
1

１.試験職種、採用予定人数、受験資格

試験職種 採用予定人数

受験資格

次の①②の条件を全て満たす人

①年齢要件 ②学歴・免許

事務職

（上級）

６名

平成４年４月２日～
平成１３年４月１日までに
生まれた人

大学卒業程度の学力を有する人
（学歴は問いません）

事務職

（初級）

平成１３年４月２日～
平成１７年４月１日までに
生まれた人

高等学校卒業程度の学力を有する
人（学歴は問いません）

事務職

（ICT・デジタル）

１名

平成４年４月２日～
平成１３年４月１日までに
生まれた人

大学卒業程度の学力を有する人

で、次のいずれかの試験に合格し

ている人

①応用情報技術者試験
②ＩＴストラテジスト試験
③システムアーキテクト試験
④プロジェクトマネージャ試験
⑤ネットワークスペシャリスト試験
⑥データベーススペシャリスト試験
⑦ＩＴサービスマネージャ試験
⑧システム監査技術者試験
⑨エンベデッドシステムスペシャリ
スト試験
⑩情報処理安全確保支援士試験
⑪基本情報技術者試験
（学歴は問いません）

事務職

（ICT・デジタル）

【職務経験者】

昭和５８年４月２日～

平成４年４月１日までに

生まれた人

上記のいずれかの試験に合格し、
５年以上の情報システムの開発、
運用、管理に関する実務経験（※）
を有する人（学歴は問いません）

令和４年度

熊取町職員
採用試験案内

熊取町の「まちの将来像」である『住みたい 住んでよかった ともにつくる

“やすらぎ”と“ほほえみ”のまち』の実現に向け、町の将来を担う意欲と情熱

のある方のご応募をお待ちしております。

事務職（上級）（初級）

事務職（ICT・デジタル）

事務職（ICT・デジタル職務経験者）

保健師（職務経験者）

土木職（上級・初級）

建築職（上級・初級）

司書職（職務経験者）
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（※）実務経験について

・受験資格の実務経験の年数（通算）については、令和４年３月３１日までに、民間企業や行政機関等

において勤務した期間が５年以上必要です。

・また、正社員、非常勤、アルバイトなどは問いませんが、１週間の平均勤務時間が２９時間以上であ

ることが必要です。

・休業期間（育児休業、介護休業など）は、実務経験期間に含めることができません。

・実務経験期間は最終１ヶ月未満の期間を切り捨ててください。

・最終合格決定後、勤務経験年数の確認のため、別途指定する「職務経歴証明書」を提出していただき

ます。

注１ 受験者の成績が合格水準に達しない場合、採用を行わない場合があります。

１．地方公務員法第１６条により、次の（ア）～（ウ）に該当する人は受験できません。

（ア）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

（イ）本町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

（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人

２．全職種とも、変則勤務（土・日曜日、祝日勤務、変則時間等）が可能な人に限ります。

保健師

【職務経験者】
１名

昭和５８年４月２日～

平成４年４月１日までに

生まれた人

保健師資格を有する人で、５年以上
の保健師に関する実務経験（※）を
有する人（学歴は問いません）

土木職

（上級）

２名

平成４年４月２日～
平成１３年４月１日までに
生まれた人

土木施工管理技士資格を有する人
又は学校教育法による大学、短期
大学、高等学校において土木の専
門課程を修了し卒業した人（令和５
年３月卒業見込の人を含む）

土木職

（初級）

平成１３年４月２日～
平成１７年４月１日までに

生まれた人

土木施工管理技士資格を有する人
又は学校教育法による短期大学、
高等学校において土木の専門課程
を修了し卒業した人（令和５年３月
卒業見込の人を含む）

建築職

（上級）

１名

平成４年４月２日～
平成１３年４月１日までに
生まれた人

建築士資格を有する人又は学校教
育法による大学、短期大学、高等
学校において建築の専門課程を修
了し、卒業した人（令和５年３月卒
業見込の人を含む）

建築職

（初級）

平成１３年４月２日～
平成１７年４月１日までに

生まれた人

建築士資格を有する人又は学校教
育法による短期大学、高等学校に
おいて建築の専門課程を修了し、
卒業した人（令和５年３月卒業見込
の人を含む）

司書職

【職務経験者】
１名

昭和５８年４月２日～

平成４年４月１日までに

生まれた人

司書資格を有する人で、５年以上の
司書に関する実務経験（※）を有す
る人（学歴は問いません）
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２. 試験日、場所、試験内容

