
 

 

 

 

一般行政 A［22～30歳］ 

 

※採用予定数は欠員の状況等により、変更することがあります。 

※「-」は現時点では令和５年度の採用を予定していないことを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町村名 採用予定数 受験資格 

音更町 ５ 

年齢要件のみ 

※ 令和５年４月１日現在の年齢で２２～３０歳 

（平成４年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた者） 

士幌町 ３ 

上士幌町 １ 

鹿追町 １ 

新得町 ３ 

清水町 ２ 

芽室町 ２ 

中札内村 ２ 

更別村 ２ 

大樹町 ２ 

広尾町 ２ 

幕別町 ３ 

池田町 ２ 

豊頃町 ３ 

本別町 ２ 

足寄町 １ 

陸別町 １ 

浦幌町 ２ 

合計 ３９ 
 

別紙 

（試験区分ごとの受験資格） 



一般技術 土木Ｃ［原則年齢区分なし］ 

 

※採用予定数は欠員の状況等により、変更することがあります。 

※原則年齢区分はありませんが、町村によっては年齢の上限を設けております。 

※資格・免許取得見込又は卒業見込の方は、令和５年３月３１日までに取得・卒業が原則条件になります。 

 また、最終合格後、受験資格に該当しない場合には、合格は取り消しとなる場合があります。 

ご不明な点は各町村にお問い合わせ願います。（試験案内１０ページに連絡先を記載しております。） 

 

町村名 採用予定数 受験資格 

上士幌町 １ 

（１）昭和 62年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）学校教育法による高等学校、短期大学（高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む）、大学で土木

系学科又は土木の職種に関係の深い科目を履修し卒業した者又は卒業見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、上士幌町内に居住できる者 

更別村 １ 

（１）昭和 62年４月２日以降に生まれた者 

（２）学校教育法による高等学校、短期大学（高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む）、大学で土木 

系学科を卒業した者又は卒業見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、更別村内に居住できる者 

豊頃町 １ 

（１）25歳から 35歳の者（令和 5年 4月 1日現在） 

（２）学校教育法による高等学校、短期大学（高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む）、大学で土木

系学科又は土木の職種に関係の深い科目を履修し卒業した者又は卒業見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、豊頃町内に居住できる者 

本別町 １ 

（１）昭和 62年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）学校教育法による高等学校、短期大学（高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む）、大学で土木

系学科を卒業した者又は卒業見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、本別町内に居住できる者 

足寄町 １ 

（１）平成 4年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）学校教育法による高等学校、短期大学（高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む）、大学で土木

系学科を卒業した者又は卒業見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、足寄町内に居住できる者 

陸別町 ２ 

（１）昭和 57年４月２日以降に生まれた者 

（２）学校教育法による高等学校、短期大学（高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む）、大学で土木

系学科を卒業した者又は卒業見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

浦幌町 １ 

（１）昭和 58年４月２日以降に生まれた者 

（２）学校教育法による高等学校、中等教育学校以上で土木系学科を卒業した者又は卒業見込みの者 

若しくは３年以上土木工事の設計積算、施工管理等の業務経験を有する者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、浦幌町内に居住可能の者 

合計 ８ 
 



一般技術 建築Ｃ［原則年齢区分なし］ 

 

※採用予定数は欠員の状況等により、変更することがあります。 

※原則年齢区分はありませんが、町村によっては年齢の上限を設けております。 

※資格・免許取得見込又は卒業見込の方は、令和５年３月３１日までに取得・卒業が原則条件になります。 

 また、最終合格後、受験資格に該当しない場合には、合格は取り消しとなる場合があります。 

ご不明な点は各町村にお問い合わせ願います。（試験案内１０ページに連絡先を記載しております。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町村名 採用予定数 受験資格 

音更町 １ 

（１）昭和 52年 4月 2日以降に生まれた者（令和 5年 4月 1日現在 45歳以下） 

（２）２級以上の建築士の資格を有する者又は取得見込みの者もしくは、学校教育法による高等学校、短期 

大学（高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む。）、大学で２級建築士の受験に必要な指定科目の 

単位を取得し、卒業した者又は卒業見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

中札内村 １ 

（１）学校教育法に基づく高等学校・中等教育学校以上で建築系学科を卒業した者又は卒業見込みの者 

（２）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（３）採用後、原則中札内村内に居住できる者 

大樹町 １ 
（１）昭和 62年４月２日以降に生まれた者 

（２）建築士の資格を有する者又は取得見込みの者 

陸別町 １ 

（１）昭和 57年４月２日以降に生まれた者 

（２）学校教育法による高等学校、短期大学（高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む）、大学で建築 

