
 

 令和２年度 箕輪町職員採用試験受験案内          
 

 箕輪町では、住民に信頼され、住民と共に地域を創りあげていく、やる気と知恵のある

職員を広く求めています。 

以下のとおり令和３年４月１日採用予定の職員採用試験を実施します。 
 

１ 職種、採用予定人員、勤務予定機関及び主な職務内容 
 

職 種 採用予定人員 勤務予定機関 主 な 職 務 内 容 

上級 行   政 若干名 箕輪町役場他 
行政全般に関する企画立案、調査、 

連絡調整、相談業務等Ａ 

上級 保 健 師 若干名 箕輪町役場他 
健康づくり、福祉に関する企画、保健

指導、相談業務、一般行政事務等 

中級 保 育 士 若干名 町内保育園 保育全般 

中級 栄 養 士 若干名 箕輪町役場他 
栄養改善に関する企画、栄養指導、給

食運営、相談業務等 

初級 行   政 若干名 箕輪町役場他 
行政全般に関する企画立案、調査、 

連絡調整、相談業務等Ａ 

 

２ 受験資格 
 
  受験することができる方は、次の項目のすべてに該当する人です。 

（１） 生年月日等 

（上級行政）  昭和５５年４月２日から平成１１年４月１日までの間に生まれた人 

（保健師）   昭和５５年４月２日から平成１１年４月１日までの間に生まれた人で保

健師の資格を有する人（令和３年４月１日までに資格を取得する見込み

の人を含む） 

（保育士）   昭和５５年４月２日から平成１３年４月１日までの間に生まれた人で保

育士の資格を有する人（令和３年４月１日までに資格を取得する見込み

の人を含む） 

（栄養士）   昭和５５年４月２日から平成１３年４月１日までの間に生まれた人で栄

養士の資格を有する人（令和３年４月１日までに資格を取得する見込み

の人を含む） 

（初級行政）  平成１１年４月２日から平成１５年４月１日までの間に生まれた人 

  （２）住   所  令和３年４月１日において箕輪町内に住所を有し、引き続き定住出来る

人。 

            ※現在は勉学等のために箕輪町外に住所を有していても、令和３年４月

１日までに箕輪町に転入する人であれば該当します。 

  （３）国   籍  日本の国籍を有する人 

  （４）欠 格 条 項  地方公務員法第１６条に規定されている欠格条項に該当しない人 

            「令和２年度箕輪町職員採用試験受験申込書」を参照 

 

３ 申込方法 
 
【上級行政・保健師・保育士】 

令和２年５月２２日（金）から令和２年６月２２日（月）までの間に、次の申込書類を箕輪町

役場総務課人事係あてに郵送又は持参してください。 

 ・郵送の場合は、配達記録郵便等の確実な方法により行うこととし、令和２年６月２２日(月)ま

でに到着したものに限り受け付けます。この際、封筒の表に「職員採用受験申込書在中」と朱

書きしてください。 



 

【栄養士・初級行政】 

令和２年７月２０日（月）から令和２年８月２０日（木）までの間に、次の申込書類を箕輪町

役場総務課人事係あてに郵送又は持参してください。 

 ・郵送の場合は、配達記録郵便等の確実な方法により行うこととし、令和２年８月２０日(木)ま

でに到着したものに限り受け付けます。この際、封筒の表に「職員採用受験申込書在中」と朱

書きしてください。 

 

【共通事項】 

 ・持参の場合は、役場開庁時間(平日：午前８時３０分～午後５時１５分)に限り受け付けます。 

（申込書類） 

○ 令和２年度箕輪町職員採用試験受験申込書 

〔所定様式：上級行政・保健師・保育士・栄養士・初級行政用〕(自書) 

○ 履歴書〔所定様式〕(自書) 

○ 最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書 

※受験申込書及び履歴書は、町ホームページからダウンロードすることができます。 

※申込書類は返却しません。 

収集した個人情報は、この試験のために必要な範囲でのみ利用します。 

申込受付後、申込者に受験票を郵送します。 

 

４ 試験日、試験科目及び試験会場 
 

試験区分 試験 試  験  日 試 験 科 目 試験会場 

行政 

（上級） 

第１次試験 

(WEB方式) 

７月５日（日） 能力検査・性格検

査（ＳＰＩ３） 

箕輪町役場※１ 

７月３日（金）～７月１２日（日） 自宅等※２ 

第２次試験 ８月下旬の指定する平日１日 
面接試験・グルー

プワーク 
箕輪町役場 

保健師 

第１次試験 ７月１２日（日） 

教養試験・職場適

応性検査・専門検

査 

箕輪町役場 

第２次試験 ８月下旬の指定する平日１日 
面接試験・グルー

プワーク 
箕輪町役場 

保育士 

第１次試験 ７月１２日（日） 

教養試験・職場適

応性検査・専門検

査 

箕輪町役場 

第２次試験 ８月下旬の指定する平日１日 
面接試験・グルー

プワーク 
箕輪町役場 

栄養士 

第１次試験 ９月２０日（日） 

教養試験・職場適

応性検査・専門試

験 

箕輪町役場 

第２次試験 １０月下旬の指定する平日１日 
面接試験・グルー

プワーク 
箕輪町役場 

行政 
（初級） 

第１次試験 ９月２０日（日） 

教養試験・職場適

応性検査・事務適

性検査 

箕輪町役場 

第２次試験 １０月下旬の指定する平日１日 
面接試験・グルー

プワーク 
箕輪町役場 

◎行政（上級）の第１次試験は、※１か※２のいずれかを選び受験していただきます。 

 

