
社会福祉法人富山市社会福祉協議会　本所・福祉総務課

１　職種及び採用予定人員並びに受験資格

【注意】ただし、次のいずれか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又はその執行を受けることがなくなるまでの人

（２）日本国憲法施行の日以後において、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人

２　受付期間

３　試験の日時・場所・合格発表及び試験の内容等

令和5年2月12日(日)  試験日から約4～5日

受付開始 8：00  後合否にかかわらず

着　　席 8：45  書面で通知します。

試　　験 9：00～12：30(予定)

令和5年2月24日(金)  試験日から約1～2日

受付開始 13：00  後合否にかかわらず

着　　席 13：20  書面で通知します。

試　　験 13：30～(予定)

富山市総合社会
福祉センター

（富山市今泉83－
1）

令和5年1月5日

第１次試験

第２次試験

筆記

試験

面接

試験

採用予定人員

事 務 職
(社会福祉士
若しくは

精神保健福祉士)

　    平成4年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方で、
   社会福祉士の資格若しくは精神保健福祉士の資格を有する

　　方又は令和5年実施の当該国家試験に合格する見込みの方
１人

合格発表

受　　験　　資　　格

令和５年１月５日（木）～ 令和５年１月２６日（木）消印有効

職　　種

令和４年度

社会福祉法人富山市社会福祉協議会職員採用試験

受　験　案　内

区分 日時 場所



４　試験の方法

（１）第１次試験

　 　筆記試験（大学卒業程度で、次により行います。）

　

　時事、社会、人文、自然に関する一般知識を問う問題。

　文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題。

　与えられた課題について、知識、判断力、表現力などをみるための試験を行

います。

　職務遂行に必要な事務適性について、正確さ、迅速さ等の作業能力の面から

みるための検査を行います。

（２）第２次試験（第１次試験合格者に対して行います。）

　個別面接による試験を行います。

５　第１次試験成績の通知

　希望する人に、第１次試験の成績を合否通知の中でお知らせします。

※希望する人は、受験申込書の「11　第１次試験成績通知希望」欄の「希望する」に○印をつけて

　ください。

６　最終合格者の決定

　第１次試験、第２次試験の結果を総合的に判定して最終合格者を決定し、書面で通知します。

７　合格から採用まで

　最終合格者は、令和５年４月に採用する予定です。

　採用までに受験資格要件、申込書記載事項等の確認を行います。

＜最終合格発表までの流れ＞

面接試験

対　象　者 通　知　内　容 通　知　日

種　目 内　　　　　　　　　　容

種　目 内　　　　　　　　　　容

 第１次試験受験者数、第１次試験合格者数、順位  試験日から約4～5日後

教養試験

短文論述試験

事務適性検査

 第１次試験の不合格者

最　終

【第1次試験】 【第2次試験】 合格発表

教養試験

より決定。

2月12日(日) 試験日から約4～5日後 2月24日(金) 試験日から約1～2日後

第１次試験 第1次・第2次

短文論述試験
⇒

合格発表
⇒

面接試験
⇒

試験の成績に

事務適性検査



８　業務内容及び勤務場所

本所・支所など

本所 （富山市今泉）

大沢野細入支所 （富山市春日）

大山支所 （富山市上滝）

八尾山田支所 （富山市八尾町福島）

婦中支所 （富山市婦中町羽根）

９　給　与

（１）初任給（令和４年４月大学卒基準による例）

※初任給は、採用前の経歴等に応じて一定の基準により加算されることがあります。

（２）諸手当

扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当などが、それぞれの支給条件に応じて支給されます。

10　受験申し込み手続き

　受験申し込みは、持参又は郵送の方法で申し込んでください。

　必要な事項を記入し、写真を貼った申込書 　必要な事項を記入し、写真を貼った申込書

と次に掲げるものを添えて、本所・福祉総 と次のア、イに掲げるもの両方を同封し、

務課総務係へ提出し、受験票及び受験者体調 封筒の表に「受験申込」と赤色で記入し簡易

確認用チェックリストを受領してください。 書留で送付してください。

　試験合否通知用の宛先明記の返信用封筒 ア 　試験合否通知用の宛先明記の返信用封筒

◇はがきサイズが入る封筒 ◇はがきサイズが入る封筒

◇８４円分の切手を貼付 ◇８４円分の切手を貼付

イ 　受験票返信用の宛先明記の返信用封筒

◇はがきサイズが入る封筒

◇８４円分の切手を貼付

　（月曜日から金曜日(祝日除く)の 　令和5年1月26日（木）消印有効とします。

午前8時30分から午後5時15分までです。） （1月26日以降の消印及び消印のなきものは無効）

・提出いただいた申込書は返却いたしません。

・郵送による申し込みの場合は、申込書が到達してから１～２日で受験票及び受験者体調確認用

チェックリストを郵送します。

　なお、受付期間中に申込書を送付したにもかかわらず、８月２６日(金)頃までに受験票等が届

 かない場合は、下記までお問い合わせください。

受験申込先 〒939-8640　富山市今泉８３番地１

問い合わせ 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 福祉総務課総務係

先 ＴＥＬ（076）422－3400

②郵送による申し込み区分

187,666円（内、地域手当5,466円）

　社会福祉事業等に
　関する業務全般

初任給（地域手当を含む。）

職　　種 業務内容

留意事項

①持参による申し込み

令和5年1月5日（木）～　

令和5年1月26日（木） 令和5年1月26日（木）

事 務 職
(社会福祉士
若しくは

精神保健福祉士)

