
令和元年度 長和町職員募集案内

（令和２年４月１日採用予定）

長 和 町

第 1次試験 令和元年９月 22 日（日）

受付期間

令和元年７月 22 日（月）から

８月 14 日（水）まで

※ 郵送でも受け付けます

（８月 14日 17 時 15 分到着分までを受付）
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令和元年度 長和町職員募集要領

１ 募集職種・受験資格・採用予定人員

障がいのある方も積極的に御応募くださいますよう、お願いします。

※この試験を受験できない人

次のいずれかに該当する人は、受験できません。

（1）日本の国籍を有しない人

（2）成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。）

（3）禁固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

（4）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団体を結成し、又は

これに加入した人

募集職種
採用予定

人 員
受 験 資 格

一般行政職 初級 若干名

平成元年４月２日以降に生まれた人で、高校卒

業程度（初級）の学力を有する人、若しくは来春

卒業見込みの人、または同程度の学力を有する人

採用後に長和町内に住所を有し、居住すること

が可能な人

保健師 若干名

平成元年４月２日以降に生まれた人で、保健師

の資格を有する人、または令和２年３月 31 日まで

に保健師資格取得見込みの人

採用後に長和町内に住所を有し、居住すること

が可能な人
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２ 試験日時・試験会場

試 験 日 時 試験会場

第１次試験

【一般行政職 初級】

令和元年９月 22 日（日）

受付時間 午前８時～８時 30 分

試験説明 午前８時 50 分

試験開始 午前９時

試験終了 午前 12 時 30 分頃

【保健師】

令和元年９月 22 日（日）

受付時間 午前８時～８時 30 分

試験説明 午前８時 50 分

試験開始 午前９時

（昼休憩 1時間）

試験終了 午後３時頃

当日の持ち物

①受験票

②筆記用具（ＨＢの鉛筆３本以上を含む。）

③昼食（保健師のみ）

※その他 水分補給等必要なものを持参くだ

さい。

長和町役場

会議室

第２次試験

11月下旬予定

詳細は、第１次試験合格者に通知します。

試験の種類 小論文・面接

長和町役場

会議室
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３ 試験の方法

（１）第１次試験（一般行政職 初級・保健師 共通）

保健師

試験の種類 出 題 分 野

教養試験

40題 択一式

試験時間 ２時間

時事、社会、人文、自然に関する一般知識の問題

文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈に関する能力

を問う問題

事務適性検査

100題 択一式

試験時間 10分

事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力

性格特性検査

150題 択一式

試験時間 20分

公務員に求められる資質、性格特性

職場適応性検査

150題 択一式

試験時間 20分

公務員としての職業生活への適応性について、職場への

対応や対人面での性格特性

試験の種類 出 題 分 野

専門試験

30題 択一式

試験時間 １時間 30分

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉

行政論
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４ 受験申込手続

（1） 受験申込先 長和町役場 総務課 総務係

（住所：〒386-0603 長野県小県郡長和町古町 4247番地１）

（2） 受付期間 令和元年７月 22日（月）から８月 14日（水）まで

（3） 受付時間 午前８時 30分から午後５時 15分まで（土曜･日曜・祝日は除く）

（4） 受験申込書は、郵送でも受付けます（８月 14日 午後 5時 15分 必着）

（5） 受験申込時の提出物

ア 受験申込書（長和町指定様式）

長和町総務課で交付する受験申込書又は長和町ホームページから

ダウンロードした受験申込書を使用してください。

イ 履 歴 書（長和町指定様式）

長和町で交付する履歴書又は長和町ホームページからダウンロード

した履歴書を使用してください。

高等学校在学者は、全国高等学校統一用紙を使用してください。

ウ 添付書類

①最終学歴を証明する卒業証明書（原本）

※高等学校在学者は、卒業見込書

②保健師資格免許証の写し（保健師申込者のみ 資格取得見込み者を除く）

③運転免許証の写し（取得者のみ 両面の写し）

エ 82円切手を貼付した定形（長形３号 120㎜×235㎜）封筒 ２枚

受験票の送付等に使用するため、受験申込者の住所・氏名を記入し

てください。

※ ①受験申込書及び履歴書に記載された個人情報は適正に管理し、本試験

のみに使用します。

②提出された書類等の返却はいたしません。

５ 合格発表

採用試験の結果発表は、10月下旬の予定です。受験者全員に合否の結果を

郵送にて通知します。なお、電話でのお問合せには、お答えしておりません。
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６ 合格から採用まで

（1） 最終合格者は、令和２年４月１日付け採用予定です。

（2） 採用決定を受けた者が地方公務員法第 33条の規定に該当する行為その他の

公務員になるのにふさわしくない行為を採用日前に行った場合は、採用され

ません。

（3） 資格要件のある保健師は、令和２年３月 31日までに資格取得ができない場

合は、採用されません。

７ 勤務条件

（1） 給料（職歴等を有する者は、規定により初任給を調整します。また、最終

学歴によって初任給が異なることがあります。）

（令和元年 7月現在）

※採用時までに給与改定等が生じた場合は、改定後のものが適用になります。

（2） 給料のほかに、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当、

寒冷地手当等がそれぞれの支給条件に応じて支給されます。

（3）原則として、勤務時間は午前８時 30分から午後５時 15分まで（休憩

１時間を含む。）の７時間 45分、土日祝日は休日です。

（4）年次休暇（年間 20日 採用年は 10月～12月で５日）、特別休暇（夏季、

結婚等）、療養休暇、介護・育児のための休暇制度があります。

（5）給与及び勤務条件については、条例に定められています。

８ その他

採用試験についてのお問合せは、長和町役場総務課総務係までお願いします。

職種 初 任 給

一般行政職 初級 151,800円（高校卒業）

保 健 師 184,500円（大学卒業）
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■ お問合せ

〒３８６－０６０３ 長野県小県郡長和町古町 4247番地 1

長和町役場 総務課 総務係

電 話 ０２６８－７５－２０４０（課直通）

ＦＡＸ ０２６８－６８－４１３９

E-mail soumu@town.nagawa.nagano.jp

ＵＲＬ http://www.town.nagawa.nagano.jp/

http://www.town.nagawa.nagano.jp/