 

 



 

５ 第１次試験の方法及び内容 
 

試験区分 試験方法 試 験 内 容 

行政 

（上級） 

能力試験 

（ＳＰＩ３） 

言葉の意味を理解し、文章や話の要旨をとらえる能力と数的情

報をもとに解を導く力や論理的思考力 

性格検査 

（ＳＰＩ３） 
性格の特徴など 

※試験は、インターネット環境を使用したＷＥＢ方式で行います。 

※自宅などのパソコンで受験する場合は、次のシステム環境が必要です。 

システム 必要な環境 備 考 

ＯＳ 日本語版 Windows 8.1 いずれかのＯＳが必要 

日本語版 Windows 10 

日本語版 MacOS 10.9以降 

ブラウザ Internet Explorer 11.0 いずれかのブラウザが必要 

Microsoft Edge 

Safari 7.0以上 

Google Chrome 

機能スペック CPU:1GHz以上  

メモリ:1GB以上(32bitOS)/ 

2GB以上(64bitOS) 

解像度:1,024×768pixel 以

上 

回線 パソコン 1 台あたり 5Mbps

相当以上 

 

拡大設定 ブ ラウザの 拡大設定 が

100％となっている 

 

※試験時間は、能力検査と性格検査を併せて[６５分]です。 

保健師 

教養試験 

大学卒業程度以上の時事、社会、人文に関する一般知識並びに

文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能      

［２時間］ 

職場適応性検査 
公務員としての職業生活への適応性について、職務への対応や

対人関係に関する性格傾向検査［２０分］ 

専門試験 
公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論 

[１時間３０分] 

保育士 

教養試験 

短期大学卒業程度以上の時事、社会、人文に関する一般知識並

びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般

知能［２時間］ 

職場適応性検査 
公務員としての職業生活への適応性について、職務への対応や

対人関係に関する性格傾向検査［２０分］ 

専門試験 

社会福祉、児童家庭福祉（社会的養護を含む）、保育の心理学、

保育原理、保育内容、子どもの保健（精神保健を含む） 

［１時間３０分］ 

 

※試験区分により試験内容は異なります。  

 

 

 

 

 



 

 

試験区分 試験方法 試 験 内 容 

栄養士 

教養試験 

短期大学卒業程度以上の時事、社会、人文に関する一般知識並

びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般

知能［２時間］ 

職場適応性検査 
公務員としての職業生活への適応性について、職務への対応や

対人関係に関する性格傾向検査［２０分］ 

専門試験 
社会生活と健康、人体の構造と機能、食品の衛生、栄養と健康、

栄養の指導、給食の運営[１時間３０分] 

行政 
（初級） 

教養試験 

高校卒業程度以上の時事、社会及び人文に関する一般知識並び

に文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知

能［２時間］ 

職場適応性検査 
公務の職業生活への適応性について、職務への対応や対人関係

に関する性格傾向検査［２０分］ 

事務適正検査 
事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力検査 

［１０分間］ 

 

※試験区分により試験内容は異なります。 

 

６ 勤務条件 

（１） 給与 

   大学等卒業後直ちに採用された場合の給与月額は、次のとおりです。なお、社会人、大

学院等の経歴のある方は、前歴が換算されます。 

区 分 初任給（令和２年４月現在） その他 

上級職 １８２，２００円 昇給年 1回 

通勤手当、期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当

等それぞれの支給条件に応じて支給されます。 

中級職 １６３，１００円 

初級職 １５０，６００円 

（２） 勤務時間 

    原則午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩１時間）の７時間４５分 

    休日は、土日祝日・年末年始です。 

（３） 休暇・休業 

    年次休暇（年２０日。採用年１５日）、特別休暇（夏季、結婚等）、療養休暇、介護・育

児のための休業制度等があります。 

（４） その他 

    詳細及び上記以外の勤務条件については、条例で定められています。 

 

７ その他 
  （１）上級行政の第１次試験を受験する方は、携帯電話以外のメールアドレスが必要です。フリー

メール側のフィルター機能などにより、こちらからのメールが届かない場合がありますので、

問い合わせ先のメールアドレスからのメールを受信出来るように設定してください。 

  （２）新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、試験の日程・内容等を変更する場合が

あります。 

 

８ 問い合わせ先 
  【試験全般】 

箕輪町役場 総務課 人事係 

  〒３９９－４６９５ 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０２９８番地 

  電話：０２６５－７９－３１１１（内線１０８､１０９） 

  メールアドレス：soumu@town.minowa.lg.jp 


