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R3.4.28更新 

令和３年度武豊町職員採用候補者試験（保育）実施要項（令和 4年 4月採用） 

※教養・専門試験はありません 

 

１．職種・採用予定人数・受験資格                           

職 種 採用予定 受 験 資 格 

保育職 15名程度 

昭和 51 年 4 月 2 日以降に生まれ、令和 3 年 3 月までに高

等学校以上を卒業した方で、保育士資格及び幼稚園教諭免

許を有し、又は令和 4年 3月までに取得見込みの方 

保育職 

（カムバック枠） 
若干名 

昭和 46 年 4 月 2 日以降に生まれ、保育士資格及び幼稚園

教諭免許を有し、保育園、幼稚園または認定こども園にお

いて正規の保育士または幼稚園教諭として 3年以上の経験

があり、退職日から 15年以内の方（経験は令和 3年 5月 1日

時点、退職日は平成 19年 3月 31日以降とする） 

※経験としては、休職・育児休業等の期間を除く 

※地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当する人は受験できません。 

 ※複数の職種を併せて受験することはできません。 

 

２．試験の流れ                                                                                  

【郵送による申込】 

申込書類を郵送にて提出をしてください 
5月 10日（月）～5月 28日（金） 

 

【受験票送付】 

秘書広報課より受験票を送付します 
6月 1日（火）～6月 8日（火） 

 

【１次試験】  

適性検査、集団討論 
6月 13日（日） 

 

【２次試験】  

集団面接、実技試験、小論文、実習試験 

※カムバック枠は個人面接、実技試験 

7月 15日（木）、19日（月） 

 

【内定】 郵送で結果をお知らせします ８月中旬頃 
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３．受験申込手続                                     

申込方法 下記提出先へ郵送で書類を提出してください 

受付期間：５月１０日（月）～５月２８日（金）※消印有効 

提出先：〒470-2392 武豊町字長尾山２番地 

          武豊町役場秘書広報課 採用担当行 

申込書類 ① 受験申込書（規定様式。撮影後６か月以内の写真を貼付） 

② 受験票（規定様式。申込書と同じ写真を貼付） 

申込書類は４月３０日（金）から町ホームページにてダウンロードできます 

 

４．試験の日時・場所                                 

試験 試験科目 日   時 試 験 会 場 

１次 
集団討論 

適性検査 

令和 3年 6月 13日(日) 

受付 午前 9時 00分～ 

午前 9時 30分 

試験 午前 9時 30分～ 

    午後 5時 00分予定 

武豊町役場 2階 

第 1～4会議室 

２次 

面接試験 

小論文 

令和 3年 7月 15日（木） 

時間 午前 9時～午前 12時予定 

詳細は１次試験合格者に通知 

武豊町役場 2階 

第 1～4会議室 

実技試験 
令和 3年 7月 15日（木） 

時間 午後 1時～午後 5時予定 

詳細は１次試験合格者に通知 

武豊町中央公民館 

実習試験 
令和 3年 7月 19日（月） 

詳細は１次試験合格者に通知 武豊町内保育園 

カムバック枠 ※１次試験は上記と同様 

２次 

個人面接 
令和 3年 7月 15日（木） 

時間 午前 9時～午前 12時予定 

詳細は１次試験合格者に通知 

武豊町役場 2階 

第 1～4会議室 

実技試験 
令和 3年 7月 15日（木） 

時間 午後 1時～午後 5時予定 

詳細は１次試験合格者に通知 

武豊町中央公民館 

【２次試験提出書類】 

１次試験合格者は、２次試験の受験時に次の書類を提出していただきます。 

① 最終学校の卒業（見込）証明書又は卒業証書の写し（最終学校が学歴区分と異なる場合

は、学歴区分のものも提出） 

② 免許資格の取得（見込）を証明する書類 

  ※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願いします。また、発熱や体調不良等の場

合には、受験をお控えください（再試験は予定していません） 

※試験時間及び試験会場は、施設開館状況及び受験者数により変更となる場合があります。 

  ※試験科目及び内容については、変更となる場合があります。 

  ※試験日程を延期する場合には、町ホームページでお知らせします。 
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５．試験の内容                                    

職  種 

１次試験 ２次試験 

適性 

検査 

集団 

討論 

集団 

面接 

個人 

面接 
小論文 

実技 

試験 

実習 

試験 

保育職 ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

保育職 

（カムバック枠） 
〇 〇  ○  〇  

 (1)１次試験 

① 適性検査 

仕事（業務）における適性を検査します（能力検査を含む）。 

②  集団討論 

試験当日、与えられたテーマについてグループで討議し、プレゼンテーションを行います。 

 

(2)２次試験 

職 種 
面接 

試験 
小論文試験 その他 

保育職 
集 団 

個 人 

与えられたテーマに

ついて、原稿用紙

800 字以内にまとめ

ます。 

（１時間） 

実技試験等 

 ピアノ、曲に合わせた身体表現等の実技

を行います。 

保育実習試験 

 令和 3 年 7 月 19 日（月）に保育実習 

試験を行います。 

 ※試験内容については、変更となる場合があります。 

 

６．採用予定日                                    

令和４年４月１日 

 

７．給与                                        

(1) 令和 3年 4月採用の新卒初任給（地域手当を含む） 

区 分 大学卒 短大卒 高校卒 

給料月額 １９４，３６１円 １７０，８７７円 １５９，５４７円 
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・この他に、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当（6月･12月支給）等が条件に

応じて支給されます。 

・学歴、職歴等により、一定の加算がされる場合があります。 

・給与制度の改正等により変更する場合があります。 

(2) 勤務条件等は、町条例の規定によります。 

 

８．過去の採用状況                                       

試験年度 職 種 応募者数 受験者数 一次合格者数 採用者数 

平成 30年度 
行政職 88 74 26 10 

保育職 9 8 6 5 

令和元年度 
行政職 86 86 61 12 

保育職 19 19 18 8 

令和２年度 
行政職 138 116 31 12 

保育職 38 37 23 16 

 

９．その他                                         

・障がいをお持ちの方で、受験に際し配慮が必要な場合は、事前にお申し付けください。 

・合格発表は、直接本人に書面で通知します。電話等ではお答え致しません。 

 （合格発表は、試験日程の関係で町ホームページでの発表になる場合があります） 

・卒業見込者が卒業できなかった場合は､採用を取り消します｡ 

・受験資格の有無および提出書類等の記載事項に不正がある場合は、採用を取り消します。 

・最終合格発表後、職務経験内容等の確認のため職歴を証明する書類の提出が必要です。 

 

 

 

武豊町役場企画部秘書広報課 

〒470-2392 武豊町字長尾山 2番地（役場南庁舎 2階） 

TEL （0569）72-1111（内線 212） FAX（0569）72-1115 

URL：http://www.taketoyo.lg.jp 

 


