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平成３０年度採用 花巻商工会議所職員募集案内 
 

平成３０年(２０１８年)４月採用の職員採用試験を次の通り実施します。 

 

１.募集職種及び採用人員 

事務系総合職 １名（適任者がいない場合は採用を見送る場合もあります。） 

 

２. 応募資格 

(1) 概ね３０歳までの大学卒業者 

(2) 普通自動車免許取得者（ＡＴ限定可） 

(3) 日商簿記３級（採用までに取得可）を有する者 

(4) ただし、次の各号の一つに該当する者は受験できません。 

①日本国籍を有しない者 

②成年被後見人又は被補佐人 

③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

での者 

④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者 

 

３. 採用試験内容 

(1) １次試験／作文・面接 

    ・日 時 平成３０年１月２５日（木） 受付 午前 ９時 

〔試験〕①作文 午前 ９時２０分～１０時２０分 

                      ②面接 午前１０時３０分開始 

・場 所 花巻商工会議所 本所 地下２階ホール（花巻市花城町 10番 27号） 

    ・携行品 受験票、筆記用具 

※１次試験会場（花巻商工会議所）への車での来場はご遠慮ください。 

※試験結果は、１次試験後７日以内に本人に通知します。 

(2) ２次試験（１次選考合格者）／面接 

    ・日 時 平成３０年２月上旬 

   ※詳細については、１次試験当日お知らせします。 

 

４. 提出書類及び応募方法 

(1) 受付期間 

平成２９年１２月２５日（月）～平成３０年１月２２日（月） 

 (2) 提出書類 

①受験申込書（当所指定；当所ホームページより入手してください。） 

②履歴書=自筆=（当所指定；当所ホームページより入手してください。） 

③写真（縦 4.0cm×横 3cm）３枚（最近３ヵ月以内に撮影した、上半身、脱帽、正面向き） 

２枚は受験申込書と履歴書に貼付し、他１枚は受験票に貼付しますので裏面に記名の上

同封してください。写真が無い場合は、受付できません。 
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④返信用封筒（受験票の返送用です。郵便番号、住所、氏名を明記し８２円切手を貼付して

ください。）返信用封筒は、定形封筒（縦 23.5cm・横 12cm 以内）で官製はがきが

折らずに入るサイズとします。 

※ホームページより関係書類がダウンロードできない者について、受験申込用紙等の交付を下記

により行います。 

受験申込用紙等は指定様式になりますので、花巻商工会議所総務課で交付します。 

申込関係書類の郵送を希望する場合は、表に｢職員採用試験受験申込書請求｣と朱書し、宛先・

郵便番号を明記した１２０円切手を貼り付けたＡ４サイズ(30cm×21cm)の用紙が入る返信用封

筒を同封のうえ、花巻商工会議所総務課に請求してください。 

〔問合せ先〕花巻商工会議所 総務課（職員採用係） 

〒025-0075 岩手県花巻市花城町 10番 27号  電話 0198-23-3381 

 (3) 申込方法 

  郵送及び持参とし、メールでの受験申込は不可とします。 

①郵送の場合 

封筒の表に「職員採用試験受験申込」と朱書きし（１月２２日消印有効）送付してくだ

さい。 

 

 

②持参の場合 

花巻商工会議所総務課あて１月２２日（月）午後５時迄に必要書類を届けてください。 

受付時間は、月曜日から金曜日（土･日･祝日を除く）午前８時３０分から午後５時まで。 

 