申込方法

受付期間

勤務場所

令和5年1月5日（木）～　



試験会場案内

＜筆記試験受験にあたっての注意事項＞
（１） 新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方、発熱等の風邪症状がある等罹患している疑い

のある方は、他の受験者への感染のおそれがあるため、当日の受験を控えていただくようお願いします。
なお、これを理由とした欠席者向けの試験の再実施は予定しておりません。

（２） 試験当日は、感染予防のため必ずマスクの着用（不織布マスクを推奨）をお願いします。また、受付
にて手指の消毒をお願いします。

（３） 試験室換気のため、適宜、窓やドアを開けますので、室温の高低に対応できる服装でお越しください。
（４） 試験当日は、受験票、筆記用具（ＨＢの鉛筆、消しゴム）、下敷、受験者体調確認用チェックリスト

を持参してください。 ※売店等はありません。
（５） 注意事項及び試験官の指示に従わない場合は、受験できないことがあります。

◎　交通案内　市内電車　富山駅乗車の場合　『南富山駅』下車

北　　口

ＪＲ富山駅

富山駅前電停

略

南富山駅電停

富山県立富山高等学校

冷　　川

入口

 富山市南老人
　福祉センター

富山市総合社会福祉センター

（南寿荘） （試験会場３階）

富山市総合社会福祉センター

（試験会場）



1 2

1. この欄に写真を貼り提出。

フリガナ 2. 写真は申込日前６か月以内にマスク

　・帽子をつけないで、上半身正面向き

3 氏　　名 　に撮った、縦4.5㎝、横3.5㎝のもので、

　本人と確認できるものが必要。

　（白黒・カラーともに可）

3. 写真は同じものを２枚用意し、１枚は

　この欄に貼り、もう１枚は申込時にお

　渡しする受験票に貼る。

〒（　　　　－　　　　　）

携帯（　　　　）　　　　－ ＴＥＬ（　　　　）　　　　－ （　　　　方）
〒（　　　　－　　　　　）

　（現住所以外で確実に

　連絡がとれるところが

　あれば、記入。) 携帯（　　　　）　　　　－ ＴＥＬ（　　　　）　　　　－ （　　　　方）

（最終） （　　　年制）

（　　　年制）

（最終）

□
□ 取得見込
□
□ 取得見込

社会福祉法人富山市社会福祉協議会職員採用試験を受験したいので、以上のとおり申し込みます。
なお、私は次の各号のいずれにも該当しておりません。
また、この申込書のすべての記載事項は事実と相違ありません。

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
（２）日本国憲法施行の日以後において、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人

令和　　　年　　　月　　　日
（本人署名）

　氏　　名

（記入要領） １　記入事項に不正があると、職員として任用される資格を失うことがあります。
２　受験案内をよく読み、各項目の質問に対し、漏れなく記入してください。
３　記入は、黒か青の万年筆又はボールペンでていねいに書き、該当する事項は○で囲んでください。

社会福祉法人富山市社会福祉協議会職員採用試験申込書
職　　種 受験番号（記入不要）

写真欄

事　務　職（Ａ）

性　　別 男 ・ 女

4 生年月日 平成

令和　　年　　月　　日撮影

6 現 住 所

年 月 日生

5

連 絡 先

7

8 最終学歴（最終学歴が大学院の人は、大学院の前の学歴についても記入してください。）

学　校　名
学　部・学　科 所　在　地 在 学 期 間 卒  業（修了）・

専　　攻 （市町村名まで） （元号はＨ・Ｒで記入） 卒業見込等の区分

年 月から

　　卒業（修了）
年 月まで

年 月から

　　卒業（修了）
年 月まで

精神保健福祉士 年 月
取　　得

10

名　称 証　書　番　号 取得年月（元号はＨ・Ｒで記入）

11 第１次試験成績通知希望 希望する　・　希望しない　（どちらかを○で囲んでください。）

社会福祉士 年 月
取　　得

資格・免許 ◎受験資格として必要な資格・免許については必ず記入してください。

在職期間

 年　　月 ～　　年　　月

職務内容
雇用形態
（どちらか

に○）

 年　　月 ～　　年　　月

9 職歴（最近のものを２つまで記入してください。ただし在学中のアルバイトなどは記載不要です。）

所在地
（市町村名まで）

正社員
・

臨時職員等

正社員
・

臨時職員等

勤務先の名称


