
令和４年度　
会津若松市職員

（高校・短大卒程度、保育士及び保健師）
採用候補者試験　受験案内

 　　　   

(１) 地域を支える市の職員としての強い責任感と高い倫理感

(２) 他者と積極的に関わり、協働して物事に取り組む意識

(３) 地域や組織、自分自身の課題の発見に努める向上心と
その課題の解決のために主体的に取り組める行動力

　
今回の採用試験のポイント

１　新型コロナウイルス感染症への対応を行い、安全・安心かつ公平・公正な採用
試験の実施に努めます。

２　新型コロナウイルス感染症の影響により、採用試験の内容や日程、会場等が変
更される場合があります。その場合は、市公式ウェブサイトで周知するととも
に、申込者のメールアドレスにメールにて通知いたしますので、定期的にご確
認ください。

３　土木職は教養試験ではなくＳＰＩ試験で受験可能です。ＳＰＩ試験とは、一般
　企業・地方公共団体等での活躍可能性をテストするマークシート式の検査です。
　従来の教養試験と異なり、知識の蓄積量をはかるものではないものです。
４　土木職における２級土木施工管理技術検定の第一次検定合格者に対して、
　第一次試験の総合得点に資格加点を行います。
　※　受験資格ではありませんので、合格されていない方も土木職の採用試験を受
　　験できます。

１　第一次試験日：９月２５日（日）
高校・短大卒程度　事務職（行政）　　　　　　　　　

高校・短大卒程度　土木職
　　　　　　　　　 保育士
　　　　　　　　　 保健師

　　申込受付期間：８月１日（月）～９月５日（月）

会津若松市では、明日の会津若松市を担う

【志高く快活で、地域とともに、未来を切り拓く　職員】

を目指す、以下の資質を備えた人材を求めます。

　　　



２　試験職種、採用予定人数及び職務内容

試験職種 採用予定人数 職務内容

高校・短大卒程度
事務職（行政） ２名程度 市長部局（本庁、出先機関）、各行政委員

会等で一般事務に従事します。

高校・短大卒程度
土木職 １名程度 市長部局（本庁、出先機関）、各行政委員

会等で専門技術的業務に従事します。

保育士 １名程度 保育所等で保育業務に従事します。

保健師 １名程度 市長部局（本庁、出先機関）、各行政委員
会等で専門技術的業務に従事します。

３　受験資格
　　次の（１）から（３）までのすべての要件を満たす者

（１）次のいずれかに該当する者
ア 日本国籍を有する者

イ 出入国管理及び難民認定法別表第２に掲げる在留資格をもって在留する者

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特
例法に定められている特別永住者

（２）次のいずれにも該当しない者
ア 禁固以上の刑に処せられ、その刑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

イ 会津若松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
い者

ウ 日本国憲法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

（３）下記に記載したそれぞれの試験職種の受験資格に該当する者

試験職種 受験資格

高校・短大卒程度
事務職（行政） 平成１３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者

高校・短大卒程度
土木職 平成１３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者

保育士
平成７年４月２日以降生まれの者で、保育士資格及び幼稚園教
諭免許の両方を有する者又は令和４年度中に同資格・免許を取
得する見込の者

保健師 昭和６２年４月２日以降生まれの者で、保健師資格を有する者
又は令和４年度中に同資格を取得する見込の者

※　高校又は短大卒業（卒業見込）は受験資格ではありませんので、その他の要件
さえ満たしていれば学歴にかかわらず受験できます。



４　試験の方法及び内容等
（１）第一次試験

※　第一次試験はマークシート方式になりますのでＨＢの鉛筆及び消しゴムを持参
してください。

※　いずれの筆記試験も常用の活字印刷文による試験です。
※　高校・短大卒程度・土木職の一次試験において、２級土木施工管理技術検定の
第一次試験合格者については、一次試験の総合得点に資格加点を行います。加点
を希望する方は、第一次試験当日に合格を証明する書類の写しを提出してくださ
い。

ア　高校・短大卒程度・事務職（行政）

試験種目 内容

教養試験
時事、社会・人文、自然に関する一般知識及び文章理解、
判断・数的推理及び資料解釈に関する能力についての高校
卒程度の筆記試験（マークシート方式）

イ　高校・短大卒程度・土木職

試験種目 内容

ＳＰＩ試験
「思考力／判断力」「新しい知識の吸収力」「コミュニ
ケーション能力」「応用力」などの基礎となる能力につい
ての高校卒程度の筆記試験（マークシート方式）

