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令和４年度盛岡市社会福祉協議会職員採用試験受験案内 
 

受付期間  令和 4年 08月 01日（月） 

～令和 4年 08月 26日（金） 

第一次試験 令和 4年 09月 21日（水） 

 

＜盛岡市社会福祉協議会が求める職員像＞ 

盛岡市社会福祉協議会は、「人と人とがつながり共に支え合うまちづくり」の実現に向けて、

住民が抱える深刻な生活課題や孤立等の地域課題の解決に取り組んでいます。 

この目的を達成するため、「市民と協働する職員」、「利用者本位のサービスを行う職員」、「経

営感覚を備える職員」、「自己を磨く職員」、「高い倫理観を持つ職員」を求めています。 

 

令和５年度に採用する盛岡市社会福祉協議会職員の採用試験を次のとおり行います。 

※新型コロナウィルス感染拡大の影響により採用試験が中止・延期される場合には、本会ホー

ムぺージ上で告知しますので、随時確認してください。 

１ 職種区分、採用予定人員及び職務内容 

職種区分 採用時期 
採用予定 

人員 
職 務 内 容 

事務職 令和５年４月 １人 本会事業全般に関する一般事務及び社会福祉関連業務 

 

２ 受験資格 

(1) 盛岡市内に居住（通勤可能又は居住予定を含む。）している方 

(2) 平成５年４月２日以降に生まれた方（長期勤続によるキャリア形成を図るため、年齢制限

を設けています。） 

(3) 大学、短期大学、専門学校のいずれかを卒業した方（令和５年３月までに卒業見込みの方

を含む。） 

(4) 社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を有する方（令和５年３月までに取得する

見込みの方を含む。） 

※ 前記に該当していても、次のいずれかに該当する方は受験できません。 

ア 日本の国籍を有しない方 

イ 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

なるまでの方 

ウ 盛岡市職員又は盛岡市社会福祉協議会職員として懲戒免職の処分を受け、その処分

の日から 2年を経過しない方 

エ 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方 

問い合わせ先 盛岡市社会福祉協議会総務課 

〒020-0886 盛岡市若園町 2－2 

電話 （代表）019-651-1000 

（直通）019-651-0256 

ＵＲＬ  https://www.morioka-shakyo.or.jp/ 

Ｅ-mail  info@morioka-shakyo.or.jp 
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３ 試験の日時、会場、合格発表 

 会・時日 場 合 格 発 表 

第一次

試 験 

令和４年９月 21日（水） 

受付     正午～午後０時 45分 

①小論文試験 午後１時～ 

②グループディスカッション 

       午後２時 45分～ 

会場 盛岡市総合福祉センター 

令和４年９月 30日（金）【予定】 

盛岡市社会福祉協議会のホームページ

に受験番号を掲示します。 

なお、合格者には文書通知及び登録し

たメールアドレスへ通知します。 

第二次

試 験 

令和４年 10月 11 日（火）～14 日（金） 

第一次試験合格通知書で指定する日

時、会場で実施します。 

令和４年 10月 21日（金）【予定】 

第二次試験受験者全員に合否を文書通

知及び登録したメールアドレスへ通知し

ます。 

なお、合格者には電話でも連絡します。 

 

４ 試験の方法等 

(1) 第一次試験 

職種区分 試験方法 試験時間 

事務職 
① 小論文試験 １時間 30分 

② グループディスカッション １時間 30分 

 

 （参考）過去の小論文課題 

年度 課題 

平成30年度 地域共生社会における社会福祉協議会の役割について 

令和元年度 
地域福祉において地域包括支援を担う地域福祉コーディネーターの役

割について 

 

 (2) 第二次試験（第一次試験合格者のみ） 

・試験方法   個別面接 

・提出書類   成績証明書を第二次試験受験時に受付に提出してください。 

 

５ 受付期間及び受験申込 

受付期間 令和４年８月１日（月）～令和４年８月 26日（金） 

提出書類 

 

 

 

○申込書・エントリーシート（本会ホームページからダウンロード可）

必要事項を記入し、写真貼付のうえ提出してください。

写真は、最近 3 ヶ月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向きで本人と確認でき

る縦 4 ㎝、横 3 ㎝のものを申込書にだけ貼ってください。

写真の裏面に氏名を記入してください。 
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込

方

法
（
い
ず
れ
か
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方
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郵送 

封筒の表に「受験申込み」と朱書きして、返信用封筒（長形 3号、切手 84円

分貼付）を同封のうえ、特定記録郵便又は簡易書留扱いで送付してください。

返信用封筒の表には、必ず受験者本人の宛先を明記してください。 

令和４年８月 26日（金）までに必着のものに限り受け付けます。 

宛て先 〒020-0886 盛岡市若園町 2－2 盛岡市社会福祉協議会総務課 

持参 

盛岡市社会福祉協議会総務課（盛岡市若園町 2-2 盛岡市総合福祉センター 

１階事務室）に、直接持参してください。なお、提出の際は、受験者本人の 

宛先を明記した返信用封筒（長形 3号、切手 84円分貼付）を添えてください。 

受付時間は、午前８時 30分から午後５時 15 分までです。（土曜・日曜日は盛

岡市総合福祉センター管理人室（１階正面入口）に持参してください。） 

受験票 

の交付 

受験票は９月上旬に郵送しますので、申込書に貼った写真と同じ写真を貼り、

試験当日持参してください。 

なお、受験票が９月 15 日（木）までに届かない場合は、問い合わせ先に連絡

してください。 

※ 本採用試験申し込みに係る応募書類により本会が取得した個人情報は、本会職員採用選

考のみに利用し、それ以外の目的では使用しません。なお、提出書類及び受験票はお返し

いたしませんのでご了承ください。 

 

６ 採用予定期日 

令和５年４月１日 

７ 給与 

(1) 初任給（令和４年４月１日現在） 

職種 

学歴 

給 料 月 額 

事務職 

大学卒 183,800  円 

短大卒 164,500  円 

＊初任給は、卒業後の経歴等により加算されることがあります。 

通常、毎年１回昇給します。 

(2) 諸手当 

扶養、通勤、住居、期末、勤勉、寒冷地手当等がそれぞれの要件で支給されます。 

 

８ 試験当日持参するもの及び試験会場略図 

(1) 試験当日持参するものは、次のとおりです。 

 ・受験票（申込書に貼った写真と同じ写真を貼ったもの） 

・筆記用具（ＨＢの鉛筆４～５本、消しゴム） 

・昼食 
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(2) 試験会場は、盛岡市総合福祉センター（若園町２－２）です。指定された会場以外では

受験できませんので、交付された受験票を確認し、間違いのないようにしてください。 

なお、試験会場には駐車できませんので、自動車での来場はご遠慮ください。 

(3) 試験会場までの交通手段について 

 ・「盛岡駅」から徒歩約 30分 

・「盛岡駅」からバスで約 10分、「盛岡市総合福祉センター入口」下車 徒歩 2～3分 

・「盛岡駅」からバスで約 15分、「盛岡バスセンター」下車 徒歩 5～6分 

・「盛岡駅」からバスで約 15分、「上の橋町」下車 徒歩 2～3分 

 

 

 

旧Nanak 
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