系学科を卒業した者又は卒業見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

浦幌町 １ 

（１）昭和 58年４月２日以降に生まれた者 

（２）学校教育法による高等学校、中等教育学校以上で建築系学科を卒業した者又は卒業見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、浦幌町内に居住可能の者 

合計 ５ 
 



資格・免許職 保健師 C［原則年齢区分なし］ 

 

※採用予定数は欠員の状況等により、変更することがあります。 

※原則年齢区分はありませんが、町村によっては年齢の上限を設けております。 

※資格・免許取得見込又は卒業見込の方は、令和５年３月３１日までに取得・卒業が原則条件になります。 

 また、最終合格後、受験資格に該当しない場合には、合格は取り消しとなる場合があります。 

ご不明な点は各町村にお問い合わせ願います。（試験案内１０ページに連絡先を記載しております。） 

 

 

 

町村名 採用予定数 受験資格 

音更町 １ 

（１）昭和 62年 4月 2日以降に生まれた者（令和 5年 4月 1日現在 35歳以下） 

（２）保健師の資格を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

清水町 ２ 

（１）昭和 57年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）保健師の資格を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、清水町内に居住できる者 

中札内村 １ 

（１）保健師の資格を有する者又は取得見込みの者 

（２）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（３）採用後、原則中札内村内に居住できる者 

更別村 １ 

（１）昭和 62年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）保健師の資格を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、更別村内に居住できる者 

大樹町 ２ 
（１）昭和 57年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）保健師の資格を有する者又は取得見込みの者 

広尾町 ２ 

（１）昭和 57年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）保健師の資格を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

幕別町 １ 

（１）昭和 57年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）保健師の資格を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

浦幌町 １ 

（１）昭和 62年４月２日以降に生まれた者 

（２）保健師免許を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、浦幌町内に居住可能の者 

合計 １１ 
 



資格・免許職 保育士 C［原則年齢区分なし］ 

 

※採用予定数は欠員の状況等により、変更することがあります。 

※原則年齢区分はありませんが、町村によっては年齢の上限を設けております。 

※資格・免許取得見込又は卒業見込の方は、令和５年３月３１日までに取得・卒業が原則条件になります。 

 また、最終合格後、受験資格に該当しない場合には、合格は取り消しとなる場合があります。 

ご不明な点は各町村にお問い合わせ願います。（試験案内１０ページに連絡先を記載しております。） 

 

 

 

 

町村名 採用予定数 受験資格 

新得町 ２ 

（１）昭和 57年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、新得町内に居住できる者 

清水町 ２ 

（１）昭和 57年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

芽室町 １ 
（１）昭和 57年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）保育士資格を有する者又は取得見込みの者 

中札内村 １ 

（１）保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する者又は取得見込みの者 

（２）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（３）採用後、原則中札内村に居住できる者 

広尾町 ２ 

（１）昭和 57年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

幕別町 ３ 

（１）昭和 57年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

陸別町 ２ 

（１）昭和 57年４月２日以降に生まれた者 

（２）保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

浦幌町 ２ 

（１）昭和 57年４月２日以降に生まれた者 

（２）保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、浦幌町内に居住可能の者 

合計 １５ 
 



資格・免許職 社会福祉士 C［原則年齢区分なし］ 

 

※採用予定数は欠員の状況等により、変更することがあります。 

※原則年齢区分はありませんが、町村によっては年齢の上限を設けております。 

※資格・免許取得見込又は卒業見込の方は、令和５年３月３１日までに取得・卒業が原則条件になります。 

 また、最終合格後、受験資格に該当しない場合には、合格は取り消しとなる場合があります。 

ご不明な点は各町村にお問い合わせ願います。（試験案内１０ページに連絡先を記載しております。） 

 

 

 

町村名 採用予定数 受験資格 

広尾町 １ 

（１）昭和 52年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）社会福祉士の資格を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

足寄町 １ 

（１）平成 4年 4月 2日以降に生まれた者 

（２）社会福祉士の資格を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、足寄町内に居住できる者 

浦幌町 １ 

（１）昭和 62年４月２日以降に生まれた者 

（２）社会福祉士資格を有する者又は取得見込みの者 

（３）普通自動車免許を取得した者又は取得見込みの者 

（４）採用後、浦幌町内に居住可能の者 

合計 ３ 
 


