
わかやま公務員情報
（H30.9版）

この冊子は２０１９年度以降の受験を検討している方に

「どんな自治体があるのか」「受験するためにはどんな準備が
必要か」を知ってもらうものです。
あくまで概要版ですので、受験する際には必ずご自身で
各自治体のホームページ等で最新の情報を入手してください。

ver1.1版



和歌山県

和歌山県警察

各市町村（30市町村）
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（各市町村のページ番号は下記を参照）
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県外への
アクセス良好！
休日はちょっと
遠出しちゃおう♪

和歌山県は観光産業などで
急成長中の地域です！
ぜひ県内の公務員として
一緒にわかやまを
盛り上げましょう！！
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皆さんこんにちは。和歌山県警察本部警務部警務課採用係です。
和歌山県警察は、県民の笑顔のため、日々治安維持に務めており、ともに治安維
持にあたってくれる熱意のある人材を求めています。
県民の笑顔のため、和歌山県警で一緒に働いてみませんか。

和歌山県 ～その熱意を、和歌山の力に。～

和歌山県では、県民みんなが楽しく暮らすために、「世界とつながる愛着ある元気
な和歌山」をキャッチフレーズに様々な行政課題に取り組んでいます。

基本データ 待遇

【面積】4,724.64㎢
【人口】935,018人
　　　　（男439,765人、女495,253人）
【世帯数】393,721世帯
（平成３０年９月１日現在）

【勤務時間】9:00～17:45
【福利厚生】
共済組合・互助会があり、給付・貸付事業、
レクリエーション事業等を行っています。
また共済組合が全国各地に宿泊・保養施
設を運営しているほか、一部の会員制リ
ゾートクラブも利用できます。
【給与】
一般行政職、総合土木職(大卒)185,800円
一般事務（高卒）151,500円

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（H30.4採用）*下記記載以外にもたく
さんの職種があります。一般行政職(大卒):68名、
一般事務職(高卒):2名、総合土木職(大卒):12名

【採用スケジュール】
◆大卒　　　　◆高卒
４月下旬～　８月上旬～ 受験申込
６月下旬 　　９月下旬　　第１次試験
７月上旬 　　１０月上旬　第１次試験合格発表
７月･８月　　１０月　　　　 第２次試験
９月上旬　　１１上旬　　　最終合格発表

　採用担当
　　　県人事委員会事務局
　　　０７３－４４１－３７６３　　まで
採用実績等の詳細や最新の職員採用情報
はホームページにも掲載しています
https://www.pref.wakayama.lg.jp/index.html

警察 県民の期待と信頼に応える強さと優しさを兼ね備えた警察

http://www.police.pref.wakayama.lg.jp

基本データ 待遇

【面積】4,724.64㎢
【人口】935,018人
　　　　（男439,765人、女495,253人）
【世帯数】393,721世帯
（平成３０年９月１日現在）

【勤務時間】
通常勤務（日勤）
平日の午前９時から午後５時４５分
交替制勤務（３交替）
当務・非番・週休を繰り返す交替制で、当務は
午前９時から翌午前９時まで
休暇
年次休暇（20日～40日）、特別休暇（産前・産後
休暇、夏期特別休暇等）、病気休暇
【初任給】（H30.4.1現在※地域手当を含む）
大卒：215,460円、高卒：181,335円
【福利厚生】
職員住宅、ホテル等の割引制度、職員向けの
有利な各種共済保険事業等

採用試験について（Ｈ２９年度実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　警察官（大卒/高卒）：30名/37名
　警察事務職員（大卒/高卒）：６名/４名
【採用スケジュール】（H30年度）
１次試験の日程
５月　第１回警察官A（大卒）
６月　Ⅰ種（警察事務職大卒程度）
９月　第２回警察官A・警察官B（大卒以外）
９月　Ⅲ種（警察事務職高卒程度）
10月 身体障害者を対象とした警察事務職
※１次試験の日程は年度によって異なること
があります。

　採用担当
　　県警本部警務課採用係　（担当：阪本）
　　　０７３-４２３-０１１０
採用実績等の詳細や最新の職員採用情報
はホームページにも掲載しています



全国に販路を持つ企業もいっぱい！
歴史と伝統に培われた海南市で、あなたの力を発揮しませんか？

紀州徳川家の城下町として栄えた、県の中心都市です。

【面積】208.84㎢
【人口】357,882人（男：167,968人　女：189,914人）

【世帯数】 153,894世帯
※　数値は全て平成30年4月1日現在
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市町村基本データ 待遇

【面積】101.06㎢
【人口】51,324人（男24,103人/女27,221人）
【世帯数】22,331世帯
※平成30年8月末現在

（一般行政職）　※平成30年9月1日現在
【勤務時間】8:30～17:15（土日祝休み）
【給料】（大卒）179,200円、（短卒）159,800円
　　　　 （高卒）147,100円
※上記は新規卒業者の給料月額ですが、
職歴等に応じ加算される制度があります。
【その他】
・期末・勤勉手当（年間4.4月分）、扶養手
当、住居手当、通勤手当等がそれぞれの
支給要件に応じて支給されます。
・年次有給休暇、特別休暇（結婚、忌引等）
があります。

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（平成30年4月1日採用）
　一般事務職：3名　　　　　　土木技術職：2名
　保育士・幼稚園教諭：5名　消防職：2名

【採用スケジュール】
8月　　　　申込受付期間
9月　　　　第一次試験（教養試験・小論文）
10月　　   第二次試験（面接）
11月　 　　第三次試験（面接）
※上記は平成30年度一般事務職のスケ
ジュールとなり、職種によりスケジュールや
試験内容は異なります。

