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令和４年度みやこ町職員採用試験実施案内（令和５年４月１日採用） 

 

１ みやこ町の求める職員像 

（１）困難な課題に積極果敢に挑む意欲ある職員 

新しい課題や困難な課題に果敢にチャレンジし、常に問題意識を持ち、合理的に改善していくこ

とのできる職員 

（２）柔軟な発想や創造性のある職員 

行政課題が多様化・複雑化していく中、前例踏襲のものではない、既存の発想にとらわれない柔

軟な発想や創造性を持つ職員 

（３）職員相互の協調性を心がけることができる職員 

相手の立場に立って意見を聞き、真意を汲み取るだけでなく、両者の意見に隔たりがある場合に

は、問題解決に向けてお互いの意見を調整しながら、より良い共通認識を作り上げてチームで働く

ことができる職員 

 

２ 試験区分、受験資格及び採用予定数 

試験区分 受験資格 採用予定数 

事務職（大卒程度） 
平成４年４月２日から平成１３年４月１日 

までに生まれた人 
５名程度 

事務職（高卒程度） 
平成１３年４月２日から平成１７年４月１日

までに生まれた人 
２名程度 

（１）日本国籍を有しない「永住者」および「特別永住者」の人も受験できます。 

（２）地方公務員法第１６条に規定する次の欠格条項に該当する人は受験できません。 

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの

人 

②みやこ町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分から２年を経過しない人 

③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法また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、またはこれに加入した人 

（３）試験区分の「大卒程度」、「高卒程度」とは、試験の程度を示すものであり、学歴により受験を制限

するものではない。 

 

※受験資格等について 

申込書の内容に虚偽または不正があると、職員として採用される資格を失います。 

また、試験において不正が発覚した場合には、採用を取り消します。 
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３ 試験日及び試験会場 

各試験区分共通 

区分 試験日時 試験会場 

第一次試験 
令和４年９月１６日～２８日 

のいずれかの１日 

みやこ町役場本庁または、 

ＳＰＩテストセンター福岡常設会場

など全国の指定会場 

第二次試験 令和４年１０月１５日 みやこ町役場本庁 

第三次試験 令和４年１０月２９日および３０日 みやこ町役場本庁 

※車イスを使用されるなど受験に際して要望のある人は、会場の準備の都合がありますので申込時に

総務課人事係までご連絡ください。 

※試験日、試験会場等は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から変更になる場合があります。

その際は、試験日の前日までにみやこ町ホームページに掲載しますので、必ず確認してください。 

 

４ 試験の内容 

各試験区分共通 

区分 科目 内容 備考 

第一次試験 ＳＰＩ３※ 

性格検査 

職務への適応性などの検査 

２次・３次試験の参考

資料とします。 

能力検査 

言語（国語）・非言語（数学等） 
 

第二次試験 面接試験 
主として人物について面接による

検査 
 

第三次試験 

作文試験 テーマに基づく作文試験  

面接試験 
主として人物について面接による

検査 
 

※SPI3（Synthetic Personality Inventory 3）とは、株式会社リクルートマネジメントソリューショ

ンズが運営する能力検査及び性格検査です。能力検査では、言葉の意味を理解し、文章や話の要旨を

とらえる力（言語能力）や数的情報をもとに解を導く力や、論理的思考力（非言語能力）を測定しま

す。 

 

各試験の合格発表は、合格者のみに郵便で通知をします。また、合格者の受験番号を役場掲示板お

よびみやこ町ホームページでもお知らせします。 
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５ 受験手続 

（１）申込書及びエントリーシートの入手方法 

①窓口での請求 

みやこ町役場 総務課人事係 （みやこ町役場本庁２階）で配布しています。 

②インターネット 

みやこ町ホームページ（http://www.town.miyako.lg.jp/）からダウンロードできます。 

③郵送での請求 

封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、１４０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ

