岩手県内市町村の保健師採用試験情報
令和4年度の採用試験情報等については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
市町村

岩手県

担当課／電話番号

◆保健福祉企画室
管理担当
☎ 019-629-5405

PRポイント

県では、岩手県全体の将
来のため、幅広い仕事で県
民の暮らしを支えています。

インターンシップ
・職場見学

令和3年度 採用試験の概要（採用予定/令和4年4月）
①採用予定人数②採用条件③試験日・内容④募集期間
※募集は終了しています

実施の予定はありま
せん

①7名
②令和3年4月1日における年齢が36歳未満の者（昭和59年4月2日以降に
生まれた者）で、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）の規定
による保健師免許を有する者又は採用までの間に取得する見込みの者
③（一次）令和3年7月4日／教養試験、論文試験（二次）令和3年8月上
旬／適性検査、口述試験
④令和3年6月21日~6月18日

①数人
②平成4年4月2日以降に生まれ保健師の免許を有している者（令和3年度中
に実施される国家試験において免許取得見込みの者を含む）
③（一次）令和3年6月27日／教養試験、専門試験（二次）令和3年7月
下旬／人物試験（個別面接）
④令和3年5月26日~6月14日市HP専用応募フォーム（電子申請）による申
込。

盛岡市

◆職員課人事係
☎ 019-626-7505

本市では人材育成基本方
針に掲げる「挑戦する職
実施の予定はありま
員」「協働する職員」「信頼 せん
される職員」を求めています。

八幡平市

◆総務課
☎ 0195-74-2111

【職場見学】
職場見学は随時受け付けています。日程は要相談。担当課までお問い合わせください。

◆総務課採用担当
☎ 019-656-6558

滝沢市では、誰もが幸福を
実感できるような活力に満
ちた地域の実現をめざして
います。住民の健康を守る
ために活動したいと思ってい
る方、ぜひご応募ください。

滝沢市

実施の予定はありま
せん

①2名
②昭和62年4月2日以降に生まれた人で、保健師の免許を取得している人又は
採用までの間に取得する見込みの人
③令和3年6月13日／教養試験、性格特性検査、個別面接
④令和3年4月28日～5月25日間の土日祝日を除く。郵送の場合5月24日当
日消印有効または25日到着分。

令和4年度の採用試験情報等については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
市町村

担当課／電話番号

PRポイント

雫石町

◆総務課
☎ 019-692-6487

葛巻町

◆政策秘書課
☎ 0195-66-2111

実施の予定はありません

◆総務課行政係
☎ 0195-62-2111
(内:204)

病院勤務経験者も多い職
場です。幅広い年齢層の
採用を積極的に行っていま
す。資格や経験を活かし、
自治体保健師として岩手
町で活躍してみませんか？

岩手町

紫波町

矢巾町

◆総務課職員係
☎ 019-672-6867

◆総務課職員担当
☎ 019-611-2703

令和4年度採用、只今募
集中！

紫波町の健康づくり

時代の変化に適応してチャ
レンジする方をお待ちしてお
ります！

インターンシップ
・職場見学

令和3年度 採用試験の概要（採用予定/令和4年4月）
①採用予定人数②採用条件③試験日・内容④募集期間
※募集は終了しています

実施の予定はありま
せん

①1名
②【会計年度任用職員（産休代替）】
・保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）の規定による保健師免
許を有する人又は採用までの間に取得する見込みの人
・普通自動車運転免許を有する人
③日時未定／書類選考、面接
④令和4年1月13日~令和4年1月31日※ただし、応募が無い場合はその後も
随時受付 お問合せください。

採用試験募集は終
了しましたが、職場見
学は随時受け付けて
います。担当課までお
気軽にお問い合わせ
ください。

①2人
②昭和51年4月2日以降に生まれた者で保健師免許を取得している者
③（一次）令和3年6月20日（日）／教養試験、適性検査、
専門試験、作文試験（二次）令和3年7月28日（水）／口述試験
④令和3年4月26（月）~6月7日（月)郵送の場合は当日消印有効。