　職員採用担当
　　　海南市総務部総務課人事係
　　　073-483-8407（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

　http://www.city.kainan.lg.jp/

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
事務職［１型］/［２型］/(法務職)/Ⅲ種：15名/22名/1名/3名

化学職：1名　建築職：3名　土木職：5名　電気職：1名　機械職：3
名

保健師：3名　保育士：4名　手話通訳員：1名　環境整備員：4名

【採用スケジュール】
例年、第１回（前期・6月～8月頃）で主として大学卒業程度の
内容の試験（Ⅰ種試験）を、第２回（後期・9月～11月頃）で主
として高校卒業程度の内容の試験（Ⅲ種試験）や資格免許職
等の試験を実施しています。

受験案内・申込書の入手→受験申込み→第1次試験（筆記）
→第1次試験合格→第2次試験（面接・論文等）※第3次試験
が行われる試験区分もあります。→最終合格→
採用候補者名簿登載→採用内定→必要書類の提出→採用

和歌山市 あなたの「やりたい」、和歌山市でみつけてください！

和歌山市に「誇り」と「愛着」を持ち、「元気な和歌山市を実現したい」という熱い思
いを持つ人材を求めています！

基本データ 待遇

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1001150/index.html

海南市 歴史とものづくりのまち　海南市で働こう！

【勤務時間】週38時間45分
8:30～17:15（土日祝休み）※職種・勤務場所によって異なります

【給与】初任給（平成30年4月1日現在）
行政職Ⅰ種・学芸員：約190,000円
行政職Ⅲ種・身体障害者を対象とした行政職事務職：
約155,900円
資格免許職Ⅰ種/Ⅱ種：約195,900円/約176,300円
消防職Ⅰ種/Ⅲ種：約217,500円/約176,000円
技能労務職：約153,200円
※地域手当（6％）を含む。     ※原則として年1回昇給。

※学歴・職歴等に応じて一定の加算（5年分上限）あり。

※期末・勤勉手当が年2回、その他通勤手当・住居手当等支給。

【福利厚生】
共済・互助制度（各種給付及び貸付事業等）及び健康管理
（定期健康診断、人間ドック助成、ガン検診助成等）

職員採用担当
　和歌山市人事委員会事務局
　０７３－４３５－１３７１（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情報
はホームページにも掲載しています
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市町村基本データ 待遇

【面積】36.83㎢
【人口】28,368人（男13,504人/女14,864人）
【世帯数】11,802世帯
有田みかんが有名です
タチウオの漁獲量は日本一

（一般事務職）
【勤務時間】
　8：30～17：15（土日祝休み）
【給与】
　（大卒）179,200円
　（高卒）147,100円
【福利厚生】
　共済制度、財形貯蓄制度、
　健康診断、期末・勤勉手当、昇給年1回

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　一般事務職：８名　　　保育士：３名
　土木技術職：１名　　　消防職：２名
【採用スケジュール】
８月　　　募集期間
９月　　　第1次試験（SPI３検査）
９月　　　第2次試験（面接・小論文）
１０月　　第3次試験（面接）
１１月　　合格発表

※第1次試験では、SPI３検査を実施します。
公務員受験対策をしていない方でも受験し
やすい内容です。

　職員採用担当
　　　有田市総務課人事係
　　　0737-83-1111

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

　　http://www.city.arida.lg.jp/

有田市では、「チャレンジ＆チェンジ」を合言葉に、未来を切り拓く発想力や行動
力のある人材を求めています。
みかん産業を盛り上げる「Cheers Agri Project」や、観光資源を充実させる「有田
市西海岸エリア五つ星プロジェクト」などで若手職員が活躍中！

橋本市 仕事と家庭を両立しやすい職場です。
未来の橋本市を一緒に創りましょう。

橋本市は、観光分野も盛り上がっています。
美しい自然がいっぱいの橋本市で、一緒に働きましょう。

市町村基本データ 待遇

【面積】130.55㎢
【人口】63,223人（男29,857人/女33,366人）
【世帯数】27,143
鶏卵の生産量は県内トップ

採用試験について（Ｈ２９実績）

　http://www.city.hashimoto.lg.jp/

有田市 チャレンジ＆チェンジ
あなたの力で有田市の未来を切り拓こう！

（一般行政職）
【勤務時間】
　8：30～17：15
【給与】
　（大卒）179,200
　（短大卒）156,800
  （高卒）147,100
【福利厚生】
　財形貯蓄制度
　昇給年１回

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　事務職　： １名
　　消防職　： ２名

【採用スケジュール】
８月初旬～８月中旬　　　募集期間
９月　　　　　　　　　　　　　 一次試験（筆記）
１０月　　　　　　　　　　　　 二次試験（面接）
１１月　　　　　　　　　　　　 三次試験（面接）
１２月　　　　　　　　　　　　 結果発表

　職員採用担当
　　橋本市総合政策部職員課人材育成係
　　0736－33－1193（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています
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市町村基本データ 待遇

【面積】1026.91㎢
【人口】74,545人（男35,156人/女39,389人）
【世帯数】35,379世帯

田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する
条例および田辺市職員の給与に関する条
例等の規定をご覧ください。

採用試験について（Ｈ２９実績）

　職員採用担当
　　　田辺市総務課人事係
　　　0739-26-9916（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています。

　http://www.city.tanabe.lg.jp/soumu/index.html

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般事務職： ２２名　　土木技術職： １名
　　建築技術職：１名　　保育士：４名　　幼稚園教諭：２名
　　保健師：１名　　看護師：２名　　消防職：５名

