
令 和 ４ 年 度  滝 沢 市 職 員 採 用 試 験 受 験 案 内 

（令和４年１２月職員採用、令和５年度職員採用） 

〔事務職、土木技術職、建築技術職、保健師〕 

 

令和４年７月 

滝沢市企画総務部総務課 

 

１ 滝沢市に必要な人材像 

滝沢市では、滝沢市自治基本条例で滝沢地域の将来像を掲げ、「誰もが幸福を実感できる活力に満ちた地

域の実現」をめざしています。 

地域に根差した企業でもある滝沢市の経営理念は、「私たちは、幸せを育む社会の実現に貢献します。」

であり、市は、市民が主体的に行動し、相互のふれあいの中で日常的に多くの幸せを感じ取れるような環

境を整えるなど、市民の幸福感を下支えする役割を担っています。 

市民が主役の地域づくりを進めるために、私たち職員は、市民の自発的な活動を尊重するとともに、市

民や関係者との対話を重ねることで信頼関係を築き、協力しながら、業務を進めていくことが重要です。

このため、滝沢市では「幸せを実感できる地域社会の実現のため、新たな価値を創造しつづける職員」を

求めています。 

 

２ 採用予定人員、受験資格及び業務内容  

（１）令和４年１２月職員採用 

職種 採用予定人員 受験資格・主な業務内容 

保健師 

 

若干名 （１）昭和５７年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人 

（２）保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）の規定によ

る保健師の免許を取得した方 

〔主な業務内容〕主に保健師の専門的知識を活用して、健康福祉行政

の各種事務に従事します。 

 

（２）令和５年度職員採用 

職種 採用予定人員 受験資格・主な業務内容 

事務職 ５名程度 平成２年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた人 

〔主な業務内容〕地域づくりなど市民に身近な職務から施策の企画調整

まで、内容を問わず行政全般の各種事務に従事します。 

事務職 

（障がい者採用） 

若干名 （１）平成２年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた人 

（２）次に掲げる手帳の交付を受けている人（手帳は、試験申込日及び

試験日当日において有効であること） 

   ・身体障害者手帳 

   ・療育手帳 

   ・精神障害者保健福祉手帳 

（３）活字印刷文による出題に対応ができ、かつ、口頭による試験（個

別面接等）に対応できる人 

〔主な業務内容〕事務職と同じ。 

土木技術職 若干名 平成２年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた人 

〔主な業務内容〕主に土木工事の設計、施工管理や都市計画などのほか、

市民に身近な職務から施策の企画調整まで、行政全般の各種事務に従

事します。 



職種 採用予定人員 受験資格・主な業務内容 

建築技術職 若干名 平成２年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた人 

〔主な業務内容〕主に公共施設の設計、建築、施工管理などのほか、

市民に身近な業務から施策の企画調整まで、行政全般の各種事務に

従事します。 

保健師 若干名 （１）昭和６２年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた人 

（２）保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）の規定によ

る保健師の免許を取得した方又は来春学校卒業見込みで保健師免許

を取得見込みの方 

〔主な業務内容〕主に保健師の専門的知識を活用して、健康福祉行政

の各種事務に従事します。 

 

（（１）、（２）共通注意事項）次の項目に、１つでも該当する人は受験できません。 

① 日本の国籍を有しない者 

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 滝沢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 

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他の団体を結成し、

又はこれに加入した者 

 

３ 受付期間 

土・日及び祝日を除き、令和４年７月１１日（月）から同年８月１０日（水）の午前８時３０分から午

後５時１５分まで。ただし、郵便で送付する場合は、令和４年８月１０日（水）午後５時１５分必着又は

同月８日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

 

