
湯前町職員
採用試験案内

「A
エーアイ

I」にはない「愛
あい

」のある人材が必要です



◆ 一次試験内容

職種 試験内容 出題内容

一 般 事 務 教養試験
●一般知識（社会・人文、自然、時事）
●文書理解、判断・数的推理、資料解釈　　　　　 　 40題（２時間）

社会福祉士 専門試験
   社会福祉概論（社会保障・介護を含む）、
   社会学概論、心理学概論           　　　　　　　30題（１時間30分）

共　通

適性試験
(事務適正・一般性格診断)

　作業能力（適応性、正確さ、迅速さなど）、職務・職場への適応性

作文試験 　文章での表現能力の審査

・教養試験、適性検査
※

のいずれかで一定の合格点に達しなければ、他の試験の成績に関わらず不合格
  ※適性検査は、事務適正検査など点数化される検査と、一次試験の合否に含まれない性格検査で異なる

・作文試験は一次試験で行うが採点は二次試験で行うため、作文試験の成績は一次試験の合否には含まない

区　分 職　種 採用予定数 受験資格

高等学校
卒業程度

一 般 事 務 ５人程度 昭和 56 年 4 月 2 日～平成 16 年 4 月 1 日生まれ

資格免許職 社会福祉士 １人程度
昭和 56 年４月２日以降に生まれ、社会福祉士の資格を持つ

※令和４年３月までに資格取得が見込まれる人も対象

◆ 採用予定人数・受験資格

■申込期間  ※受付時間：8:30 ～ 17:00

７月26 日（月）～８月13 日（金）

■試  験　
9 月19 日（日） 8：30～

■会  場

湯前町保健センター



■ 共通受験資格
次の事項に該当しない人

・日本国籍を有しない

・禁固刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、　

  またはその執行を受けることがなくなるまでの人

・湯前町職員として懲戒免職の処分を受け、処分から

   2 年を経過しない人

・日本国憲法施行の日以後、日本国憲法や、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たり、団体に加入した人