【定例採用スケジュール】
７月　　　　　　募集要綱発表
８月　　　　　　募集受付
９月　　　　　　一次試験
10月～11月　二次試験
11月頃　　　　内定通知

選考実施や追加募集等はその都度、広報も
しくはホームページにてご案内いたします。

未来へつながる道　田辺市

御坊市 「人と自然と産業が調和し　まちが輝き笑顔あふれる
　元気な御坊」を一緒にめざしましょう！

御坊市では、市民と行政の協働によるきめ細やかな公共サービスの創出を促進
し、市民の夢がかない、希望が生まれ、笑顔があふれ、生きがいを感じるまちの
創造をめざしています。

市町村基本データ 待遇

【面積】43.91㎢
【人口】23,656人（男11,334人/女12,322人）
【世帯数】10,886世帯
和歌山県のほぼ中央部に位置する紀中地域の
中核都市です。

採用試験について（Ｈ２９実績）

http://www.city.gobo.wakayama.jp

田辺市

（一般行政職）
【勤務時間】
　８時３０分から１７時１５分
　（休憩時間１２時から１３時・土日祝休み）
【給与】
　（大卒）179,200円
　（高卒）147,100円
【福利厚生】
　和歌山県市町村職員共済組合加入
　年次有給休暇等

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　一般事務職： 8名／幼稚園教諭： 1名
　保育士： 3名／保健師： 1名／消防士： 1名

【採用スケジュール】
参考：平成３０年度
８月　募集期間
９月　一次試験（筆記）
１０月　二次試験（面接）
１１月　三次試験（面接）

　職員採用担当
　　　御坊市総務課人事係
　　　0738-23-5516（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています
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市町村基本データ 待遇

【面積】228.21㎢
【人口】62,894人（男29,930人/女32,964人）
【世帯数】26,413世帯
フルーツに囲まれた住みやすいまちです。

（事務職）
【勤務時間】
　午前8時45分から午後5時30分
　（土日祝休み）
【給与】
　（大卒）179,200円
　（高卒）147,100円
【福利厚生】
　財形貯蓄制度
　昇給年1回

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
事務職　： １８名
保健師　： ２名

【採用スケジュール】
７月～８月　　募集期間
９月　　　　　　一次試験（筆記）
１０月　　　　　二次試験
                 （集団討論・面接・作文）
１２月　　　　　三次試験（面接）
１２月　　　　　結果発表
１月　　　　　　合格者説明会

　職員採用担当
　　　紀の川市総務部人事課人事班
　　　0736-77-0834（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

http://www.city.kinokawa.lg.jp/

紀の川市では、『自ら考え行動し、チャレンジ精神を持って取り組む、市民から信
頼される職員＝自律型職員』を求めています。

新宮市
めざすべき職員像
「新宮市に誇りを持ち　新たな課題に果敢に挑戦する　市民から信頼される職員」

新宮が大好きで、熱意とやる気のあふれる方、お待ちしています！

市町村基本データ 待遇

【面積】255.43㎢
【人口】28,968人（男13,440人/女15,528人）
【世帯数】15,054

採用試験について（Ｈ２９実績）

http://www.city.shingu.lg.jp/

紀の川市

（一般事務職）
【勤務時間】
　８時３０分～１７時１５分
　（土日祝休み）
【給与】
　（大卒）179,200円
　（高卒）147,100円
【福利厚生】
　財形貯蓄制度
　昇給年１回

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般事務職　：　１１名
　　消防職　　　　：　　３名

【採用スケジュール】
８月　　　募集期間
９月　　　一次試験（筆記）
１１月　　二次試験（面接・論文）
１２月　　結果通知

　職員採用担当
　　　新宮市総務部総務課職員係
　　　０７３５－２３－３３３５（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています



　　岩出市イメージキャラクター

　　　そうへぃちゃん

-   7   -

市町村基本データ 待遇

【面積】128.34㎢
【人口】9,206人（男4,223人/女4,983人）
【世帯数】3,762世帯
都会に近い田舎で、移住・定住者が増えています。

（一般事務職）
【勤務時間】
 　8：30～17：15
【給与】
　（大卒）179,200円
　（高卒）147,100円
【福利厚生】
　共済制度・厚生制度

採用試験について（H２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般事務職　： ２名

【採用スケジュール】
１１月　　募集期間・書類選考
１２月　　試験（面接・論文　等）

例年は８月から募集し、筆記・面接等の試験
を実施します
最新の情報はHPでご確認ください

　職員採用担当
　　　紀美野町総務課人事給与係
　　　０７３-４８９-５９１２（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

http://www.town.kimino.wakayama.jp/

紀美野町では、自然を活かした夢と活気のあるまちづくりをめざ
し、責任感を持ち、自ら考え行動できるチャレンジ精神豊富なみな
さんの応募をお待ちしています。

岩出市
時には厳しくもある上司・同僚に支えられた、メリハリのある職場です。業
務のオーバークロス・ボーダレスで頑張ってます。
市民の皆様に「住んでよかった」とおもっていただけるよう、私たちと一緒
に働きましょう！

