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１．試験職種及び採用予定人員 

 

試験職種 採用予定人員 求める人材 

事務職 １名 
  南アルプス市観光の振興、その他の観光に関する業務に強い

関心を有し、熱意をもって取組む即戦力となる方 

 

２．職務内容 

① 市観光協会の事務局の運営 

② 観光振興事業の企画・立案・実施 

③ 観光誘客のための広報戦略（SNS、WEB宣伝等含む） 

④ 関係機関、各種団体との連携・連絡・調整 

⑤ 電話、案内所窓口対応 

⑥ 施設（市施設等の管理受託）の維持管理 

⑦ その他、市観光協会の目的達成に必要な事業など 

第１次試験日時 令和５年１月２９日（日）午前９時３０分～ 

    
受 付 期 間 令和４年１２月１２日（月）～ 

令和５年 １月１１日（水） 

試 験 会 場 山梨県南アルプス市飯野 2971 桃源文化会館 
 

これは、令和５年度に採用する(一社)南アルプス市観光協会職員の採用試験



 

３．受験資格 

（1）学力・資格要件等 

①大学等（短期大学を除く）を卒業又は大学院の課程等を終了した日のうち、最も古い日から

起算して 12年を経過したもの 

②大学等を卒業後、観光に係わる業務を行う民間企業等に正社員として従事した勤務経験が、

2023年（令和 5年）3月 31日現在で通算 12年以上となるものであって、これらの実務経験

を活用することが出来るもの ※国内旅行業務取扱管理者◇あれば尚可 

  ③普通自動車運転免許（AT限定可）を有するもの 

④パソコン（ワード、エクセル等）の操作が可能なもの 

⑤次のアからオまでに該当しないもの 

 ア 日本の国籍を有しないもの 

イ 成年被後見人又は被保佐人 

ウ 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

くなるまでのもの 

エ 懲戒免職またはそれに相当する処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない 

  もの 

オ 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もの 

（2）住所要件 

   令和 5年 4月１日現在、山梨県内に住所（住民登録）を有する者又は採用時までに山梨県内に

居住（住民登録）が可能なもの 

 

４．受付期間 

(1) 受付期間  令和 4年 12月 12日(月)から令和 5年 1月 11日（水）まで  

(2) 受付時間  午前 9時から午後 5時まで 

 ※郵送で申し込む場合は令和 5年１月 10日（火）までの消印があるものに限り受付けます。       

 

５．試験日時及び場所 

区 分 日    時 場    所 

第１次試験 

（書類選考通過者） 

令和 5年 1月 29日（日） 

受付開始時間 午前９時 

試験開始時間 午前１０時３０分 

桃源文化会館 
南アルプス市飯野 2971 

電話 055-284-3411 

第２次試験 
令和 5年 2月 11日（土） 

受付開始時間 午前１０時 

試験開始時間 午前１０時３０分 

桃源文化会館 
南アルプス市飯野 2971 

電話 055-284-3411 

 

６．試験の方法 

 (1)第１次試験 



 

(2)第２次試験（第１次試験合格者のみ対象） 

試験科目 時  間 内     容 

個別面接試験 ２０分程度 人柄、性格、態度、意欲等についての試験 

 

７．申込方法 

持参又は郵送による申込及び受験票の交付とし、インターネットによる申込及び受験票の交付

はいたしません。 

 

 (1) 申込書の請求 

申込書は、（一社）南アルプス市観光協会ホームページよりダウンロードするか、同観光協

会窓口（南アルプス市在家塚 595-1番地 道の駅しらね内）に請求してください。 

郵送による申込書の請求の場合は、120円分の切手を貼った返信用封筒（Ａ４判）を同封の

上、「（一社）南アルプス市観光協会」宛に送付してください。 

 

 (2) 受験申込 

ア 申込書（申込前 3箇月以内に撮影した写真【タテ 4cm、ヨコ 3cm、上半身、脱帽、正面向

き】）及び職務経歴書(様式の規定なし)に必要事項を記載し、市観光協会へ持参又は郵送

してください。 

イ 郵送の場合は、封筒の表に「職員採用試験受験」と朱書きし、書留郵便で送付してくだ

さい。 

ウ 後日、受験票を申込書に記載されている連絡先に郵送します。 

  

(3)受験案内等 

ア 受験票は、書類選考後、令和 5年 1月 18日(水)までに到着するように郵送します。それま

試験科目 時 間 概   要  

知的能力試験 ６０分 

考える力を診断します 

（文章理解力・問題解決力・データ分析力・関係把握

力・論理展開度・数的思考度等） 

態度能力試験 ２０分 
パーソナリティ特性である「態度能力」(対人関係処

理能力+意欲)を診断します 



でに案内が到着しない場合は、必ずお問い合わせください。 

   ※ 試験申込書の記載事項に不備がある場合は、提出書類をお返しすることがあります。 

     このために生じた申し込みの遅延等については一切責任を負いませんので、手続きには

十分注意してください。 

 