要相談。
担当課までお問い合
わせください。

①1人
②昭和63年4月2日以降に生まれた者で、保健師助産師看護師法(昭和23年
法律第203号)の規定による保健師の免許を取得している者
③（一次）書類選考（作文試験）（二次）令和3年7月25日（日）
④令和3年6月23日（水）~7月19日（月）まで（土日祝除く）郵送の場合
7月19日午後5時必着。

実施の予定はありま
せん

①1人
②平成3年4月2日以降に生まれた者で、保健師の資格を有している者（令和4
年3月までに資格取得見込みの者を含む）
③9月試験：（一次）令和3年9月16日から令和3年9月20日まで／SPI試
験（二次）令和3年10月2日／WEB面接（三次）令和3年10月16日／面
接
1月試験：（一次）令和4年1月13日・令和4年1月14日／SPI試験（二
次）令和4年1月22日／面接
④9月試験：令和3年9月3日まで
1月試験：令和4年1月6日まで

令和4年度の採用試験情報等については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
市町村

インターンシップ
・職場見学

令和3年度 採用試験の概要（採用予定/令和4年4月）

担当課／電話番号

PRポイント

◆人事課人事係
☎ 0198-23-3121

「必要なのは創造力と多様
性」あとは、花巻の未来を
思うキモチと花巻が好きな
思い。
市民の健康を守るため共に
働く方を待ってます。

北上市

◆企画部総務課
☎ 0197-72-8227

①【後期日程】1人 【追加日程】1人
②【後期日程】令和3年4月1日における年齢が34歳未満の人（昭和62年4月
2日以降に生まれた人）で、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203
号）の規定による保健師免許を有する者又は採用までの間に取得する見込みの
者。
インターンシップは随
【追加日程】令和3年4月1日における年齢が39歳未満の人（昭和57年4月2
令和3年に北上市の新たな 時受け付けています
日以降に生まれた人）で、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203
保健・子育て支援複合施
が、希望の日程によっ
号）の規定による保健師免許を有する者又は採用までの間に取得する見込みの
設「hoKko」が誕生しました。 ては受け入れできない
者。
新たな環境で保健活動の
ことがあります。また、
③【後期日程】（一次）令和3年9月19日／SPI3（総合適性検査）、作文
さらなる充実を図ります。
問合せは大学経由で
試験（二次）令和3年10月中旬~下旬／人物試験（三次）令和3年10月
お願いします。
下旬~11月上旬／人物試験
【追加日程】（一次）令和4年1月16日／SPI3（総合適性検査）、作文試
験（二次）令和4年2月中旬／人物試験
④【後期日程】令和3年7月26日~令和3年8月27日
【追加募集】令和3年12月10日~令和4年1月4日

遠野市

◆総務課
☎ 0198-62-2111
(内:112）

実施内容は未定です

花巻市

実施の予定はありま
せん

①採用予定人数②採用条件③試験日・内容④募集期間
※募集は終了しています

①1人
②昭和61年4月2日以降に生まれた者で、保健師の資格（令和4年3月31日
までに取得見込みを含む）を有する者
③（一次）令和3年9月19日／教養試験・専門試験・適正検査（二次）令
和3年10月19日／ 集団面接（三次）令和3年11月９日／個別面接
④令和3年8月2日~8月18日

令和4年度の採用試験情報等については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
市町村

担当課／電話番号

PRポイント

インターンシップ
・職場見学

令和3年度 採用試験の概要（採用予定/令和4年4月）
①採用予定人数②採用条件③試験日・内容④募集期間
※募集は終了しています

西和賀町

◆総務課
☎ 0197-82-3281

①3人
②【前期日程】資格免許取得者（令和4年3月31日までの取得見込みを含
む）令和4年4月1日現在で35歳未満の人
【後期日程】資格免許取得者（令和4年3月31日までの取得見込みを含む）
令和4年4月1日現在で35歳未満の人
【追加日程】資格免許取得者（令和4年3月31日までの取得見込みを含む）
令和4年4月1日現在で40歳未満の人
③【前期日程】（一次）令和3年6月8日~6月25日／SPI３（総合適性検
西和賀町は、「ソーシャル・
査）※テストセンター（二次）令和3年7月25日／作文試験、口述（面接）
キャピタル」が醸成されており 職場見学の希望があ
試験
働きやすい環境です。
る場合は、お問い合
【後期日程】（一次）令和3年9月19日／SPI3（総合適性検査） ※マーク
「健康なまちづくり」を担う仲 わせください。
シート方式、作文試験（二次）令和3年10月24日／口述（面接）試験
間をお待ちしています。
【追加日程】令和3年11月21日／SPI3（総合適性検査） ※マークシート方
式、作文試験、口述（面接）試験
④【前期日程】 登録期間 令和3年4月26日~6月4日リクナビWEBエントリー
システムから申込み
【後期日程】 登録期間 令和3年7月19日~8月20日リクナビWEBエントリーシ
ステムから申込み
【追加日程】 登録期間 令和3年10月13日~11月5日エントリーシート兼履歴
書を町のアドレスに送信