市町村基本データ 待遇

【面積】38.51㎢
【人口】53,834人（男26,001人/女27,833人）
【世帯数】22,824世帯

採用試験について（Ｈ２９実績）

http://www.city.iwade.lg.jp/

紀美野町

【勤務時間】
午前８時４５分～午後５時３０分

【休日】
毎週土・日曜日、祝日、年末年始
ただし、職種・勤務場所等により異なります。

【給与】
（大卒）１７９，２００円
（高卒）１４７，１００円

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般事務職　： 5名　福祉職（手話）： 1名
　　保健師職 　　： 1名　保育士　       ： 2名

【採用スケジュール（平成３０年度）】
８月　　　　　　　 募集
９月　　　　　　　 一次試験（筆記）
１０月・１１月　　二次試験（面接・作文）
１１月　　　　　　 結果発表
３月　　　　　　　 合格者説明会

　職員採用担当
　　　岩出市総務課人事係
　　　０７３６-６２-２１４１（代表）

詳細な情報はホームページにて公開します
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市町村基本データ 待遇

【面積】44.15㎢
【人口】4,354人（男2,021人/女2,333人）
【世帯数】1,844世帯
戦国の武将「真田幸村」の隠棲地、また「富有柿」
の産地として有名です。

（一般行政職）
【勤務時間】
　８時３０分～１７時１５分（土日祝日休み）
【給与】
　（大卒）１７９，２００円
　（高卒）１４７，１００円
【福利厚生】
　通勤・住居・扶養手当等、
　賞与２回（６月・１２月）、昇給（年１回）

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　事務職　： ２名　　保健師 ： １名
　　技術職　： ２名

【採用スケジュール】
７月～８月　　　募集期間
９月　　　　　　　一次試験（筆記、作文）
１０月　　　　　　二次試験（面接）
１１月　　　　　　結果発表
１月～３月　　　研修の一環として簡単な作文

※面接試験では、個人面接のほか集団討論
もあります。

　職員採用担当
　　　九度山町総務課人事係
　　　０７３６-５４-２０１９（代表）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

　https://www.town.kudoyama.wakayama.jp/

「日本一元気なまち　九度山」を目指して、町長をはじめ職員一丸となってまちづく
りに取り組んでいます。

かつらぎ町

豊かな自然と歴史文化
世界遺産とフルーツのまち

市町村基本データ 待遇

【面積】151.69㎢
【人口】16,992人（男7,867人/女9,125人）
【世帯数】6,315世帯

採用試験について（Ｈ２９実績）

http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/index.html

九度山町 知恵と対話のまちづくりに
あなたの元気をわけてください。

【勤務時間】
8：30～17：15
※職種によって異なる場合があります。

【平成３０年４月１日現在　初任給】
（一般行政職）
大学卒　月給　179,200円
短大卒　月給　159,800円
高校卒　月給　147,100円
※学歴、職歴によって加算される場合があ
ります。

【採用人数】
平成30年4月1日採用　　3名

【採用スケジュール（予定）】
　7～8月　募集
 　9月　一次試験（教養試験・作文試験等）
　10月　二次試験（面接）

※上記は平成30年度採用試験のスケジュール
となります。最新の採用試験のスケジュー
ル・試験内容については、適宜ホームページ
等でお知らせします。

　職員採用担当
　　　かつらぎ町総務課管理係
　　　0736-22-0300

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています
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（一般事務職）
【勤務時間】
　8時30分～17時15分

【給与】
　（大卒）168,600円
　（高卒）147,100円
　人事評価制度導入

【福利厚生】
　和歌山県市町村職員共済組合加入

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　一般事務職　： 3名
　消防職　　　　： 2名　看護師　：　2名

【採用スケジュール】
7月中旬～8月中旬     募集期間
9月中旬 　　   　　　 　 一次試験（筆記）

10月  　　　　　　　　　　二次試験（小論文・面接）

11月  　　　　　　　　　　結果発表

日本人のみならず世界中から多くの観光客が訪
れるこの世界遺産に登録された高野町に居住
し、町の発展に熱いハートを持った方お待ちして
います！！

　職員採用担当
　　　高野町役場　総務課　人事係
　　　0736-56-3000（代表）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

市町村基本データ 待遇

【面積】20.79㎢
【人口】12,205人(男5,707人/女6,498人)
【世帯数】4,760世帯
コンパクトながら、資源豊かなまちです。

(一般行政職・専門職)
【勤務時間】
　８時３０分～１７時１５分　(土日祝休み)
【給与】
　（大卒）　１７９,２００円、
　（高卒）　１４７,１００円
　※　職歴等による加算あり
【福利厚生】
　和歌山県市町村共済組合加入
　通勤・住居・扶養手当等、要件に応じて
　手当支給
　昇給年１回

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般行政職　： ６名
　　専門職　：７名
【採用スケジュール】
　　８月　募集期間
　　９月　一次試験（筆記・作文）
　１２月　二次試験（面接）
　　１月　結果発表
　　２月　合格者説明会

※スケジュール等変更する場合があります。
　 詳細はホームページの募集要項にて
　 ご確認ください。

　職員採用担当
　　　湯浅町総務広報課総務係
　　　０７３７-６３-２５２５（代表）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

　http://www.town.yuasa.wakayama.jp

　https://www.town.koya.wakayama.jp

湯浅町 少さくてコミュニケーションのとりやすい職場です。
課題はあがら(みんな)で解決していこう！

醤油、みかん、しらす、町並み等、豊かな資源を活かした地域活性を目指して
います。安心・安全なくらしの充実と、発信力の強化に取り組んでいます。

高野町 子育て、人育ての環境をつくり、すべての世代が
生き生きと暮らせる町を一緒に創っていきましょう。

日本仏教における聖地「高野山」を有する高野町は宗教と環境と
道徳の町をコンセプトにまちづくりを進めています！！

市町村基本データ 待遇

【面積】137.03㎢
【人口】3,052人（男1,466人/女1,586人）
【世帯数】1,656世帯
2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界
遺産に登録されました。