【事務職、事務職（ICT・デジタル）、土木職、建築職 ※職務経験者以外 】

①第１次試験

日時 令和４年９月１８日（日）午前９時３０分集合（午前１０時開始）

※午前９時３０分から試験に関する説明を開始します。

場所 熊取町立総合保健福祉センター（熊取ふれあいセンター）

※受験票の下部に地図等を記載

②第２次試験

日時 令和４年１０月中旬～１１月上旬の間で指定する日時（予定）

場所 熊取町役場 北館３階大会議室（予定）

試験内容 集団面接試験、集団討論試験などを実施予定です。

ただし、人数によっては試験内容を個別面接試験に変更する場合があります。

③第３次試験

日時 令和４年１１月中旬～１２月上旬の間で指定する日時（予定）

場所 熊取町役場 北館３階大会議室（予定）

試験内容 個別面接試験などを実施予定です。

※第２次試験及び第３次試験の詳細については、合格者のみに通知します。

【事務職（ICT・デジタル）、保健師、司書職 ※職務経験者枠 】

①第１次試験

〔適性検査〕
日時 令和４年９月１８日（日）午前９時３０分集合（午前１０時開始）

※午前９時３０分から試験に関する説明を開始します。

場所 熊取町立総合保健福祉センター（熊取ふれあいセンター）

※受験票の下部に地図等を記載

試 験 職 種 試 験 内 容 時 間

事務職（上級）

土木職（上級）

建築職（上級）

大学卒程度の教養試験（択一） 10：00～12：00

事務職（初級）

土木職（初級）

建築職（初級）

高校卒程度の教養試験（択一） 10：00～12：00

事務職

（ICT・デジタル）
大学卒程度の教養試験（択一） 10：00～12：00
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※上記２つの適性検査は試験の採点対象としませんが、面接試験及び集団討論試験において

の参考資料とします。

〔集団面接試験・集団討論試験〕
日時 令和４年１０月中旬～１１月上旬の間で指定する日時（予定）

場所 熊取町役場 北館３階大会議室（予定）

試験内容 集団面接試験、集団討論試験などを実施予定です。

ただし、人数によっては試験内容を個別面接試験に変更する場合があります。

※詳細については、適性検査受験者全員に通知します。

②第２次試験
日時 令和４年１１月中旬～１２月上旬の間で指定する日時（予定）

場所 熊取町役場 北館３階大会議室（予定）

試験内容 個別面接試験などを実施予定です。

※詳細については、第１次試験合格者のみに通知します。

３. 合格者の発表

合格者の発表方法は、当日午後５時ごろに熊取町役場前『広報掲示板』に掲示するとともに

熊取町ホームページにて発表を行います。

また、合否通知は合格者に対してのみ本人あて郵送で通知を行います。なお、第３次試験（事

務職（ICT・デジタル職務経験者）、保健師（職務経験者）、司書職（職務経験者）について

は第２次試験）は、合否に関わらず受験者全員に本人あて郵送で通知を行います。

※第２次試験以降の合格者の発表時期は多少前後することがあります。

※最終合格者については、受験申込書の記載事項（職歴、最終学歴及び免許・資格）の確認の

ため、各々証明書等の確認書類の提出が必要です。なお、提出書類は返却しません。

試 験 職 種 試 験 内 容 時 間

【職務経験者】

事務職（ICT・デジタル）

保健師

司書職

事務適性検査

10：00～11：00

職場適応性検査

事務職（上級・初級）

事務職（ICT・デジタル）

土木職（上級・初級）

建築職（上級・初級）

【職務経験者】

事務職（ICT・デジタル）

保健師

司書職

第１次試験合格発表 令和４年１０月上旬（予定） 令和４年１１月中旬（予定）

第２次試験合格発表 令和４年１１月中旬（予定） 令和４年１２月上旬（予定）

第３次試験合格発表 令和４年１２月上旬（予定）
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４. 試験成績の通知
不合格となった場合、希望する人（本人に限る）に、得点と順位を通知します。

申請の方法については、別添「試験成績通知申請書」をご覧ください。

５. 採用時期、採用後の職務・給与等

（１）採用時期 合格者は、令和５年４月１日以降に採用の予定です。

（２）採用後の職務 主事級 ：事務職、事務職（ICT・デジタル）、土木職、建築職

副主査級：事務職（ICT・デジタル職務経験者）、

保健師（職務経験者）、司書職（職務経験者）

（３）初任給（地域手当６％を含む）

一般職職員給与条例に基づいて次のとおり支給されます。

また、上記月額の他に、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれ

の条件に応じて支給されます。※条例改正などにより変更になる場合があります。

（４）採用後、配属先によっては普通自動車の運転が必要な業務があります。

６. 受験申込方法

受付期間 令和４年８月１５日（月）～８月２６日（金）※土･日曜日は除きます。

（受付時間は午前９時００分～午後５時３０分）

※郵送での受験申込の場合は令和４年８月２６日（金）必着

申 込 先 〒５９０－０４９５ 大阪府泉南郡熊取町野田１丁目１番１号

熊取町役場 総務部人事課 人事グループ（役場北館３階）

【事務職、事務職（ICT・デジタル）、土木職、建築職】

新卒採用者の場合の初任給は次のとおりです。
・大学卒 ２００，０２２円
・短大卒 １８２，００２円
・高校卒 １６９，７０６円
（ただし、上級試験合格者は ２００，０２２円）

