
平成３０年度 
七ヶ浜町上級職員募集要項 

（平成３０年７月採用） 
 
 受験資格                                
 

職種 採用予定人員 受 験 資 格 

行政  

（上級） 

行政事務に従事

します。ただし、

税務、用地交渉、

施設管理等の業

務にも従事し、深

夜勤務になるこ

ともあります。 

若干名 

次のいずれかに該当する者とします。 

① 昭和５８年４月２日から平成８年４月

１日までに生まれた者 

② 平成８年４月２日以降に生まれた者で、

学校教育法に規定する大学（短期大学を除

く。）を卒業した者又は大学卒業程度の能

力を有すると認められる者 

※ 次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

 ア 日本の国籍を有しない者 

イ 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者

その他その執行を受けることができなくなるまでの者 

エ 七ヶ浜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年を経過しない者 

オ 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 

※ 採用予定人員は、変更になる場合があります。 

 

 試験内容、日時等                          容 
 

試験 日時・場所 試験内容 職 種 合格発表 

第
１
次
試
験 

●日時 

平成３０年５月２７日（日） 

受付／9:00～9:40 

教養試験／10:00～12:00 

一般性格診断検査／12:20～12:40 

●場所 

七ヶ浜町役場（宮城郡七ヶ浜町東宮

浜字丑谷辺 5-1） 

教養試験 

一般性格診断検査 
行 政 

平成３０年６月１

日（金）予定 

第
２
次
試
験 

●日時 

平成３０年６月５日（火） 

受付／14：30～15：00 

集団討論／15：30～16：30 

面接試験／17：00～ 

●場所 七ヶ浜町役場 

人物試験 行 政 
平成３０年６月 

８日（金）予定 



第
３
次
試
験 

●日時 

 平成３０年６月中旬において町が指定

する日（詳しくは、第２次試験合格者

に通知します。） 

●場所 七ヶ浜町役場 

人物試験 

健康診断 

資格調査 

行 政 

平成３０年６月

下旬までに行う

予定 

 

● 試験は、第１次試験から第３次試験までとします。なお、第２次試験は第１次試験合格者に対して、

第３次試験は第２次試験合格者に対して行います。 

● 第３次試験の健康診断は、通常の職務遂行に支障をきたすおそれのある疾病等の有無について

確認するもので、町が指定する健康診断による健康診断書を提出いただきます。なお、健康診断に

係る受診料は、受験者の負担となります。 

● 各試験の合格者の発表は、七ヶ浜町役場前掲示板及び町ウェブサイトへの掲示により行うほか、合

格者に通知します。 

 

 試験の方法                                 
 

教養試験（１２０分） 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数

的推理及び資料解釈に関する一般知能について択一式による筆記試験

を行います。 

一般性格診断検査（２０

分） 
職務遂行に必要な適性について検査します。 

人物試験 集団討論、面接等により、主として人物について試験を行います。 

健康診断 
職務遂行に支障のない健康度を有するかどうかについて確認を行いま

す。 

資格調査 
受験資格の有無、受験申込書に記入された内容の真否等について調査

します。 

 

 合格から採用まで                                 
● 最終合格者の発表は、平成３０年６月下旬（予定）に七ヶ浜町役場前掲示板及び町ウェブサイトへ

の掲示により行うほか、合格者に通知します。なお、最終合格者から採用辞退者が出た場合などには、

追加合格者を決定することがあります。 

● 最終合格者は、任用候補者名簿に登録され、そのうちから採用者が決定されます。したがって、最

終合格者全員が採用されるとは限らないのでご注意ください。 

● 採用予定日は、原則として平成３０年７月１日となります。ただし、採用予定者が平成３０年７月１日ま

でに着任できないことにつきやむを得ないと認められる場合は、採用日を変更するものとします。 

 受験手続                                    
● 受験申込 

受験申込書は、七ヶ浜町総務課に請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員

採用試験受験申込書請求（上級・行政）」と朱書し、宛先を明記の上１２０円切手を貼った返信用封筒

（Ａ４サイズが入る大きさ）を必ず同封してください。 

【受験申込先】 

 

 

     

【受付期間】 

    受付は、平成３０年４月１６日（月）から平成３０年５月１４日（月）まで（土曜日、日曜日、祝日を除き

ます。）の午前９時から午後５時までとします。郵便での申込みの場合は、平成３０年５月１４日（月）

 〒９８５－８５７７  宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺５－１ 

七ヶ浜町役場 総務課 

 



午後５時までに上記の受験申込先に届いたものに限り受け付けますので、「特定記録郵便」等の

確実な方法により郵送してください。 

 

