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令和３年度八幡平市職員採用試験（後期） 
 

 

 

 

 

 

 

 

八幡平市は、令和４年４月に採用予定の採用試験を次のとおり行います。 

１ 職種区分、採用予定人数及び受験資格 

職種区分 
採用予定 

人数 
受  験  資  格 

初級事務 若干名 
平成２年４月２日から平成 16年４月１日までに生まれた人 

（令和４年４月１日現在で 18歳以上 32歳未満） 

栄養士 １名 

管理栄養士免許（令和４年３月末までに取得見込みの人を含む。）

を有し、平成元年４月２日以降に生まれた人 

（令和４年４月１日現在で 33歳未満） 

看護師 若干名 

看護師免許（令和４年３月末までに取得見込みの人を含む。）を有

し、昭和 61年４月２日以降に生まれた人 

（令和４年４月 1日現在で 36歳未満） 

※業務内容 主に市立病院等での看護師としての専門業務 

社会福祉士 １名 

社会福祉士資格（令和４年３月末までに取得見込みの人を含む。）

を有し、昭和 61年４月２日以降に生まれた人 

（令和４年４月 1日現在で 36歳未満） 

※業務内容 主に市立病院等での社会福祉士としての専門業務 

薬剤師 １名 

薬剤師免許（令和４年３月末までに取得見込みの人を含む。）を有

し、平成元年４月２日以降に生まれた人 

（令和４年４月１日現在で 33歳未満） 

※業務内容 主に市立病院等での薬剤師としての専門業務 

 

次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

(1) 日本国籍を有しない人（初級事務、看護師、社会福祉士のみ対象） 

(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

くなるまでの人 

(3) 八幡平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 

(4) 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

【求める職員像】 
八幡平市は、市の将来像「農（みのり）と輝（ひかり）の大地」の実現を目指し、

まちづくり施策を展開しています。少子高齢化や人口減少など地域を取り巻く環境の

変化、多様化する市民ニーズに応えるため、なお一層効率的で有効性の高い行政経営

が求められています。これらの課題に積極的に取り組み、市民の皆さんの負託に応え

るため、意欲のある職員を求めています。 
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他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

２ 受験手続き 

(1) 「令和３年度八幡平市職員採用試験受験申込書」に必要事項を記入し、次の(2)～

(4)の必要書類を添えて、市役所本庁総務課又は、西根、安代の両総合支所のいずれ

かに提出してください。 

 ア 八幡平市役所本庁 総務課（本庁舎２階） 

   電話：0195（74）2111（内線 1231） 

   （送付先）〒028-7397 岩手県八幡平市野駄第 21地割 170番地 

 イ 八幡平市役所西根総合支所 

 ウ 八幡平市役所安代総合支所 

 (2) 顔写真（申込前６か月以内に、無帽で上半身を撮影した縦６㎝、横 4.5cmのカラ

ー写真で同一のもの）を２枚準備し、１枚は受験申込書の所定の位置に貼り、もう

１枚は裏面に職種区分と名前を記入し、受験申込書と一緒に提出してください。写

真がない場合は受け付けできません。 

(3) 栄養士、看護師、社会福祉士、薬剤師に応募する人で、当該免許又は資格を有す

る人は、証明書等の写し（Ａ４サイズ）を添付してください。 

(4) 84円切手 １枚 

 

３ 申込期限 

  令和３年８月６日（金）まで。 

受付は、申込期限までの土・日曜日及び祝日を除く平日の午前８時 30分から午後５

時 15分まで（郵送の場合も８月６日必着）です。 

郵送トラブルを防ぐため、特定記録郵便(郵便料金＋160円)又は簡易書留（郵便料金

＋310円）で送付することをお勧めします。 

 

４ 試験の日時及び会場 

職種区分 試験の日時及び会場 

全職種 

（1）第１次試験 

 【日時】令和３年９月 19日(日) 

午前 10時試験開始（受付：午前９時 30分から） 

【会場】岩手大学理工学部を予定 

(2) 第２次試験 

【日時】令和３年 11月頃 

【会場】八幡平市役所又は八幡平市立病院を予定 

  ※時間等の詳細については、第１次試験合格者に通知します。 
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５ 試験の方法、内容 

(1) 第 1次試験 

職種区分 試験区分 主な内容 題数・時間 

全職種 

教養試験 

（高校卒業程度） 

◦知識分野（時事、社会・人文、自然に関す

る一般知識を問う問題）  

◦知能分野（文章理解、判断・数的推理、資

料解釈に関する能力を問う問題） 

択一式 

40題 

２時間 

作文試験 

表現力、観察力及び課題に対する理解力に

ついて、作文試験を行います。（400字×3枚

＝1,200字以内） 

１題 

１時間 

性格特性検査 
公務員に求められる６つの資質について、

筆記試験を行います。 

150題 

20分 

 

（2）第２次試験 

職種区分 試験区分 主な内容 題数・時間 

全職種 

人物試験 面接試験 20分程度 

身体検査 
市が指定する病院で、一般健康診断項目の健康診断を行い

ます（費用 12,208円は自己負担となります）。 

 

６ 合否の通知 

   受験者全員に合否を通知します。また、市ホームページに第１次試験、第２次試験の

合格者の受験番号を掲載します。 

職種区分 合否の通知時期 

全職種 
(1) 第１次試験        令和３年 10月上旬 

(2) 第２次試験（最終合格者） 令和３年 11月下旬 

 