※採用前の経歴等により加算される場合があります。

【事務職（ICT・デジタル職務経験者）、保健師（職務経験者）、司書職（職務経験者）】

副主査の初任給は、月額２３８，１８２円です。

これに、採用前の経歴等により加算される場合があります。

（下記のモデルケースを参照）

・大学卒で民間企業での職務経験７年の場合 ２４５，３９０円

・大学卒で民間企業での職務経験１０年の場合 ２６４，３６４円
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７. 注意事項 ※重要ですので、必ずお読みください。

（１）申込書の記載事項に事実との相違が判明した場合は、合格を取り消すことがあります。

（２）試験当日、受験票を持参しない場合には、受験できません。

（３）筆記用具はＨＢの鉛筆と消しゴムのみを用意してください。（電卓等持ち込み不可）

（４）受験に際し特に何らかの措置（車いすの使用や拡大文字による受験等）を希望する場合は、

受験申込時に必ずその旨を申し出てください。

（５）試験会場について

①第１次試験の試験会場（熊取ふれあいセンター）の開場時間は、原則、午前８時４５分

です。

②駐車場に限りがありますので、車でのご来場はできる限りご遠慮ください。

③試験当日、試験会場以外へは立ち入らないでください。また、係員の指示に従わない場

合には退場していただく場合があります。

④教室内での電子機器、スマートフォン、携帯電話等の使用を禁止します。また、電源を

必ず切ってください。

⑤試験会場は敷地内全面禁煙です。

⑥試験会場に係る諸注意は、受験票の下部にも記載していますので必ずお読み下さい。

① 持参の場合 次の書類を持参し提出してください。

【事務職、事務職（ICT・デジタル）、土木職、建築職】
（Ａ）職員採用試験受験申込書
（Ｂ）受験票

【事務職（ICT・デジタル職務経験者）、保健師（職務経験者）、司書職
（職務経験者）】

（Ａ）職員採用試験受験申込書
（Ｂ）受験票
（Ｃ）エントリーシート及び職務経歴書

② 郵送の場合 封筒の表に「職員採用試験受験申込」と朱書きし、次の書類を同封の上、
必ず簡易書留郵便で送付してください。

【事務職、事務職（ICT・デジタル）、土木職、建築職】

（Ａ）職員採用試験受験申込書
（Ｂ）受験票
（Ｃ）返信用定形封筒（受験票返送用）１通[宛名明記、84円切手貼付]

【事務職（ICT・デジタル職務経験者）、保健師（職務経験者）、司書職
（職務経験者）】

（Ａ）職員採用試験受験申込書
（Ｂ）受験票
（Ｃ）エントリーシート及び職務経歴書
（Ｄ）返信用定形封筒（受験票返送用）１通[宛名明記、84円切手貼付]

※申込書の受理後、受験票を返送します。
受験票が９月６日（火）までに到着しないときは、必ず人事課までお問い合わせください。



7

（６）申込書に記載された情報は、熊取町職員採用試験実施の円滑な遂行のために用い、それ

以外の目的には使用しません。また、個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

ただし、合否を問わず、申込書の返却はいたしませんので、ご了承ください。

（７）災害等により９月１８日（日）の第１次試験の実施が中止となった場合は､１０月１６日

（日）に順延して第１次試験を実施します。その場合も試験会場、試験時間等に変更はあ

りません。

また、試験の実施については、当日の午前７時時点で判断し、順延する場合は熊取町のホ

ームページにてお知らせします。

※第１次試験が順延した場合は、第２次試験以降も順延となりますのでご留意ください。

８. 新型コロナウイルス感染症防止に関するお願い

・感染の状況により、やむを得ず試験日程を変更する場合は、熊取町のホームページでお知ら

せします。

・体調不良等、感染が疑われる場合は、受験を控えてください。

・試験当日はマスク着用をお願いします。

パソコン・スマホアドレス https://www.town.kumatori.lg.jp/

試験に関するご質問は、熊取町役場総務部人事課人事グループへお問合せください。

〒590-0495 大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号 電話番号 072-452-1002（直通）