専門試験

数学・物理、情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、水
理学、土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤工学、
土木施工についての高校卒程度の筆記試験（マークシート
方式）

ウ　保育士

試験種目 内容

教養試験
時事、社会・人文、自然に関する一般知識及び文章理解、
判断・数的推理及び資料解釈に関する能力についての高校
卒程度の筆記試験（マークシート方式）

専門試験
社会福祉、子ども家庭福祉（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・障害児保
育についての筆記試験（マークシート方式）

エ　保健師

試験種目 内容

教養試験
時事、社会・人文、自然に関する一般知識及び文章理解、
判断・数的推理及び資料解釈に関する能力についての大学
卒程度の筆記試験（マークシート方式）

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
についての筆記試験（マークシート方式）

（２）第二次試験（全職種共通）　

試験種目 内容

集団面接試験

集団討論試験

集団面接及び集団討論により、専門的知識等も含め、人物
を総合的に評価する試験

論作文試験 課題に対する知識や見解等の表現能力についての記述試験

適性検査 職務遂行に必要な適性についての検査

※　作文試験、適性検査は常用の活字印刷文による試験です。
※　作文試験は第二次試験で実施しますが、評価は第三次試験で行います。
※　過去の作文・集団討論試験の課題は、市のウェブサイトに掲載してあります。
※　保健師の第一次試験合格者数が少ない場合には、集団討論試験を中止、または
　代替する方法により実施します。



（３）第三次試験（全職種共通）　

試験種目 内容

個別面接試験 公務員としての資質等、職員として求める人物を評価する
試験

※　各試験の合格者は、総合得点の高い順に決定されますが、合格基準に達しない
試験種目が一つでもある場合には、他の試験種目の成績にかかわらず不合格とな
ります。また、各試験の順位にかかわらず、一定程度の成績に達しない場合は不
合格となる場合もあります。

５　試験期日、合格者発表及び試験会場
（１）第一次試験の日時及び合格者発表

試験職種 期日・時間 試験会場 合格者発表

高校・短大卒程度
事務職（行政）

令和４年９月２５日（日）　

会津若松市栄
町３－５０
生涯学習総合
センター３階

令和４年１０月
上旬（予定）に
市役所前の掲示
場に掲示するほ
か、受験者全員
に合否を通知し
ます。

受付     
教養試験　

 指定した時間
10：00～12：00

高校・短大卒程度
土木職

令和４年９月２５日（日）　

受付
ＳＰＩ試験
専門試験

指定した時間
10：50～12：00
13：10～14：40

保育士

令和４年９月２５日（日）　

受付
教養試験
専門試験

指定した時間
10：00～12：00
13：10～14：40

保健師

令和４年９月２５日（日）　

受付
教養試験
専門試験

指定した時間
10：00～12：00
13：10～14：40

※　試験会場は変更となることがあります。
※　遅刻した場合は、特別の事情がない限り、試験開始後の受験は認めません。
※　生涯学習総合センターの駐車場は、駐車台数に限りがあり有料です。
※　試験会場は、禁煙です。
※　受付時の過密を下げる目的から、受付時間は受験票により、申込者ごとに指定
いたします。

（２）新型コロナウイルス感染症対策に対する対応
　新型コロナウイルス感染症対策として、受験者の皆様が安全に、安心して受験で
きる環境を整備する観点から、以下の事項についてご理解ください。

• 　新型コロナウイルス感染症など（学校保健安全法で出席の停止が定められ
ている感染症）に罹患し治癒していない方は、他の受験者への感染のおそれ
があるため、当日の受験を控えていただくようお願いします。

• 　受験日において、保健所等の指導により新型コロナウイルス感染症罹患者
の濃厚接触者等に指定され、自宅待機を要請されている方については、当日
の受験を控えていただくようお願いいたします。なお、これらを理由とした
欠席者向けの再実施は予定しておりません。

• 　受付時において、体調の確認のため非接触型体温計による検温を実施しま
す。37.5度以上の発熱やその他症例により感染症の罹患の懸念がある場合に
は、別室で受験をお願いする場合があります。

• 　受験日当日は、マスクを持参し、試験中は着用をお願いいたします。ただ
し、受付時には本人確認を行うため、一時的にマスクを外していただきます。
マスクを用意できない方は、会津若松市役所総務部人事課に事前にご相談く
ださい。