採用試験について（Ｈ２９実績）



-   10   -

市町村基本データ 待遇

【面積】351.84㎢
【人口】26,690人（男12,537人/女14,153人）
【世帯数】10,562世帯
「暮らして楽しいまちを作ろう」と、住民と一丸と
なって取り組んでいます。

（一般事務職）
【勤務時間】８：３０～１７：１５
　　　　　　　 （配属先により異なります)
【休日】　土・日曜日・祝日・年末年始
【給与】　大学卒　179,200円
　　　　　 短大卒　159,800円
【福利厚生】　昇給年１回
職員互助会では、各種慶弔金の増供や町
内の公営宿泊施設・温泉施設の利用助
成、また、共済組合により、いろいろな福利
厚生事業が行われています。

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
一般事務職　： 6名、保育士 ： 2名
保健師 ： 1名、消防職 ： 4名

【採用スケジュール】
5月中旬～5月下旬　　第１次試験（個人面接）
6月　　　　　　　　第１次試験（総合検査SPI3）
7月　　　　　　　　第２次試験（個人面接）
8月　　　　　　　　第３次試験（個人面接）
（消防職・高校新卒の採用試験は８月から始まります）

公務員試験対策不要！総合検査「SPI」を実
施し、人物重視の採用試験としています。

　職員採用担当
　　　有田川町総務課人事秘書班
　　　0737-52-2111

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

　http://www.town.aridagawa.lg.jp

有田川町では、「アイデアをかたちにする職員」、「自ら考え行動できる職員」、

「チームプレーができる職員」を求めています。　役場の仕事は地域最大の
サービス業です。

広川町 広川町のまちづくりのために頑張ってやる、どんな仕事にも
チャレンジしてやる、そんなやる気のあるみなさんをお待ちしています。

稲むらの火で有名な濱口梧陵生誕の地。
防災関連のソフト・ハード事業等が近年多くなってきています。
災害時等、緊急を要する事態において早急に対応するため、原則として採用後、広川町内
へ居住もしくは緊急時30分以内に庁舎へ参集できる方を受験資格としています。

市町村基本データ 待遇

【面積】65.33㎢
【人口】7,129人（男3,375人/女3,754人）
【世帯数】2,818世帯

採用試験について（Ｈ２９実績）

　http://www.town.hirogawa.wakayama.jp

有田川町 求ム　有田川町のために本気になれる人

（一般行政職）
【勤務時間】
　午前8:30～午後5:15
【給与】
　大学卒179,200円（Ｈ３０．４月現在）
【休暇】
　年次有給休暇２０日（採用初年は１５日）
　その他特別休暇

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般行政職　： ３名

【採用スケジュール】
７月　　　募集開始
８月　　　申込み
９月　　  １次試験（教養試験、適正試験、作文試験）
１０月　　２次試験（管理職との面接試験）
１１月　　３次試験（面接官との面接試験）

※面接試験は個別面接試験、自己アピールを５分

　職員採用担当
　　　広川町総務課庶務班
　　　０７３７-２３-７７３２（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています



-   11   -

【面積】46.19㎢
【人口】7,916人（男3,817人/女4,099人）
【世帯数】3,126世帯
県内でも数少ない人口増加の町です。

（一般行政職）
【勤務時間】
 8時30分～17時15分（土日祝休み）
【給与】
 （大卒）179,200円
 （高卒）147,100円
【福利厚生】
 昇給年１回

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般行政職　： ３名

【採用スケジュール】
８月初旬～中旬　　　申込書受付期間
９月　　　　　　　　　　一次試験（筆記・小論文）
１０月　　　　　　　　　二次試験（面接）
１１月　　　　　　　　　合否発表

※筆記試験の項目等の詳細はＨＰの募集要項に
てご確認ください。

　職員採用担当
　　　日高町総務政策課
　　　０７３８-６３-２０５１（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

　http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp

美浜町
美浜町は、近畿最大の松林と砂浜が続く風光明媚な煙樹ヶ浜や高台津波避難場
所等を整備し、津波による犠牲者ゼロを目指しています。

市町村基本データ 待遇

（一般事務職）
【勤務時間】
　午前８時３０分～午後５時１５分
【給与】
　（大学卒）１７９，２００円
　（短大卒）１５９，８００円
　（高校卒）１４７，１００円

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
事務職　： ３名
保健師　： １名

【採用スケジュール】
　７月末～８月中旬　募集期間
　９月　　　　　　　　　 一次試験
　　（一般教養・事務適性検査・作文・適性検査）
１０月　　　　　　　　　 二次試験（面接）
１１月初旬　　　　　　 結果発表

　職員採用担当
　　　美浜町役場　総務政策課
　　　０７３８－２３－４９０１（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

【面積】12.77㎢
【人口】7,310人（男3,390人/女3,920人）
【世帯数】3,155世帯

採用試験について（Ｈ２９実績）

　http://www.town.mihama.wakayama.jp

日高町 町民のより良い生活のために働こう！

天然のクエで有名な日高町。
美しい海岸線と緑の山々に囲まれた優れた自然環境・景観との共生を基本に、子
育て支援の充実、住環境の整備などを積極的に推進し、定住の地として選ばれる
まちづくりを進めています。