奥州市

◆総務課人事係
☎0197-34-2192

実施内容は未定です

奥州市公式ホームページhttps://www.city.oshu.iwate.jp/ をご確認ください。

令和4年度の採用試験情報等については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
市町村

金ヶ崎町

担当課／電話番号

PRポイント

◆総務課秘書職員
係
☎ 0197-42-2111

インターンシップ
・職場見学

要相談。
担当課までお問い合
わせください。

令和3年度 採用試験の概要（採用予定/令和4年4月）
①採用予定人数②採用条件③試験日・内容④募集期間
※募集は終了しています

①1人
②平成元年4月2日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人（令和4年3
月までに取得する見込みの人を含む。）
③【前期日程】（一次）令和3年9月19日／専門試験、適性検査、作文（二
次）令和3年10月23日／面接
【後期日程】（一次）令和3年12月5日／専門試験、適性検査、作文（二
次）令和3年12月12日／面接
【追加日程】（一次）令和4年1月23日／専門試験、適性検査、作文（二
次）令和4年2月13日／面接
④【前期日程】令和3年7月15日~8月18日※郵送の場合は当日必着。
【後期日程】令和3年11月1日~22日※郵送の場合は当日必着。
【追加日程】令和3年12月13日~令和4年1月11日※郵送の場合は当日必着。

一関市

◆総務部職員課
☎ 0191-21-8186

①2人
②保健師の免許を有する人または令和4年3月31日までに取得見込みの人で、
インターンシップは随
昭和61年4月2日以降に出生した人。
健康でいきいきと心豊かに
時受け付けています。 ③【前期試験】（一次）令和3年4月21日~5月14日／SPI3（二次）令和3
暮らせるまち、そして笑顔あ
日程などの詳細は担 年6月27日／個別面接試験、専門試験
ふれるまち、そんな一関市を
当課までお問い合わ 【後期試験】募集なし※参考（一次）令和3年9月19日／SPI3、専門試験
ともに創りましょう。
せください。
（二次）令和3年10月下旬／個別面接試験
④【前期試験】令和3年3月1日~4月15日リクナビＷＥＢエントリーシステムから
エントリーしてください。【後期試験】：募集なし

平泉町

◆総務課人事担当
☎ 0191-46-2111

実施の予定はありません

◆総務部総務課
☎ 0192-27-3111
(内232)

健康で生きがいのある生活
を送ることは、安心して暮ら
すことができる地域社会の
形成にとって重要なことです。
健康づくりから市民を支え、
元気な大船渡市を創りま
しょう！

大船渡市

インターンシップは随
時受け付けています。
日程は要相談。総務
部総務課人事係ま
でお問い合わせくださ
い。

①若干名
②平成3年4月2日以降に生まれた人で、保健師免許を取得している人、又は令
和4年3月31日までに保健師免許を取得する見込みの人
③（一次）令和3年9月19日／SPI3、専門試験（二次）令和3年10月16
／個別面接試験（Web)（三次）令和3年11月7日／個別面接試験（対面）
④令和3年7月16日～8月25日 郵送の場合は当日到着分まで。

令和4年度の採用試験情報等については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
市町村

陸前高田市

住田町

釜石市

大槌町

担当課／電話番号

PRポイント

インターンシップ
・職場見学

◆総務課職員係
☎ 0192-54-2111
(内：314・315)

