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平成３０年度実施 

第１回岐阜県市町村職員統一採用試験案内 

（大卒・短大卒程度） 
 

試験日：平成 30年 7月 22日（日） 

     試験会場：岐阜会場 岐阜県立岐阜高等学校 

中濃会場 岐阜県立可児高等学校 
 

岐 阜 県 町 村 会 
〒500－8384 

岐阜市薮田南 5－14－53 

ＯＫＢふれあい会館第１棟 13階 

℡（058）277－1123  
 

１ 試験概要 

優秀な人材を求めるため、市町村の委託に基づき採用試験を統一で実施し、採用試験の合理

化と職務遂行能力の判定を行うことを目的に実施しています。 

なお、岐阜県内すべての市町村が参加しているわけでなく、独自に試験を行っている市町村

もありますので注意してください。（参加市町村は３頁の「７ 参加市町村等問合せ先参照」） 

 

２ 試験職種 

事務職員、学芸員、土木、建築、保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、社会福祉士、薬

剤師、言語聴覚士、消防職員、救命士 

 

３ 受験資格 

(1) 地方公務員法第１６条の欠格事項に該当しない者 

(2) 年齢制限等は市町村ごとに決定しますので、受験する市町村に直接お問い合わせくださ

い。 

地方公務員法第１６条（欠格条項）＜抜粋＞ 

第１６条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、

又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人 

(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) 当該地方公共団体におい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) 略 

(5) 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 
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４ 試験の方法 

区  分 内          容 

 

 

教 養 試 験 

（択一式） 

Standard 

Ⅰ・Ⅱ 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題(20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(20題) 

Logical 

Ⅰ・Ⅱ 

時事、社会・人文に関する一般知識を問う問題(13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(27題) 

事務適性検査

（択一式） 
事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力の面からみる 

 

 

 

 

専 門 試 験 

（択一式） 

 

土 木 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画

（都市計画を含む。）、材料・施工 

建 築 

数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構

造、建築計画（都市計画、建築法規を含む。）、建築設備、

建築施工 

保育士 
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。） 

幼稚園教諭 発達心理、教育学、保育原理、保育内容、法規 

保健師 公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論 

（注）教養試験及び事務適性検査は必須です。受験する市町村又は職種によって、使用する教養

試験問題の種類（Standard又は Logical）及び難易度（Ⅰ又はⅡ）が違います。また、受

験する市町村又は職種によって、専門試験及び検査等を行いますので、詳しくは受験する

市町村で確認してください。 
 

５ 試験の日時及び試験会場 

  試験日 平成３０年７月２２日（日） 

区  分 時      間 試験会場 

受 付 午前８時５０分～９時１５分 〈岐阜会場〉 

岐阜県立岐阜高等学校 

岐阜市大縄場 3-1 

〈中濃会場〉 

岐阜県立可児高等学校 

可児市坂戸 987-2 

※受験する市町村によっ

て会場が違います。 

教 養 試 験 午前９時４０分～１１時４０分 

事務適性検査 正午～１２時１０分 

専門試験等 

午後１時～ 

※受験する市町村によって、専門試験等の実

施の有無、終了時間が違います。 

（注）試験会場内及びその周辺での駐車はできませんので、自家用車の使用は避けて公共交

通機関を利用してください。 

持参物は、受験票で確認してください。 
 

６ 受験手続及び申込受付期間 

申込用紙の請求 

申込用紙（申込書・受験票）は、７に掲げる各市町村等に用意されてお

りますので請求してください。なお、申込用紙を郵便で請求する時は、

１２０円切手を貼り、宛先を明記した返信用封筒（Ａ４書籍用）を必ず

同封してください。 
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申 込 

申込用紙に必要事項を記入し、受験する市町村へ受験資格等を確認した

うえで、直接提出してください。 

※受験票の裏面には、６２円切手を貼ってください。 

※郵便による申込の場合は、封筒に「試験申込」と朱書きしてください。 

受 付 期 間 

受付期間は市町村によって異なりますので、受験する市町村に確認して

ください。 

受験票は申込締切後発送しますが、７月１３日（金）までに届かない場

合は、必ず申込した市町村等に問い合わせてください。 

（注）身体に障がいがあり、試験会場において配慮を必要とする場合は、あらかじめ受験 

する市町村へ連絡してください。 

 