４サイズの入る大きさ）を同封して請求してください。 

（２）受験申込み 

各試験区分共通 

申込方法 

① 郵送による申込み 

申込み封筒の表に「採用試験申込書在中」と朱書きし、必ず簡易書留で郵送して

ください（これによらない場合の事故については、責任を負いません）。 

② 持参による申込み 

平日の８時３０分から１７時までに必要書類を提出してください。ただし、土曜

日・日曜日は受付けません。各支所では受付けません。 

受付期間 令和４年８月１２日（金）～８月２６日（金）【期間内消印有効】 

提 出 先 
〒824-0892  京都郡みやこ町勝山上田９６０番地 

みやこ町役場 総務課人事係 

提出書類 

① 申込書 

申込書はエクセルシートに入力したもの、もしくは自筆したものどちらかを提

出してください。申込書に写真（３か月以内に撮影したもので、上半身脱帽正面

向き縦４㎝×横３㎝、裏面に氏名・生年月日を記入）を貼付し提出してください。 

② エントリーシート 

必ず自筆したものを提出してください。 

③ ８４円切手を貼付した封筒 

長形３号（120×235 ㎜）の封筒の表面に受験案内通知等の送付先の郵便番号、

住所、氏名を記載してください。なお、氏名の後に「様」を付けてください。 

注意事項 

① 提出書類に不備があった場合は受付できませんので注意してください。 

② 提出書類は一切返却しません。 

③ 申込書を受付したときは、受付期間終了後に申込者に受験案内通知を郵送しま

す。９月６日（火）までに受験案内通知が到着しないときは、速やかに総務課

人事係へ連絡してください。 

④ 提供のあった個人情報は、みやこ町職員採用試験以外の目的には使用しませ

ん。 
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（３）第一次試験の流れ 

日程 
受験者の受検希望場所 

テストセンター（9/16～9/28） みやこ町役場（9/18） 

８/１２（金）から 

８/２６（金）まで 
提出書類を郵送又は持参 

８/３１（水） みやこ町から受験案内通知発送 

９/９（金）まで 
受験案内通知に記載されたＵＲＬにアクセスし、第一次試験の受検希望場所

等を登録 

登録後 

① テストセンターから受検依頼メー

ルを受信 

② 受検依頼メールに記載されたＵＲ

Ｌにアクセスし、受検する日程・会

場を予約 

③ 自宅や学校のＰＣや個人のスマー

トフォンで性格検査を受検 

 

９/１２（月） 
 みやこ町からの受検時間のお知らせ

メールを受信 

９/１６（金）から 

９/２８（水）まで 

予約した日時にテストセンターへ行

き、能力検査を受検 

９/１８（日）の指定された時間にみ

やこ町役場へ行き、能力検査と性格検

査を受検 

 

６ 合格から採用まで 

最終合格者は職員採用候補者名簿に登載され、原則として令和５年４月１日に採用されます。また、

合格者の辞退等に備え、合格基準を満たした者について、補欠合格とする場合があります。ただし、令

和６年３月３１日までに最終合格者の辞退等に伴う欠員が生じなかった場合は、補欠合格は無効となり

ます。 

 

７ 給与等について 

みやこ町職員の給与に関する条例の規定により、それぞれの条件により支給します。 

学 歴 初 任 給 

大学卒 １８２，２００円程度 

短大卒 １６５，９００円程度 

高校卒 １５４，９００円程度 

※この他に扶養手当、通勤手当、住居手当、期末勤勉手当等がそれぞれの条件に応じて支給されます。 

※初任給については、民間企業等での実務経験を考慮して決定されます。 
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８ 日本国籍を有しない受験者へ 

みやこ町職員採用試験は、日本国籍を有しない人も受験することができます。採用後は、公務員に関

する基本原則に基づいて任用されることとなりますので、受験するに当たっては以下の事項にご注意く

ださい 

（１）日本国籍を有しない人が就く職について 

日本国籍を有しない人は、公権力の行使（許可、徴税、強制執行など住民の権利義務等を一方的

に決定すること）又は公の意思の形成への参画（行政施策の企画立案、予算の編成など政策的判断

を伴う事務について決定すること）に携わる職に就くことはできないという公務員の任用の原則が

適用されます。 

（２）従事できない職について 

みやこ町では、上記の公権力の行使及び公の意思の形成への参画に携わる職について概ね次のよ

うに定めています。 

① 公権力の行使に携わる職 

ア 徴税吏員 

イ 徴収吏員 

②公の意思の形成への参画に携わる職 

ア 庁議（重要施策決定機関）を所管する管理職及び常時これに参画する管理職 

イ 政策の総合企画及び調整を所管する管理職 

ウ 町財政を所管する管理職 

エ 各機関の人事を所管する管理職 

 

９ 試験結果の開示について 

この試験の結果については、受験者本人からの開示請求により開示します。受験者本人が以下の開示

場所へ本人であることを証明する書類（運転免許証、学生証等）を持参し、請求してください。ただし、

受付時間は、平日の８時３０分から１７時までの間で、土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。 

試験区分 開示請求できる者 開示内容 請求期間 開示場所 

第一次試験 第一次試験不合格者 順位 
各試験の合

格発表から

１か月間 

みやこ町役場 

総務課人事係 

第二次試験 第二次試験不合格者 得点、順位 

第三次試験 第三次試験受験者 
科目別得点 

総合順位 

 

１０ 過去の申込者数と採用者数 

年度 区分 採用予定 申込者 １次合格者 ２次合格者 最終合格者 

Ｒ３ 

事務職（大卒程度） ６ ５９ ２２ １１ ６ 

事務職（高卒程度） ２ ４１ ８ ４ ２ 

保健師 １ ５ ３ ２ １ 

Ｒ２ 
事務職（大卒程度） ５ ５４ ３１ １４ ５ 

事務職（高卒程度） ３ ２７ １３ ７ ３ 

Ｒ１ 事務職 ６ １２７ ３０ １１ ６ 
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【試験についての問い合わせ先】 

みやこ町役場 総務課 人事係 
 
〒８２４－０８９２  京都郡みやこ町勝山上田９６０番地 
TEL：０９３０－３２－２５１１（内線２１４、２１５、２１６） 
 
 電話でのお問い合わせは、平日８：３０～１７：００でお願いします。 

 