若手職員中心で活力がみ
なぎっています。子育て真
最中の職員も多く、働きや
すい職場です。

採用試験募集は終
了しましたが、職場見
学は随時受け付けて
います。日程は要相
談。担当課までお問
い合わせください。

◆総務課
☎ 0192-46-2111

医療資源の乏しい本町で
は、保健、医療、福祉、介
護の各分野が横断的に連
携し地域包括ケアを展開し
ています。
保健師は、町民が住み慣
れた地域で健やかに暮らせ
る体制づくりに貢献していま
す。

◆総務課職員係
☎ 0193-27-8411

◆総務課職員情報
班
☎ 0193-42-8710

保健師の人材育成に取り
組んでいます。釜石市で一
緒にお仕事しませんか？

令和4年度採用、只今募
集中！

令和3年度 採用試験の概要（採用予定/令和4年4月）
①採用予定人数②採用条件③試験日・内容④募集期間
※募集は終了しています

職場見学は随時受
け付けていますので、
保健福祉課までお問
い合わせください。

①若干名
②昭和61年4月2日以降生まれで、保健師資格を有する方又は令和4年3月
31日までに当該資格を取得する見込みの方。
③（一次）令和4年1月30日／教養試験、性格特性検査、作文試験（二
次）令和4年2月15日／人物試験（個別面接）
④（一次）令和3年8月2日~8月24日（二次）令和3年12月15日~令和4
年1月11日

実施の予定はありま
せん

①各1名
②保健師の資格を持つ方（今年度中に実施される国家試験において免許取得
見込みの方も含む）で、昭和46年4月2日以降に生まれた方
③【１次募集】（一次）能力検査：令和3年9月1日～9月19日までの期間に
受検・専門試験：9月19日／SPI３、専門試験（二次）令和3年11月上旬
／面接試験【2次募集】（一次）令和4年1月23日／能力検査、専門試験
④【1次募集】令和3年8月2日~8月24日【2次募集】令和3年12月15日~令
和4年1月11日

職場見学は随時受
け付けています。日程
は要相談。担当課ま
でお問い合わせくださ
い。

①若干名
②昭和53年4月2日以降に生まれた者で保健師の資格を有しており、短大卒業
以上の学歴を有する者。（令和４年3月31日までに卒業見込み及び資格取得
見込みの者を含む）
③（一次）令和4年９月18日／教養試験、性格特性検査、職場適応性検
査、論文試験（二次）令和４年10月上旬（予定）／面接試験
④令和4年8月上旬~令和4年8月下旬

令和4年度の採用試験情報等については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
市町村

担当課／電話番号

PRポイント

インターンシップ・職
場見学

実施内容は未定です
宮古市

山田町

岩泉町

◆総務部総務課
☎ 0193-68-9062

宮古市公式ホームページ
http://www.city.miyako.iwate.jp/index/s
osiki/syokuinsaiyo.html こちらをご確認くださ
い。

令和3年度 採用試験の概要（採用予定/令和4年4月）
①採用予定人数②採用条件③試験日・内容④募集期間
※募集は終了しています

①1名程度
②昭和61年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を有する人又は令和4
年3月末日までに資格取得見込みの人
③【１次募集】（一次）令和3年7月11日／教養試験、専門試験、人物試験
（二次）令和3年8月7日／人物試験
【2次募集】（一次）令和3年9月19日(／教養試験、専門試験、人物試験
（二次）令和3年10月17日 ／人物試験
④令和3年6月1日~６月16日
②（一般・新卒者枠）
平成2年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を有する人（令和4年3月
末までに保健師の資格を取得できる見込みの人を含む）
②（社会人経験者枠）
昭和55年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を有し、民間事業所や公
的機関等における保健師又は看護師としての実務経験が継続して４年以上ある
人
③【前期】(一次)令和3年9月19日／教養試験（社会人枠は社会人基礎力
試験）、事務適性検査、作文試験(二次)令和3年10月15日／面接試験
【後期】(一次)令和4年1月30日(二次)令和4年2月22日
④【前期】令和3年7月30日~令和3年8月16日【後期】令和3年12月1日~令
和3年12月15日

◆総務課行政チーム
☎ 0193-82-3111

実施の予定はありません

◆総務課
☎ 0194-22-2111
(内：311)