• 　試験中において係員が適宜、窓やドアを開け換気を実施します。寒暖の差
に対応できるような服装にて受験してください。

• 　試験中は、咳エチケットの遵守とこまめな手洗いの実施をお願いします。
なお、試験会場には手指消毒用のアルコールを設置しますので、適宜使用し
てください。



• 　新型コロナウイルス感染症の影響により、採用試験の内容や日程、会場等
が変更される場合があります。その場合は、市公式ウェブサイトで周知する
とともに、申込者のメールアドレスにメールにて通知いたしますので、定期
的にご確認ください。

（３）第二次試験

期日 試験会場 合格者発表

令和４年１０月下旬
　 （予定）

会津若松市栄町３－５０
生涯学習総合センター

（予定）

令和４年１１月上旬（予定）
に市役所前の掲示場に掲示す
るほか、受験者全員に合否を
通知します。

※　試験会場は変更となることがあります。
※　遅刻した場合は、特別の事情がない限り、試験開始後の受験は認めません。
※　生涯学習総合センターの駐車場は、駐車台数に限りがあり有料です。
※　試験会場は、禁煙です。

（４）第三次試験

期日 試験会場 合格者発表

令和４年１１月下旬
（予定）

会津若松市栄町３－５０
生涯学習総合センター

（予定）

令和４年１２月上旬（予定）
に市役所前の掲示場に掲示す
るほか、受験者全員に合否を
通知します。

※　試験会場は変更となることがあります。
※　遅刻した場合は、特別の事情がない限り、試験開始後の受験は認めません。
※　生涯学習総合センターの駐車場は、駐車台数に限りがあり有料です。
※　試験会場は、禁煙です。

６　受験申込方法
※  同一試験日の職種の併願はできません。
※　受験票を受領後、内容を確認し、最近３ヶ月以内に撮影した本人の写真１枚（上

半身、脱帽、正面向、縦４ｃｍ、横３ｃｍ）を所定の場所に貼って、試験の当日必
ず持参してください。受験票がない場合又は受験票に写真が貼っていない場合は受
験できません。　

（１）以下の申込ページからインターネットにより申込を行ってください。
　　かんたん申請システム：
　　　https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072028.task?app=202200176

　左の二次元コードをスマートフォンから読み取ることで簡単に申込
ページを表示することができます。
　申込後、土日祝日を除いた３日間以内に、受験番号の通知のメール
をメールアドレスに送信します。
※　３日間を過ぎても受験番号の通知のメールが届かない場合は、必
ず会津若松市役所人事課にご連絡ください。

（２）インターネットによる申込が出来ない場合は、会津若松市役所総務部人事課に
問い合わせてください。

７　合格者の採用
　合格者は、採用候補者名簿に登載され、原則として令和５年４月１日以降順次採用し
ます。
ただし、欠員状況等により、本人の意向を確認の上、令和４年度中に採用する場合があ
ります。
　なお、受験資格を欠くことが明らかになった場合（欠格事項に該当することになった
場合など）は、採用されません。また、採用候補者名簿に登載されても、欠員等の関係
から採用されないこともあります。採用候補者名簿の有効期限は１年間です。

https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072028.task?app=202200176


８　待遇
（１）給料

令和４年４月１日現在
　月額　１９３，１００円（大学新卒の場合）
　月額　１６６，７００円（短大新卒の場合）
　月額　１５３，９００円（高校新卒の場合）

職務経験等を有する方は、その経験
等によって給与が増額調整される場
合もあります。

諸　手　当 期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当　等

（２）勤務時間・休暇等

勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分 勤務時間及び休日は、配置先に
より異なる場合があります。休　　　日 土・日曜日、国民の祝日、年末年始

休　　　暇 年次有給休暇　２０日／年　付与、特別休暇、介護休暇　等

福利厚生 共済保険、厚生年金

９　その他　
（１）本試験は、市民の方々の貴重な税金を使って実施します。試験を申し込まれた方
は、必ず受験されるようお願いいたします。
（２）申込時に提出された書類は、一切返却いたしません。
（３）その他、不明な点は会津若松市役所総務部人事課に問い合わせてください。

 会津若松市役所総務部人事課人事グループ
（追手町第二庁舎２階）

〒965-0873会津若松市追手町 ２番 41号

℡ 0242 ( 39 ) 1213  内線 2247
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2013060600019/