※受験申込等に記入された個人情報は、花巻商工会議所職員採用試験のために用いそれ以外

の目的には利用しません。 
 

５.合格から採用まで 

最終合格者には、就職の意志等を確認するため確認書を送付します。指定期日までに必要事

項を記入し提出してください。 

ただし、採用されるまでの期間に当職員としてふさわしくない行動があった場合は、採用を

取り消すことがあります。 
 

６.待 遇 等 

 (1) 採用月日 平成３０年４月１日 

 (2) 身  分 職員（但し、６ヵ月間は試用職員とする。特殊な技能、経験を有する者には 

試用期間を設けないことがある。） 

 (3) 勤 務 地 本所・大迫支所・石鳥谷支所・東和支所のいずれか 

(4) 勤務時間 午前８時３０分～午後５時 

(5) 福利厚生等 社会保険、労働保険、退職金制度など 

(6) 休日休暇 日曜、祝日、年末年始、お盆、有給休暇、育児休業、介護休業など 

※1）土曜は、本所において４週に１回午後０時３０分まで、支所においては休日。 

※2）各種祭典・各種検定などによる休日出勤有（年間５日～１０日程度） 

(7) 昇  給 年１回（人事考課制度有） 

(8) 給  与 月額基本給 160,200 円～年齢や経験等に応じた額（各種手当て有） 

(9) 賞  与 年２回（人事考課制度有） 

(10) 教育研修 新人研修をはじめとする階層別研修、目的別研修など 

(11) そ の 他 勤務条件等は花巻商工会議所の関係規則等による 

本所及び各支所に、職員用の無料駐車場有 

〔宛先〕花巻商工会議所 総務課（職員採用係） 

〒025-0075 岩手県花巻市花城町 10番 27号 

電話 0198-23-3381 
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７．問い合せ先 

花巻商工会議所 総務課（職員採用係） 

〒025-0075 岩手県花巻市花城町１０番２７号 

TEL／0198-23-3381   FAX／0198-22-3131 

 

 

 

 

≪参考；商工会議所の業務内容≫ 

  花巻商工会議所は、「商工会議所法」によって運営されている特別認可法人です。 

「市の区域」を活動基盤とし、その地区内における商工業の総合的な改善発展を図るとともに

社会一般の福祉の増進に資するために活動している、日本で最も歴史と実績のある「地域総合

経済団体」です。当花巻商工会議所は、創立７０周年を迎え企業を育て地域を伸ばす事業を行

い続けます。 

  花巻商工会議所は、約２,１００件の会員企業で構成され、会員企業の支援を始め、市内商

工業の振興や地域の活性化に役立つ諸事業に取り組んでいます。 

  主な活動内容は次の通りです。 

＊商工会議所として会員の意見を集約し、国会・行政庁等に対する提言、提案 

＊行政庁等の諮問に対する答申 

＊企業経営改善相談（法律、金融、税務、貿易、労働等）、経営革新、創業・開業への支援 

＊地域商工業振興・商店街活動への支援 

＊商工業に関する調査研究、情報・資料の収集及び刊行 

＊輸出品の原産地証明、商事関係各種証明等 

＊講演会、講習会の開催 

＊珠算、簿記、リテールマーケティング（販売士）、パソコンなど各種検定 

＊物産展・博覧会への参画及び開催・斡旋 

＊花巻まつり、イーハトーブフォーラム等地域イベントの企画など地域観光振興活動 

＊会員企業の福祉の増進や健康経営に資する事業 

＊行政庁から委託を受けた事業 

上記に掲げるものの他、当商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行っています。 

 



平成３０年度 

花巻商工会議所職員採用試験受験申込書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪記入上の注意≫ 

① 太枠内のみ記入すること 

② 連絡先欄には現住所以外に合否連絡先を希望する場合のみ記入すること 

③ 写真を貼付すること 

ふりがな  性 別  

氏  名  男・女  

生年月日 昭和・平成   年   月   日（満  歳） 

ふりがな  

現 住 所 

〒 

 

 

電話番号  

ふりがな  

連 絡 先 

〒 

 

 

電話番号  

 

 

写 真 

 

縦4cm×横3cm 

裏面に氏名記入 

受験番号  

 



 フリガナ

〒

 自宅電話  携帯電話

Ｅ-mail

 フリガナ

〒

　　　　　　　　　方

 自宅電話  携帯電話

年 月

 氏　　名

性　　別

男　　　・　　　女

 生年月日
　　  昭和・平成　　　年　　　月　　　日生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　（満　　　歳）

 現住所

学歴・職歴（各別にまとめて書く）

　　　平成 　 　年　　月　　日現在　　履　歴　書　①

（　　　　　）　　　　－ －　　　　　－

 連絡先
（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

　　 写　真

 1.縦40mm×横30mm
 2.単身胸から上
 3.裏面にのりづけ
 4.裏面に氏名記入

 フリガナ

（　　　　　）　　　　－ －　　　　　－

印 



（履歴書②）

年 月

配偶者 配偶者の扶養義務

有　・　無 有 ・ 無

フリガナ

免　許　・　資　格

扶養家族数（配偶者を除く）

 趣  味  健康状態

 志望の動機 通勤時間

　　約　　　時間　　　　分

　　　　　人

本人希望記入欄 （特に給料・勤務地・その他についての希望などがあれば記入）

 長 所  短 所

 　保護者（本人が未成年者の場合のみ記入）

 電　　話（　　　　）　　　－

 携帯電話（　　　　）　　　－
氏　名

住　所
〒