４ 受験手続 

（１）申込用紙の請求等 

① 申込用紙は、滝沢市役所企画総務部総務課又は滝沢市役所東部出張所で配布します。また、市ホーム

ページにも掲載していますので必要書類（Ａ４サイズ）をダウンロードして使用してください。 

（２）受験申込み 

① 希望する職種の申込用紙に必要事項を自分で記入し、滝沢市役所企画総務部総務課へ申し込みくださ

い。受付と同時に受験票を交付します。（東部出張所では受付できません。） 

② 所定の場所に写真を貼っていない場合は受付できません。縦４.５㎝、横３.５㎝の写真（６か月以内

に撮影したもの）が、第１次試験で２枚、第２次試験で１枚必要になります。 

③ 郵便で受験申込みする場合は、 

ア 封筒の表に「滝沢市職員採用試験申込書在中」と赤字で明記し、特定記録郵便か簡易書留扱いで送

付願います。 

イ 受付後、受験票を郵送しますので、８４円切手を貼った宛先及び郵便番号記入の返信用封筒（定形

サイズ）を同封してください。 

ウ 令和４年８月１８日（木）を過ぎても受験票が送付されない場合、総務課まで連絡してください。 

 

５ 試験の日時及び場所 

（１）第１次試験 

日時 令和４年９月１８日（日）午前１０時試験開始 （受付時間）午前９時から９時４０分まで 

場所 岩手大学農学部 （盛岡市上田四丁目３番５号） 

受付 ①事務職（障がい者含む）：総合教育研究棟（生命系） 

②事務職以外の職種：南講義棟 

（２）第２次、第３次試験 

日時 令和４年１０月下旬から１１月中旬（予定） 

場所 滝沢市役所（予定） ※詳細については第１次試験合格者へ直接通知します。 



 

６ 試験の方法 

（１）第１次試験 

全職種において、教養試験及び性格特性検査を行います。 

土木技術職、建築技術職及び保健師は、専門試験を行います。 

また、全職種において所定の自己紹介票に記入し、提出していただきます。 

試験等種類 試験の内容、問題数及び時間 

教養試験 １２０分 

公務員として必要な高校卒業程度の知識・能力について択一式による

試験を行います。（４０題） 

〔出題分野〕時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 

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 

専門試験 

９０分 

（土木） 

土木技術職として必要な高校卒業程度の専門的知識について択一式に

よる試験を行います。（３０題） 

〔出題分野〕数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学、土木構造設

計、測量、社会基盤工学、土木施工 

９０分 

（建築） 

建築技術職として必要な高校卒業程度の専門的知識について択一式に

よる試験を行います。（３０題） 

〔出題分野〕数学・物理・情報技術基礎、建築構造設計、建築構造、

建築計画、建築法規、建築施工 

９０分 

（保健師） 

保健師として必要な短大卒業程度の専門的知識について択一式による

筆記試験を行います。（３０題） 

〔出題分野〕公衆衛生看護学、疫病学・保健統計学及び保健医療福祉

行政論 

性格特性検査 ２０分 
公務員に求められる６つの資質について、性格特性を見るための検査

を行います。（１５０題） 

自己紹介票の 

記入・提出 
３０分 

第２次試験の資料として受験者の人物像を簡易的に確認するために、

所定の自己紹介票を時間内に記入し提出してもらいます。  

（２）第２次試験 

 ①令和４年１２月職員採用 人物試験（個別面接） 

 ②令和５年度職員採用 集団討論  

（３）第３次試験（令和５年度職員採用のみ実施） 

   人物試験（個別面接） 

 

７ 合格発表 

第１次、第２次試験の合否結果については、市ホームページで合格者の受験番号を公表し、合格者のみ

本人宛に次回試験の通知を郵送します。 

最終試験（令和４年１２月職員採用は第２次、令和５年度職員採用は第３次）の合否結果は、市ホーム

ページで合格者の受験番号を公表し、合格者のみ本人宛に合格通知を郵送します。 

 

８ 合格から採用まで 

（１）令和４年１２月職員採用 採用の内定した者は、令和４年１２月１日から順次採用する予定です。 

（２）令和５年度職員採用 採用の内定した者は、令和５年４月１日から順次採用する予定です。 

 

９ 給与  

（１）初任給（令和４年４月１日付け採用職員実績等） 

この試験に合格し、採用される者の初任給は次のとおりです。 



 