７ 参加市町村等問合せ先 

市町村名 学歴区分 採用予定職種 問合せ先 電話番号 試験会場 

美濃市 大卒 
事務、事務(身)、土木、建築、保

健師 
秘書課 0575-33-1122 中濃会場 

可児市 大卒 事務 秘書課 0574-62-1111 中濃会場 

山県市 大卒、短大卒 事務、保育士 総務課 0581-22-6821 岐阜会場 

瑞穂市 大卒、短大卒 事務、土木、建築、保育士 総務課 058-327-4111 岐阜会場 

飛騨市 大卒 

事務、事務(経)、事務(公)、事務

(芸)、事務(宇)、土木、建築、保

育士、保健師、社会福祉士、薬剤

師 

総務課 0577-73-7461 岐阜会場 

本巣市 大卒、短大卒 事務、保育士、保健師 秘書広報課 0581-34-5040 岐阜会場 

海津市 大卒 事務、事務(身)、事務(経)、保健

師、消防 
秘書広報課 0584-53-1112 岐阜会場 

岐南町 大卒 事務、土木、保健師 総務課 058-247-1331 岐阜会場 

笠松町 大卒 
事務、土木、保育士、保健師、社

会福祉士 
総務課 058-388-1111 岐阜会場 

養老町 大卒、短大卒 事務、土木、建築、保育教諭、保

育教諭(経)、保健師、消防 
総務課 0584-32-1101 岐阜会場 

垂井町 大卒、短大卒 事務、土木、建築、保育士、 総務課 0584-22-1151 岐阜会場 

関ヶ原町 大卒、短大卒 事務、事務(芸)、土木、保育士 総務課 0584-43-1110 岐阜会場 

神戸町 大卒、短大卒 事務、保育士、社会福祉士 総務課 0584-27-3111 岐阜会場 

輪之内町 大卒、短大卒 事務、保育士 総務課 0584-69-3111 岐阜会場 

安八町 大卒、短大卒 事務、保育士、保健師 総務課 0584-64-3111 岐阜会場 

揖斐川町 大卒、短大卒 事務、保育士 総務課 0585-22-2111 岐阜会場 

大野町 大卒、短大卒 
事務、事務(身)、事務(経)、土木、

保育士 
総務課 0585-45-3111 岐阜会場 

池田町 大卒、短大卒 事務、保育士、言語聴覚士 総務課 0585-45-3111 岐阜会場 
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市町村名 試験区分 採用予定職種 問合せ先 電話番号 試験会場 

北方町 大卒、短大卒 事務、保育士 総務課 058-323-1111 岐阜会場 

坂祝町 大卒 事務、幼稚園教諭 総務課 0574-26-7111 中濃会場 

富加町 大卒、短大卒 事務、保育士 総務課 0574-54-2111 中濃会場 

川辺町 大卒、短大卒 事務、保健師 総務課 0574-53-2511 中濃会場 

七宗町 大卒、短大卒 事務、保育士、保健師 総務課 0574-48-1111 中濃会場 

八百津町 大卒、短大卒 事務、土木、保育士、保健師 秘書室 0574-43-2111 中濃会場 

白川町 大卒、短大卒 事務、保育士 総務課 0574-72-1311 中濃会場 

東白川村 大卒、短大卒 事務、土木、保育士、保健師 総務課 0574-78-3111 中濃会場 

中濃消防組合 大卒 消防 総務課 0575-23-9090 中濃会場 

可茂消防事務組合 大卒、短大卒 救命士 総務課 0574-26-0144 中濃会場 

   事務(身)は身体障がい害者、事務(経)は職務経験者、事務(公)は公務員経験者、事務(芸)は

学芸員、事務(宇)は宇宙科学館勤務、保育教諭(経)は職務経験者 

（注）受験に際し、資格を必要とする職種がありますので、詳しくは直接受験する市町村へお問

い合わせください。 

 

８ 合格者の発表 

第一次試験の合格者の発表は、受験市町村より受験者に通知されます。 

 

９ 採 用 

採用は市町村により異なりますが、おおむね平成３１年４月１日におこなわれます。 

市町村の採用予定人員は岐阜県町村会のホームページ（http://www.gifu-chousonkai.jp/）

上に掲載しております。（採用予定人員は今後変更される可能性があります。） 

 

10 給 与 

給与は市町村の条例に基づいて決定されますので、市町村によって若干異なりますが、平成

３０年度の初任給はおおむね大学卒１７９，２００円、短大卒１５９，８００円程度です。 

このほかに、期末・勤勉手当、通勤手当、住居手当、その他の手当が市町村の条例により支

給されます。 

 

11 問い合わせ先 

受験希望の市町村にお問い合わせください。なお、試験会場となる施設（高校）には問い合

わせをしないようにお願いします。 

試験に関する情報は、岐阜県町村会のホームページ（http://www.gifu-chousonkai.jp/）上

にも掲載しております。 