市町村基本データ 待遇



人口減少、少子高齢化が進む印南町では、地域を思い、地域を学ぶ人材を求めています。
主な施策としては、多発する災害に備え、防災対策が重点課題の一つとなっています。
みなさんのやる気・情熱を印南町で発揮しませんか！
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市町村基本データ 待遇

【面積】113.62㎢
【人口】8,347人（男3,940人/女4,407人）
【世帯数】3,269世帯
ランドマークとして「かえる橋」が有名です。

（一般行政職・土木技術職・保健師）
【勤務時間】
　８：００～１７：１５

【給与】
　（大   卒）１７９，２００円
　（短大卒）１５９，８００円
　（高　 卒）１４７，１００円

【福利厚生】
　財形貯蓄制度
　昇給年１回

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般行政職　： ３名

【採用スケジュール】
８月　　　募集期間
９月　　　一次試験（筆記・作文）
１０月　　結果発表
１０月　　二次試験（作文・面接）
１１月　　結果発表

　職員採用担当
　　　印南町役場総務課行政係
　　　0738-42-0120（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

　https://www.town.wakayama-inami.lg.jp

採用試験について（Ｈ２９実績）

　http://www.town.yura.wakayama.jp/

印南町 やる気・情熱が評価される職場です！
住民目線でともに頑張りませんか！

白い岬と紺碧の海、自然あふれる町で働いて
ませんか？

（　一般事務職・専門職）
【勤務時間】
　午前８時３０分～午後５時１５分
　（土日祝休み）

【給与】
　(大　 卒）１７９，２００円
　（短大卒）１５９，８００円
  （高校卒）１４７，１００円

【福利厚生】
　昇給年１回

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　保健師　： １名

【採用スケジュール】
　７月～８月　　　募集期間
　９月　　　　　　　一次試験（筆記、集団討論）
１０月　　　　　　　二次試験（面接）
１１月　　　　　　　結果発表
　３月　　　　　　　合格者懇談会

　職員採用担当
　　　由良町総務政策課
　　　０７３８-６５-１８０１（直通）

由良町

「いつまでも住み続けたいと思えるまちづくり」をテーマに取り組んでいます！！

市町村基本データ 待遇

【面積】30.94㎢
【人口】5,824人（男2,862人/女2,962人）
【世帯数】2,719世帯

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

地域キャラ

or
ご当地きい
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市町村基本データ 待遇

【面積】331.59㎢
【人口】9,776人（男4,628人/女5,148人）
【世帯数】3,650世帯
和歌山県のほぼ中央部にある緑豊かな町です。

（一般行政職等）
【勤務時間】
　8:30～17:15(土日祝休み)

【給与】
　(大卒)179,200円
　(高卒)147,100円

【福利厚生】
　昇給年１回

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
事務職　：１名
保育士　：２名

【採用スケジュール】
　７月～８月　　　募集期間
　９月　　　　　　　一次試験（筆記・小論文）
１０月　　　　　　　二次試験（面接）
１１月　　　　　　　結果発表
　４月　　　　　　　採用

※筆記試験の項目等の詳細はＨＰの募集要
項にてご確認ください。

　職員採用担当
　　　日高川町総務課
　　　０７３８-２２-１７００（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

　http://www.town.hidakagawa.lg.jp

２００５年に町村合併をして誕生した日高川町。
少子高齢化が進む本町ですが、人口維持、高齢者支援、防災対策など意欲的に
取り組んでいます。
力を合わせ、元気創造空間を目指して一緒に働きましょう！

みなべ町 海・山・川の恵み豊かな町で働きませんか

世界農業遺産に認定された自然と共に梅栽培に勤しむ町。町の「うめ課」では、国
内外に梅の効能を発信し、消費拡大に努めています。防災対策にも積極的に取り
組み、自助共助公助のバランスが取れた町づくりを進めています。（キャラクター
名　プララ）

市町村基本データ 待遇

【面積】120.55㎢
【人口】12,742人（男6,062人/女6,680人）
【世帯数】4,421世帯
南高梅のふるさと。梅の生産量　日本一の町

採用試験について（Ｈ２９実績）

　http://www.town.minabe.lg.jp

日高川町 町の活性化に向け一緒に働きませんか？
情熱あふれる若手を待っています。

（一般行政職）
【勤務時間】
　8：30～17：15

【給与】
　（大卒）179,200円
　（高卒）147,100円

【福利厚生】
　昇給年1回　人事院勧告に順守

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般職　： ３名
　　保育士　： ２名

【採用スケジュール】
７月中　　　　　募集期間
９月　　　　　　　一次試験（筆記）
１０月　　　　　　二次試験（面接・作文）
１０月下旬　　　結果発表

筆記試験は教養試験と事務適性検査、職場
適応性検査です。

　職員採用担当
　　　みなべ町総務課　職員採用担当
　　　０７３９-７２-２０５１（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています
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市町村基本データ 待遇

【面積】57.37㎢
【人口】15,579人（男7,433人/女8,146人）
【世帯数】7,120世帯
上富田町では５０年間人口が増え続けてい
る町です。

（一般行政職）
【勤務時間】８:３０～１７:１５（土日祝休み）

【給与】（大卒）179,200円　（高卒）147,100円
【福利厚生】財形貯蓄制度、昇給年１回

（専門職）
【勤務時間】８:３０～１７:１５（土日祝休み）

【給与】（大卒）179,200円　（高卒）147,100円
【福利厚生】財形貯蓄制度、昇給年１回

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般行政職　： ８名　　保育士　： ２名
　　社会福祉士　： １名