■ 申込用紙の入手方法
①役場総務課の窓口で受け取る

②表に「湯前町職員採用試験申込請求」と朱書きし、

　140 円切手を貼った返信用封筒を同封し郵送

③ホームページからダウンロード

■ 提出方法
①直接役場に持参する

②表に「湯前町職員採用試験申込」と朱書きし、84 円

   切手を貼った返信用封筒を同封し簡易書留郵便で送付

　※当日消印有効

■ 受験票の交付
申込用紙を受理した後、８月 20 日（金）までに受験票

を送付します。受験票が届かないときは問合先にお尋

ねください。

■ 一次試験の準備物
・受験票　

・筆記用具（HB 鉛筆、消しゴムなど）

※時計機能のみの時計は持参可能

■ 二次試験
期　日：10 月下旬予定

内　容：人柄などについての個別面接　

発　表：合格者に通知、役場掲示板に掲示

■ 一次試験の開示
対象者：受験者全員

内　容：科目別得点、総合得点

期　間：合格発表の翌日から 1 カ月  ※開庁時間のみ

場　所：湯前町役場総務課

準備物 ：①受験票か合否通知書

　　　　②本人確認証（運転免許証、学生証など）

　　　　③印鑑

■ 給与など
・一般事務（高校卒）初任給 15 万 600 円以上

・初任給は最終学歴や職歴を基に決定

・期末勤勉手当、通勤手当などの支給有り

【申込・問合先】  

湯前町役場総務課

〒868-0600  熊本県球磨郡湯前町1989-1

☎0966（43）4111
※開庁時間：平日 午前8時30分～午後5時

湯前町を走るくま川鉄道「田園シンフォニー」



Voice～先輩の声～

総務課長

高橋  誠（53）

役場は多くの仕事や挑戦を続けてい

くとても忙しい職場です。職員は、ま

ちの今と未来を描き、少し先の楽し

みを考えて目の前の業務をこなして

います。私は役場の内面を知ったう

えで来てもらうことが大切だと思い

ます。おもしろそうと思う方は「合

う」かもしれませんね。本町は「個の力」を求めています。私

たちが精一杯支えます。自分は「合う」と思う方、ぜひ新たな

仲間になってほしいです。

「個の力」を合わせて

私は生まれも育ちも、その上嫁ぎ先

も湯前町です。結婚、出産、子育てを

する中で毎回、上司や同僚から温か

いサポートをもらい、安心して働く

ことができました。これまでの仕事

内容の多くはまちづくりや商工観光

関係です。仕事を通して、民間の方々

をはじめ著名な方々とのお付き合いや普段は経験できない

ことをたくさん経験することができました。出会いや経験

で得た学びのすべてが今の私の財産になっています。

仕事で得た私の財産

企画観光課長

本山  りか（53）

役場には多くの課があり異動の度に

一から学び直すことになります。私

は今年度、保健福祉課から建設水道

課に異動しました。保健分野から建

設分野になり知らないことばかりで

不安もありますが異動先には教えて

くれる上司や同僚がいます。仕事も

学ぶ心とやりがいが大切

職員への給与の支払いや共済の手続

きなどを担当しています。業務を通

して、職員が働きやすい職場にして

いくことが私の仕事です。仕事終わ

りや休日はバドミントンに熱中して

います。大会があると職場の同僚が

応援に来てくれるのが嬉しいです。

他の職員もいろいろなスポーツをしていて応援に行くのも

一つの楽しみです。湯前町役場は仕事以外のことも同僚と

一緒に楽しめる、楽しい職場だと思います。

趣味も一緒に楽しめる関係

生まれ育った湯前町で働きたいと思

い、役場の採用試験を受けました。高

校を卒業してすぐ社会人になり、右

も左も分からない私を迎えてくれた

のは、信頼できる先輩や落ち込んで

いるときに笑わせてくれる優しい先

輩たちでした。大変な仕事も多いで

すが、平日は思いっきり仕事して休日は思いっきり家族と

の時間・自分の時間を楽しんでいます。湯前町役場はすごく

楽しい職場です！ぜひ一緒に働きましょう！

仕事もプライベートも充実

後期高齢者医療保険や国民年金、住

民票関係など主に窓口を担当してい

ます。町民からの問い合わせは制度

に関することが多く、説明を理解し

てもらえた時や感謝の言葉を頂いた

時にとてもやりがいを感じます。入

庁して２年目で慣れないことや分か

らないところもありますが、経験豊富な先輩や優しく教え

てくれる先輩が多いので安心して仕事に取り組むことがで

きます。ぜひ、湯前町役場で私と一緒に働きましょう！

頼れる先輩がたくさん

建設水道課

大林  達明（30）
教育課

豊後  真由（29）

総務課

黒木  あさみ（28）
税務町民課

山下  晃希（20）

勉強や運動と同じで、できることが増えるとやりがいを感

じます。できるようになるまではとても大変ですが、学びた

い心があれば人は年齢関係なく成長できると思います。



えっ、
こぎゃんこつも
しよっとな！？
（こんなこともしてるのね）

皆さんは役場の仕事にどんなイメージを持っ

ていますか？ ここでは「えっ、これも役場の仕事

⁉」という意外なものを紹介します。全般的な業

務内容はホームページに掲載しています。
※「町政情報」→「町の紹介」→「組織図」をクリック

ホームページ
はこちらから

大変なだけじゃない、いろいろな仕事がある。

ちょっと意外？な役場のシゴト

体力づくりも仕事の一環
教育課

B&G 海洋センターのグラウンド

や体育館、プールは町が管理。大

人から子どもまでが体力づくり

に汗を流しています。そのお手伝

いをするのが社会体育係のお仕

事。仕事をしているうちに自分自

身もみるみる健康的に？

犬捕獲、チームワーク必須

町内でうろつく迷い犬の報告を

受けたら、すぐに職員が捕まえに

行きます。逃げ回るすばしっこい

犬に負けない脚力と先を予測す

る頭脳が必要。職員の体力とチー

ムワークも試されます。一匹でも

不幸な犬を減らすため町内放送

でのお知らせもしています。

ゆっくんの正体は...

町の営業部長「ゆっくん」は依頼が

あれば町内外どこでも出動。中身

が職員なのは、ここだけの話（笑）。

大小の２体存在。

身 長 の 高 い あ な

たも入れるかもし

れません。元気に

演じてください。

まるでカメラマン？
総務課

毎月１回町民向けに発行する「広

報 」「 旬 報 」と い う 雑 誌 を 作 っ て

います。イベントの写真撮影や取

材、住民へのインタビューなどそ

の姿はまるで新聞記者やカメラ

マ ン。ペ ン と カ メ ラ と ノ ー ト を

持って町を走り回っています。

コスプレでおもてなし
企画観光課

一大イベント「ゆのまえ漫画フェ

スタ」。アニソンシンガーのライ

ブや漫画家のトークショーを開

催するなどこだわり満載。町の職

員はコスプレ姿に仮装して来客

をおもてなし。運営側もお客さん

と一緒に楽しんでいます。

ヘルメットに作業着

事務作業を想像する人が多い役

場の仕事。もちろんデスクワーク

はどの部署でもありますが、建設

水道課では道路や水道など、農林

振興課では山の管理など、ヘル

メットに作業着で仕事をするこ

とのある部署も。すべては町民の

幸せのために働いています。



マイ ホームタウン ゆのまえ
人と自然と歴史が調和し、未来を創造するまちづくり

湯前町職員採用試験案内
【発行】湯前町役場  総務課