①2名
子どもから高齢者まで、地
②昭和61年2月2日以降に生まれた人で、保健師助産師看護師法（昭和23
職場見学は希望があ
域の皆さんが生き生きと安
年法律第203号）の規定による保健師免許を有する人又は本年度中に免許を
れば随時、日程調整
心して生活できる保健活動
取得見込みの人
をして対応します。お
を目指しています。一緒に
③（一次）令和3年9月19日／教養試験、専門試験、作文試験、事務適正
問い合わせください。
岩泉町で働きましょう！
検査、職場適応性検査（二次）令和3年10月28日／個別面接、健康診断
④令和3年8月19日~８月16日郵送の場合は当日到着分まで。

令和4年度の採用試験情報等については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
PRポイント

インターンシップ
・職場見学

令和3年度 採用試験の概要（採用予定/令和4年4月）

市町村

担当課／電話番号

田野畑村

◆総務課
☎ 0194-34-2111
(内：11)

実施内容は未定です。田野畑村公式ホームページhttps://www.vill.tanohata.iwate.jp/ をご確認ください。

久慈市

◆総務課人事係
☎ 0194-52-2112

「子どもたちに誇れる笑顔日
本一のまち くじ」を目指し
取組みを進めています。地
域医療を充実させるため、
皆様のお力添えをお願いし
ます。

洋野町

◆総務課
☎ 0194-65-5911

実施内容は未定です。

野田村

◆保健福祉課
☎ 0194-75-4321

実施の予定はありません。

普代村

◆総務課庶務管理
係
☎ 0194-35-2111

実施内容は未定です。普代村公式ホームページhttps://www.vill.fudai.iwate.jp こちらでご確認ください。

二戸市

◆総合政策部秘書
人事課
☎0195-23-3111

①採用予定人数②採用条件③試験日・内容④募集期間
※募集は終了しています

職場見学等は随時
受け付けています。日
程は要相談。担当課
までお問い合わせくだ
さい。

令和4年度の採用試験情報等については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
令和3年度 採用試験の概要（採用予定/令和4年4月）

担当課／電話番号

軽米町

保健師希望の地元
高校生への説明や、
保健師の現任教育に取り
看護学生の長期休
組んでいます。子育てしなが 暇を利用した見学の
◆総務課・総務担当 ら働き続けられる職場環境 受入れ対応可能。た
☎0195-46-4738 を考えています。町民も自
だし、所属学校等か
（内線211）
分たちも大事にしながら一
らの許可など手続きを
緒に軽米町で働きましょ
おこなってからの受入
う！
れとなります。要相談。
健康福祉課
0195-46-4111

一戸町

◆総務課
☎ 0195-33-2111
(内:202)

町民の健康を広く深く丁寧
に応援する保健活動を目
標としています。コロナ禍の
中、町民の健康づくりのため
に共に働く方を待っています。

①若干名
職場見学は随時受
②昭和61年4月2日以降に生まれた者で、保健師資格を有する者、又は令和4
け付けています。日程 年春に実施される国家試験により当該資格を取得する見込みの者
は要相談、担当課ま ③（一次）令和4年1月16日／教養試験、適性検査（二次）令和4年2月
でお問合せください。
中旬／個別面接
④令和３年7月19日~8月19日郵送の場合は当日必着分。

◆住民生活課
☎ 0195-42-2111

小さいけれど魅力あふれる
村で、地域密着型の充実
した保健活動をしてみませ
んか！？温かい人柄の住
民さんや職場のスタッフが、
あなたを待っています！

採用試験募集は終
了しましたが、職場見
学は随時受け付けて
います。日程は要相
談。担当課までお問 令和3年度に募集したものの応募者が無かったため、令和4年度も同様の条件で
い合わせください。
募集する予定。日程等の詳細は未定。お問合せください。

九戸村

PRポイント

インターンシップ
・職場見学

市町村

①採用予定人数②採用条件③試験日・内容④募集期間
※募集は終了しています

①若干名
②昭和62年4月2日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する方または令和
2年度中に実施される試験において取得見込みの方
③（一次）令和3年7月11日／筆記試験（教養、専門、試験、作文など）
（二次）令和3年8月中旬以降／ 面接試験
④令和3年5月12日~6月18日郵送の場合は当日必着分。

岩手県は看護職と看護職を目指す皆さんを全力で応援します‼