【採用スケジュール】
７月～８月　　　募集期間
９月　　　　　　　一次試験（筆記）
１０月　　　　　　二次試験（面接・作文）
１１月　　　　　　結果発表

　職員採用担当
　　　上富田町総務政策課行政グループ
　　　０７３９-３４-２３７０（直通）

最新の職員採用情報はホームページに
も掲載しています

　https://www.town.kamitonda.lg.jp/

上富田町は、ラグビーワールドカップ２０１９のキャンプ地に選ばれた町であり、スポーツ観
光に力を入れています。「町の発展のために尽力したい」という強い意志と高い志を持って
いる方はぜひ一緒に働きましょう。
町職員に必要不可欠な柔軟な発想や行動力を持っている人、住民や職員と力を合わせて
粘り強く仕事をやり遂げることができる誠実さ・責任感を持っている人を望みます。

白浜町 南国白浜の美しい風景を見ながら、
心身ともにリラックスして仕事に取り組めます。

世界に誇れる観光リゾート白浜町へ。
「輝きとやすらぎと交流のまち白浜」を町の将来像に掲げ、住んで
よし、訪れてよしのまちづくりを推進しています。

市町村基本データ 待遇

【面積】200.98㎢
【人口】21,731人（男10,220人/女11,511人）
【世帯数】11,182世帯
温泉が有名で、日本有数の観光リゾート地として
オンリーワンの魅力をたくさん持っています。

採用試験について（Ｈ２９実績）

　http://www.town.shirahama.wakayama.jp

上富田町 スポーツ観光に取り組み「チームかみとんだ」の一員となって
あなたの力を発揮しませんか。

（一般行政職）
【勤務時間】８時30分～５時15分（土日祝休

み）

【給与】
　（大学卒）　179,200円
　（短大卒）  156,800円
　（高校卒）  147,100円

※採用時の給与月額（H30.4.1現在）はおおむね上記
のとおりで、経歴その他に応じて一定の額が加算さ
れます。このほか、勤務条件及び手当等は、白浜町
職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び白浜町
職員の給与等に関する条例等の規定によります。

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
事務職 4名  消防職 2名  保育職 1名
福祉職 1名  事務職（身体障がい者対象） 1名

【採用スケジュール（予定）】
　８月　　　募集
　９月　　　一次試験（教養試験・適性検査）
１０月　　　二次試験（作文、面接、体力検
　　　　　　　　　　　　　 査（消防職））
１１月　　　結果発表

※試験内容等につきましてはＨＰの募集要
項にてご確認ください。

　職員採用担当
　　　白浜町総務課人事係
　　　０７３９-４３-６５８３（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています
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市町村基本データ 待遇

【面積】183.31㎢
【人口】15,412人（男7,167人/女8,245人）
【世帯数】7,883世帯
紀伊半島の南東端に位置し、気候温暖にして風光明媚、雄
大な自然に恵まれ暖かさ、豊かさ、厚い人情が溢れる町で
す。

採用試験について（Ｈ２９実績）

（一般行政職、保育士職、消防職）
【勤務時間】
 ８時３０分～１７時１５分
 （土日祝休み）
【給与】
 （大卒）179,200円
 （高卒）147,100円
【福利厚生】
 昇給年１回
 健康診断年１回

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般行政職　：１名
　　保育士職　　 ：１名
　　消防職         ：３名

【採用スケジュール】
  ７月下旬　　　募集広告
  ８月　　　　　　申込み受付
  ９月中旬　　　一次試験
１１月初旬　　　二次試験
１１月中旬　　　合格発表

※詳細はＨＰの募集要項にてご確認ください。

　職員採用担当
　　　那智勝浦町総務課総務係
　　　０７３５－５２－４８１１（直通）

職員採用情報はホームページに掲載して
います

　https://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/

すさみ町 ～　あなたの元気、あなたのやる気をすさみ町に　～

職員全員が一致団結し、お互いに協力しながら仕事に取り組んでいます。
町民の皆さんもたいへん温かく、働きやすい環境の中、やりがいのある職場で
す。
ぜひ、一緒に働きましょう！

市町村基本データ 待遇

「那智勝浦町に住んでよかった。住み続けたい。住んでみたい。そして那智勝浦
町に行って良かった。また行ってみたい。」そう言われるようなまちづくりを目指し
ます。住民の方の笑顔、自然豊かな那智勝浦町をもっと良くしたいと思う皆さん、
共に頑張りましょう

【面積】174.45㎢
【人口】4,124人（男1,985人/女2,139人）
【世帯数】2,192世帯
イノブタ、ケンケンかつおが有名です

採用試験について（Ｈ２９実績）

　http://www.town.susami.lg.jp/

那智勝浦町 那智勝浦町を盛り上げる一人となって頑張りましょう

（事務職）
　【勤務時間】
　　午前８時30分～午後５時15分
　　（土・日・祝日、年末年始は休み）
　【給与】（新卒採用された場合）
　　（大学卒）　179,200円
　　（短大卒）　159,800円
　　（高校卒）　147,100円
　【福利厚生】
　　共済組合（保険、健保、年金）加入
　　各種休暇制度あり（国に準拠）
　　各種手当制度あり（条件による）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
事務職　：　７名　　　　保健師　：　１名
保育士　：　２名

【採用スケジュール】
７月下旬～８月中旬　　募集期間
９月中旬　　　　　　　　１次試験（筆記）
１０月中旬　　　　　　　２次試験（論文・面接）
１１月上旬　　　　　　　最終合否通知