７ 合格から採用まで  

職種区分 採用予定日 

全職種 令和４年４月１日 

最終合格者は、採用候補者名簿に成績順に登載されます。この名簿は令和５年３月 31

日まで有効ですが、採用候補者の辞退等に備えて、採用予定人数より１～２名多めに名

簿登載する場合がありますので、名簿登載者全員が採用になるとは限りません。 
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８ 給与、共済制度及び勤務条件等 

採用者の給与は、市の条例、規則の規定に基づいて支給されます。共済、年金及び

退職手当制度があり、医療給付のほか各種の給付等が受けられます。初任給は採用前

の経歴に応じて、加算される場合があります。 

令和 3.4.1現在の初任給(月額) 高校卒程度 短大卒程度 大学卒程度 

初級事務 150,600円 ― ― 

栄養士 ― 166,400円  ― 

看護師 ― 200,700円  ― 

社会福祉士 ― ― 171,700円 

薬剤師 ― ― 188,400円 

  給料のほかに、扶養、住居、通勤、期末、勤勉、寒冷地などの手当がそれぞれの要

件により支給されます。 

  勤務時間は休憩時間（１時間）を除き、８時 30分から 17時 15分までですが、職

種や配属先によって異なる場合があります。土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は休

みですが病院などは、一部異なる場合があります。 

  年次有給休暇は年間 20日付与されますが、初年度は４月１日採用の場合は 15日、

となります。このほか、夏季休暇（年間５日）、病気休暇、慶弔などの特別休暇、介

護休暇の制度があります。 

 

９ 問い合わせ先 

〒028-7397 岩手県八幡平市野駄第 21地割 170番地 

八幡平市総務課 担当：及川 隆二 電話：0195（74）2111（内線 1231） 

FAX ：0195（74）2102 



※受験番号

（ふりがな）

氏　名

　③　現住所（この現住所に受験票等を送付しますので番地・アパート名称・室番号等正確に記入のこと。）

　④　連絡先（上記の現住所ではないところへ受験票の送付を希望する場合は記入のこと。）

　⑤　検定（ソロバン、簿記、ワ－プロ・パソコン等）、免許、資格や技能など
　　（取得見込みの場合はその旨、記載願います。）

学部、学科名

年在学中

年中退

年中退

年中退

退職理由

※両面印刷
裏面へ

令和３年度八幡平市職員採用試験（後期）受験申込書

〒

電話

〒

② 生年月日

昭和・平成　　年　　月　　日

　　　　職種区分
（希望する職種の左欄に
○印を付けてください。受
験できる職種は１つだけ
です。）

薬剤師

職　　種

初級事務

栄養士

社会福祉士

看護師

至　　　　　　年　　月

　⑦　経歴（勤務上の経験を詳しく書いてください。自家営業も含みます。）
　　　 これまで就職したことがない場合は、斜線を引いてください。

自　　　　　　年　　月 　卒業

至　　　　　　年　　月

至　　　　　　年　　月

自　　　　　　年　　月

至　　　　　　年　　月

自　　　　　　年　　月 　卒業

在職期間（和暦）

自　　　　　　　年　　　月

至　　　　　　　年　　　月

自　　　　　　　年　　　月

至　　　　　　　年　　　月

自　　　　　　　年　　　月

至　　　　　　　年　　　月

自　　　　　　　年　　　月

自　　　　　　年　　月 　卒業

　卒業

職務内容勤務先（部課まで）

至　　　　　　　年　　　月

所　　在　　地

至　　　　　　年　　月

所　在　地

　⑥　学歴（最終学歴を上欄に、その前の学歴を最近のものから小学校まで書いてください。）

学　校　名

自　　　　　　年　　月

電話

期間（和暦で記入） ○で囲む

初級事務（障がい者対象）を申し
込む方は次に手帳の番号を記入
願います。

　卒業、卒業見込

身体・知的・精神
　　　　　　　第　　　　　　　　　　号

①



ある　・　ない

ある　・　ない

ある　・　ない

　⑨　初級事務（障がい者対象）を申し込まれる方は次の事項を確認の上
　　　　該当する欄に〇を付けてください。
　

了承する。

ロ　試験会場内での車いすの使用 使用する・使用しない
　　　（車いすは、各自で準備願います。）

私は受験案内に掲げてある受験資格をすべて満たしており、本申込書の記載は事実と相違ありません。

　　　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

氏　　名（自署）

令

和

年

月

日

撮
影

（3）写真のない場合は受け付けません。

イ　刑事事件について起訴、逮捕または取り調べを受けたことがありますか。　

ロ　禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。

④※の欄は記入しないでください。
（1）写真の裏全面にのりを付けて、この欄に貼ってくださ
い。

（←　撮影年月日を記入してください）

（　写　真　欄　）

記　入　心　得

②記入に当たっては、黒か青インクで丁寧に
書いてください。（消せるボールペンは不可）

（写真サイズ：縦６㎝、横4.5㎝）

③記入漏れがないよう十分注意してください。

①記載事項に不正があると、市職員として採
用される資格を失うことがあります。

（2）写真は、申し込み前６か月以内に撮影した無帽・上
半身のものに限ります。

　⑧　次の質問について、該当するものがあるか、ないか答えてください。

　　　（該当するものを○で囲んでください。）

　　　ある場合は、下の余白にその内容を詳しく書いてください。

ハ　かつて懲戒免職になったことがありますか。

イ　試験問題（教養試験・事務適性検査）は活字印刷文（文字の大きさ
　　は11ﾎﾟｲﾝﾄ程度）のみとなります。