【提出書類等】 

受験申込書･･･所定の受験申込書を使用してください。受験申込書に必要事項を記入し、所定

の箇所（２箇所）に写真を貼付してください。写真がない場合は、受け付けできま

せん。 

   成績証明書･･･最終学歴となる大学等の成績証明書で、専門学校の成績証明書は含みませ 

ん。（証明書発行に時間がかかる場合がありますので、取得手続は早めに行 

ってください。） 

   卒業証明書･･･最終学歴となる大学等の卒業証明書で、専門学校の卒業証明書は含みません。 

（証明書発行に時間がかかる場合がありますので、取得手続は早めに行って 

ください。） 

   人物試験カード（受験申込書と同封）･･･志望動機、自己 PR 等必要事項を記載してくださ 

い。 

   履歴書（受験申込書と同封）･･･受験者の学歴、職歴及び取得した資格等を記載して下さ 

い。 

受 験 料・・・受験料は不要です。ただし、第３次試験に係る町が指定する健康診断の受診料

は、当該受験者の負担とします。なお、受診料は、９，７２０円を予定しています。 

そ の 他･･･郵便での申込の場合は、受験票を送付するため、宛先を明記し８２円切手を貼っ

た返信用封筒を同封してください。 

● 受験票の交付等 

申込みを受理された受験申込者には、受験票を交付します。なお、申込みに係る個人情報は、そ

の一部を町の指定する健康診断実施医療機関に提供します。 

 給与、勤務条件等                             
  

職 種 初任給 諸手当 勤務時間 休日 休暇 

行政 １７９,２００円 

条 例 等 の 規 定 に  

従い、扶養手当 、  

通 勤 手 当 、 期 末   

手当、勤勉手当等を

支給します。 

原則として、月曜

日から金曜日まで

の午前 8時30分か

ら午後 5時 15分ま

で（休憩時間を除

きます。） 

原則として、土

曜日、日曜日、

祝日、12 月 29

日から 1月 3日

までとします。 

20日の年次有

給休暇が付与

されるほか、夏

季休暇等の特

別休暇が取得

できます。 

※ 民間企業等における職務経歴年数、最終学歴等に応じて一定の基準により初任給を調整する  

ことがあります。 

※ 勤務時間、休日については、配属先により異なる場合があります。 

 過去の採用試験                                    

●平成２９年度（平成３０年４月１日採用） 

試験区分 受験者数 最終合格者数 競争率 

上級行政 ３５人  ０人 - 

初級行政 ８人  １人         ８．０倍 

身体障害者対象 ０人  ０人 - 



●平成２９年度（平成２９年７月１日採用） 

試験区分 受験者数 最終合格者数 競争率 

上級行政 ２２人  ２人       １１.０倍 

初級行政 ７人  ０人   - 

身体障害者対象 ０人  ０人 - 

●平成２８年度 

試験区分 受験者数 最終合格者数 競争率 

上級行政 ３８人  ０人 - 

上級土木            ４人  １人 ４．０倍  

初級行政 ７人  ３人 ２．３倍  

身体障害者対象 １人  ０人 - 

●平成２７年度 

試験区分 受験者数 最終合格者数 競争率 

上級行政 ２８人  ２人  １４．０倍  

保健師 ３人  １人 ３．０倍  

身体障害者対象 １人  ０人 - 

●平成２６年度 

試験区分 受験者数 最終合格者数 競争率 

上級行政 ３７人  ２人  １８．５倍  

初級行政 ８人  １人 ８．０倍  

身体障害者対象 ２人  ０人 - 

●平成２５年度 

試験区分 受験者数 最終合格者数 競争率 

上級行政 ５４人  ２人  ２７．０倍  

初級行政 １１人  ２人 ５．５倍  

身体障害者対象 １人  ０人 - 

●平成２４年度 

試験区分 受験者数 最終合格者数 競争率 

上級行政 ４６人  ４人  １１．５倍  

初級行政 １９人  ２人 ９．５倍  

保健師 ９人  ３人 ３．０倍  

身体障害者対象 ２人  １人 ２．０倍  

 

●平成２３年度 

試験区分 受験者数 最終合格者数 競争率 

上級 ３０人   ３人  １０．０倍  



初級 ８人  ２人 ４．０倍  

建築又は土木 ７人  ２人 ３．５倍  

土木（追加募集） １６人  ２人 ８．０倍  

 

●平成２２年度 

試験区分 受験者数 最終合格者数 競争率 

上級行政 １８人   ３人  ６．０倍  

初級行政 １１人  ２人 ５．５倍  

 

●平成２１年度                                     

試験区分 受験者数 最終合格者数 競争率 

上級行政 １７人   ２人   ８．５倍  

初級行政 ６人  ２人 ３．０倍  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用試験に関するお問い合わせ 

 

七ヶ浜町総務課 
〒985-8577 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺５番地の１ 

TEL 022-357-7436 

ホームページアドレス http://www.shichigahama.com 