　職員採用担当
　　　すさみ町総務課人事係
　　　０７３９-５５-４８０２（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています
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市町村基本データ 待遇

【面積】294.23㎢
【人口】2,784人（男1,277人/女1,507人）
【世帯数】1,484世帯
（平成30年4月1日現在）

（一般行政職）
【勤務時間】
　8時30分～17時15分
　（土日祝休み）
【給与】
　（大卒）179,200円
　（高卒）147,100円

【福利厚生】
　昇給年1回

採用試験について（Ｈ２８実績）

【採用人数】（Ｈ２９．４採用）
　　一般行政職　： 　３名

【採用スケジュール】
７月～８月　　　募集期間
９月　　　　　　　一次試験（筆記）
１０月　　　　　　二次試験（作文、面接）
１０月　　　　　　結果発表
１１月　　　　　　合格者面談

　職員採用担当
　　　古座川町総務課採用係
　　　0735-72-0180（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています

　http://www.town.kozagawa.wakayama.jp

古座川町が求める人材
　１．人と正面から向き合い、自ら関わっていける人
　２．チャレンジ精神を持ち、自ら考え、行動できる人
　３．協調性を持ち、チームで仕事に取り組める人

太地町
太陽と黒潮とくじらの町　４００年の捕鯨の歴史伝統等を有する古式捕鯨発祥の
地

市町村基本データ 待遇

【面積】5.81㎢
【人口】3,172人（男1,434人/女1,738人）
【世帯数】1,625世帯

採用試験について（Ｈ２９実績）

　http://www.town.taiji.wakayama.jp

古座川町

（一般行政職）
【勤務時間】
  午前８時３０分～午後５時１５分

【給与】
 （高卒）　１４７，１００円
 （大卒）　１７９，２００円

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般行政職　： ７名

【採用スケジュール】
　８月～８月末　　募集期間
１０月　　　　　　　　一次試験（筆記）
１１月　　　　　　　　二次試験（面接・作文）
１１月　　　　　　　　結果発表

　職員採用担当
　　　太地町総務課
　　　０７３５-５９-２３３５（代表）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情
報はホームページにも掲載しています
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市町村基本データ 待遇

【面積】135.67㎢
【人口】16,558人（男7,771人/女8,787人）
【世帯数】7,797世帯
世界最北限のサンゴ群落、世界遺産熊野古道大辺路、クロ
マグロ完全養殖成功の海、日本トルコ友好発祥の地、南紀ジ
オパーク橋杭岩、潮岬など資源がいっぱいのまちです。

（一般事務職、土木技術職）
【勤務時間】８：３０～１７：１５（土日祝休み）
【給与】　大卒：179,200円、短大卒：159,800円
　　　　　 高卒：147,100円

（消防職）
【勤務時間】3交代勤務
【給与】　大卒：179,200円、短大卒：159,800円
　　　　　 高卒：147,100円

（保育士・幼稚園教諭）
【勤務時間】※早出、遅出あり
　　　　　　　　8:00～17:00（月～金）/8:30～12:00（土）
【給与】　大卒：179,200円、短大卒：159,800円

採用試験について（Ｈ２９実績）

【採用人数】（Ｈ３０．４採用）
　　一般事務職　： ５名、　消防職　：２名
　　保育士・幼稚園教諭：３名

【採用スケジュール】
一般事務、土木技術、消防職
　　７月～８月　　募集
　　９月　　　　　　一次試験（筆記）
　　１０月　　　　　二次試験（論述、面接）
保育士・幼稚園教諭
　　４月～６月　　募集
　　７月　　　　　　一次試験（筆記）
　　８月　　　　　　二次試験（論述、面接）

　職員採用担当
　　　串本町総務課人事担当
　　　０７３５-６２-０５５５（直通）

採用実績等の詳細や最新の職員採用情報
はホームページにも掲載しています

　http://www.town.kushimoto.wakayama.jp

（一般行政職)
【勤務時間】
　８時３０分～１７時１５分
　（土日祝休み）

【給与】
　大卒　１７９，２００円
　高卒　１４７，１００円

　職員採用担当
　　　北山村役場総務課
　　　０７３５-４９-２３３１（直通）

最新の職員採用情報はホームページに
掲載予定です。

串本町は本州最南端の町です！
今串本には観光、産業面で新しい風が吹いています。
これからのまちづくりを一緒にしませんか？

北山村 全国唯一の飛び地の村　北山村
みなさんも一緒に働きませんか？

人口わずか445人。そんな村で働くチャンスここにあり！
北山村では、人口が少ないことを逆手にとった、子育て支援政策等に力を入れて
います。
自分の仕事が住民の皆さんの生活に直結するやりがいのある職場です。

市町村基本データ 待遇

【面積】48.20㎢
【人口】445人（男198人/女247人）
【世帯数】267世帯
全国唯一の飛び地の村です。

採用試験について（Ｈ２８実績）

【採用人数】（Ｈ２９．４採用）
　　事務職　： 　２名
※Ｈ２９年度（Ｈ３０．４採用）は実績なしですが、
　 来年度以降募集予定です。

【採用スケジュール予定】（Ｈ２９．４採用）
１０月　　申込受付
１１月　　一次試験（筆記試験　等）
１２月　　二次試験（面接・作文）

※スケジュールは変更の可能性があります。
　 最新の情報はＨＰでご確認ください。

　https://www.vill.kitayama.wakayama.jp/

串本町