職種 学歴等 初任給 備    考 

事務職 

土木技術職 

建築技術職 

高校卒 150,600円 

高校又は大学卒業後の学歴、職歴等のある者について

は、一定の基準により加算された初任給となります。 
大学卒 171,700円 

保健師 大学卒 212,600円 

（２）諸手当 

給料のほかに、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当等が支給されます。また、６月及び

１２月に期末手当及び勤勉手当が支給されます。 

（３）昇給 

昇給は、毎年１回行われ、民間給与等の動向に応じて別に給与改定が行われる場合があります。 

 

１０ 勤務時間及び休暇 

（１）勤務時間は週３８時間４５分、週休２日で、１日の勤務時間は７時間４５分です。 

（２）有給休暇は、次の３種類があります。 

① 年次休暇  年間２０日を限度に付与し、業務に支障のない限りいつでも取得できます。 

② 病気休暇  

ア 公務上の負傷又は病気にかかった場合は、その療養に必要と認められる期間承認されます。 

イ 結核性疾患の場合は、１年の範囲内で、その療養に必要と認められる期間承認されます。 

ウ それ以外の負傷又は病気にかかった場合は、３月の範囲内でその療養に必要と認められる期間承認

されます。 

③ 特別休暇  忌引、結婚、出産等の場合にその都度必要と認められる期間承認されます。 

 

１１ 共済制度等 

地方公務員の共済制度により、職員及びその扶養家族が病気になったときは、一定の基準により医療費

を共済組合等が負担します。また、福利厚生制度に基づき、育児、退職、結婚、死亡、災害等に各種の給

付が受けられます。 

 

１２ 年金及び退職手当等 

地方公務員の年金制度に基づいて、年金受給年齢に達したときから勤続年数に応じて支給されます。ま

た、勤続期間に応じ相当額の退職手当が支給されます。 

 

１３ 身分保障等 

職員は、勤務実績がよくない場合、心身の故障のため職務の遂行に堪えられない場合等法律に定められ

ている場合のほかには免職等の不利益な処分を受けることはありません。不利益な処分を受けたとき、又

は勤務条件に不服があるときは、公平委員会に審査請求あるいは勤務条件に関する措置の要求ができる等

十分な身分保障がされています。 

 

 

１４ 新型コロナウイルス感染症予防について 

・試験前日及び当日は、各自で検温してください。また、試験中のマスクの着用に御協力ください。 

・試験前日及び当日に３７．５℃以上の発熱がある人、試験日前の２週間以内に新型コロナウイルス感染症

のリスクの高い地域（海外を含む。）に滞在したことのある人などは、受験を控えていただく場合がありま

すので、あらかじめ御了承ください。 

・新型コロナウイルス感染症発生都道府県からの受験者は、日頃から感染予防に心がけてください。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大による影響等により、試験方法を変更する場合があります。 

 

 



１５ その他 

・第１次試験当日は、各自昼食をお持ちください。 

・試験会場及び交通手段については、事前に確認してください。 

・岩手大学構内に受験者が利用できる駐車場はありません。公共交通機関などをご利用ください。 

・岩手大学敷地内は、全面禁煙です。 

・職員採用試験のために得た個人情報については、他の目的で使用することはありません。なお、提出され

た書類は返却しません。 

・受験に際し、身体障がい等があり配慮が必要な場合には事前にご連絡ください。 

 

 

【問合せ先】 滝沢市企画総務部 総務課 職員採用担当 

電話：019-656-6558（直通） ※土日祝日は 019-684-2111（代表） 

 E-mail：somu@city.takizawa.iwate.jp 

市ホームページ ： https://www.city.takizawa.iwate.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆滝沢市職員採用試験会場図（岩手大学農学部）◆ 

 

【ご確認ください】受付・試験会場は、受験職種により異なります。 

① 事務職（障がい者含む）：総合教育研究棟（生命系）・ぽらんホール 

② 事務職以外の職種：南講義棟 

 

農学部東門 

受付・試験会場 

岩大正門 


