５分（週３８時間４５分）
勤務で、土・日曜日、祝日、年末年始が休みとなります。 ただし、配属先によっては上記
と異なる変則勤務の場合があります。
② 休暇・休業制度
年次有給休暇、病気休暇、結婚休暇、産前・産後休暇、夏期休暇、忌引などの有給休暇、
育児休業制度があります。
（４） 福利厚生
市町村職員共済組合によるさまざまな福利厚生制度があります。

問い合せ先
〒５０９－０４９２
岐阜県加茂郡七宗町上麻生２４４２番地３
七宗町役場 総務課 渡辺岳志
ＴＥＬ０５７４－４８－１１１１ 内線１２２
ＦＡＸ０５７４－４８－２２３９
Ｅ－mail：soumu＠town.hichiso.lg.jp
ホームページアドレス：http://www.hichiso.jp/