８．合格者の発表 

 (1) 第 1次試験合格者の発表 

第 1次試験の合否は、申込書記載の現住所あてに郵送及び E-mailで通知します。なお、第

1次試験合格者には合格通知と第２次試験案内を併せて通知します。(電話での問い合わせは、

受け付けません。） 

第１次試験の発表期日は、令和 5年 2月 3日（金）を予定しています。 

 

 (2) 第２次試験合格者の発表 

第２次試験の合否は、申込書記載の現住所あてに郵送及び E-mailで通知します。 

通知は、令和 5年 2月 20日(月)を予定しています。 

 

 (3) 採用試験結果の開示 

採用試験の得点については、次表の該当者の申請により開示します。なお、電話での開示請

求はできませんので、訪問日のアポイントを取っていただいたうえで受験者本人であることを

明らかにする書類（免許証、身分証明書等）を持参し、受験者本人が直接開示場所においでく

ださい。 

※いかなる代理者も認めません。 

 

試験 開示請求できる者 開示期間 開示場所 

第１次試験 不 合 格 者  
合格発表から１箇月間※1 

道の駅しらね内 

南アルプス市観光協会 第２次試験 受 験 者 

※１ 午前 9時 00分から午後 4時 00分まで  

 

９.合格から採用まで 

  第 2次試験通過者には、住民票記載事項証明書、最終学歴証明書、資格に関する証明書、及び

健康診断書を提出していただき、（一社）南アルプス市観光協会代表者（会長）から採用決定通知

を送付いたします。 

なお、採用された職員については、６か月間は試用期間となります。  



１０.注意事項 

(1) 試験当日、受付時間に遅れた者は受験できません。 

(2) 試験当日は、受験票、筆記用具（鉛筆はＨＢ又はＢ）を必ず持参してください。 

(3) 試験中の携帯電話の使用は、認めません。（時計代わりの使用も不可） 

(4) 第１次試験の終了時間は、正午頃を予定しています。  

(5) ゴミは、各自でお持ち帰りください。 

(6) 申込後に受験を辞退する場合は、会場設営の都合上、必ず試験日の２日前までに連絡して

ください。（無断欠席は厳に慎んでください。） 

（7） ご提出いただいた申込書等につきましては、当協会で責任を持って破棄いたします。 

 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症対策として、受験者の皆様が安全に安心して受験できる環境を

整備する観点から、次の対策を実施します。 

 

・試験会場入口で受験者全員の検温を実施します。発熱(平熱より１度以上)がある場合は入場でき

ません。 

・試験会場には、手指消毒用のアルコールを設置します。 

・試験官は検温、マスク着用、手指消毒の実施等、感染症対策を実施して対応します。 

・申込者数の状況や、新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日時、会場が変更される場合が

あります。 

・試験日時、試験会場等の変更がありましたら、受験申込者には、申込書記載の電話にて連絡します。 

 

○受験者の皆様につきましては、感染予防のため、次の点に留意してください。 

 

・マスクの着用をお願いします。なお、本人確認のため、一時的にマスクを外していただく場合があ

ります。 

・試験会場内での咳エチケットの順守、手洗い、手指消毒の励行をお願いします。 

・受験当日は外出前に検温を実施し、発熱が認められた場合や、咳や風邪症状が続いているなど体調

不良の場合には受験を控えてください。ただし、このことを理由とした欠席者向けの再受験は予定

しておりません。 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策について 

 



 

勤務時間・給与等 

 

(1) 勤務時間  

 勤務時間は、原則として午前 8時 30分から午後 5時 15分まで。休憩時間を除き、１日の勤務

時間は 7時間 45分、１週間当たり 38時間 45分です。 

 

(2) 給与等 

 ①給与 

採用時の給与月額は、採用者の経験年数と同程度の経験年数を有する南アルプス市職員採用

試験により採用された職員が受ける俸給月額との均衡を考慮し、採用前に従事した業務内容及

び経験年数等により算定します。 

なお、給料の支給日は、原則として毎月 16日です。 

（参考：令和 4年 4月 1日現在） 

・南アルプス市職員給与条例等の規定に準拠した標準的な俸給月額 

 229,500円～255,000円 

 ②諸手当 

扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、地域手当（俸給月額の 2％） 

期末・勤勉手当(年 4.4月、令和 5年度見込み) 

 

(3) 休日 

・12月 29日から翌年の 1月 3日までの日 

・週休２日ですが、土曜日・日曜日及び祝祭日については、シフト制で休日を定め、あらかじ

め振り替えによる休日を指定します。(休日勤務有り) 

 

(4) 有給休暇等  

年次休暇、夏季休暇、特別休暇（忌引き等）、育児休業 

 

(5) 各種保険 

  健康保険（全国健康保険協会）、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険、退職共済金有 

 

※詳細については、（一社）南アルプス市観光協会職員の採用及び服務規程等を参照してください 


