
令和５年度 青森県職員（任期付職員）の募集案内 

 

青森県企画政策部 

令和８年（2026 年）に青森県で開催する「第８０回国民スポーツ大会（青の煌
きら

めきあおもり

国スポ）」及び「第２５回全国障害者スポーツ大会（青の煌
きら

めきあおもり障スポ）」の開催準備

業務に従事する任期付職員を募集します。 

 

１ 採用職種及び職務内容等 

採用職種 
勤務地 

（予定） 
職 務 内 容 

一般事務 青森市内 

「第８０回国民スポーツ大会（青の煌
きら

めきあおもり国スポ）」

及び「第２５回全国障害者スポーツ大会（青の煌
きら

めきあおもり

障スポ）」開催準備業務（各種広報、ダンスの普及、デモンス

トレーションスポーツの企画・運営、関係機関との連絡・調整、

その他一般事務など） 

 
 

※具体的な業務内容（主なもの）は、以下のとおりです（予定）。 

 募金・企業協賛に関すること、おもてなし広場の設置・運営及び

総合案内所の設置、公式ガイドブック・ポスター等の広告宣伝に関

すること、あおもり国スポダンスの普及、デモンストレーションス

ポーツの実施要領の作成、炬火イベントに関すること、障スポの競

技補助員確保など） 

 

２ 採用予定人員 

  ５名程度 

 

３ 任用期間（予定）   

令和５年４月１日～令和７年３月３１日（２年） 

（採用した日から４年を超えない範囲内で更新することがあります。） 

 

４ 応募資格 

（１）民間企業等における職務経験が通算３年以上（令和４年９月末時点）あること。 

（２）パソコン操作ができること（ワープロソフトでの文書作成及び表計算ソフトでの集計

表の作成） 

  ただし、次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

① 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 

② 青森県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③ 日本国憲法施行の日以後において、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）年齢制限はありません。 



 

 

５ 応募書類 

（１）履歴書（別紙１） 

カラー写真（正面からの顔写真。３ケ月以内に撮影したもの）を貼付してください。 

（２）職務経験書（別紙２） 

   これまでに従事した職務に関する期間、勤務先名称、従事した職務内容等を記載してく

ださい。 

（３）自己アピール書（別紙３） 

自身の知識・経験、能力・実績等について優れていると思う点及び職務にどのように

活かしていけるかを記載してください。※記入欄（1枚）に収まる程度。 

（４）課題作文（別紙４） 

青の煌(きら)めきあおもり国スポ・障スポの開催準備とともに、開催を契機に青森県

が目指す「スポーツが盛んな青森県」の実現に向け、どのような取組を展開していくこ

とが効果的か、あなたの考えを記載してください。※記入欄（１枚）に収まる程度。 

 

６ 応募受付期間 

  令和４年８月３０日（火）午前９時から令和４年１０月２８日（金）午後５時まで 

 

７ 応募方法 

 ５の応募書類を郵送、持参又は電子メールにより、青森県企画政策部国民スポーツ大会準備室

総務企画担当あてに提出してください。 

持参の場合は、土・日・祝日を除く午前９時から午後５時まで受け付けます。 

封筒には「あおもり国スポ・職員応募書類在中」と朱書きしてください。 

 

８ 選考方法 

  書類審査及び面接審査により選考します。 

（１） 応募書類による審査を実施し選考した者について、面接試験による審査を実施します。 

（２）面接審査の対象となった者については、別途連絡します。 

（３）面接審査は、令和４年１１月中旬に青森市で実施する予定です。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大状況等により、試験日・会場等が変更になる場合があります。また、県外からの応

募者については、オンラインによる面接となる場合があります。 

（４）選考の結果は、応募者全員に通知します。 

※「民間企業等における職務経験が通算３年以上あること」について 

１ 「民間企業等」とは、民間企業のほか、国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関、各

種団体、各種法人（財団法人、社団法人、ＮＰＯ法人等）、雇用関係が成立する組織、個人を

広く含むほか、業務に従事していたことを証明できる自営業等も含みます。 

２ 「職務経験」とは、正規、非正規の雇用形態にかかわらず、同一の民間企業等において、就

業時間が週２９時間以上で、１年以上継続して就業した期間が該当します。職務経験が複数あ

る場合は通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いず

れか一つの職歴に限ります。個々の継続した職務経験が１年未満の場合は通算できません。 

３ 連続して１か月を超えて勤務に従事しない期間（産前産後休暇を除く。）は、職務経験期間

から除きます。 



 

９ 採用内定通知 

（１）令和４年１２月上旬（予定）に合格者に通知します。 

（２）採用内定者には、次の書類を提出していただきます。 

① 最終学校の卒業又は修了証明書 １通 

② 最終学校の成績証明書 １通 

③ 健康診断書 

④ 身上申告書 １通 

※カラー写真（正面からの顔写真。３ヶ月以内に撮影したもの。）を貼付してください。 

⑤ 前歴証明書 

複数の前歴がある場合には、それぞれの証明が必要となります。 

※ 応募資格の有無、履歴書、職務経験書等の記載事項の真否について確認し、記載内

容に虚偽又は不正があることが判明した場合は、内定を取り消します。 

 

10 採用予定日 

  令和５年４月１日 

 

11 待 遇 

  「職員の給与に関する条例」の規定に基づき、学歴、職歴等を勘案し給与を決定します。 

（４年制大学卒業後１０年程度の民間企業での勤務経験のある方で２３万円程度、１５年

程度で２５万円程度となります。このほか、支給要件に応じて、期末・勤勉手当等が支給

されます。） 

 

12 応募書類の提出先・問合せ先 

〒０３０－８５７０ 

青森県青森市長島１丁目１番１号 

青森県企画政策部国民スポーツ大会準備室総務企画担当 

   電話 017-722-1111（内線 3310）又は 017-734-9703 

   メールアドレス：kokuspo@pref.aomori.lg.jp 



 

 第８０回国民スポーツ大会（青の煌
きら

めきあおもり国

スポ）は、青森県で昭和５２年のあすなろ国体以来４９年ぶりに開催する国内最大のスポーツの祭典

として、スポーツによる感動や交流の輪を広げるとともに、青森県のあらゆる魅力を発信するなど、

県民総参加により青森県らしさあふれる大会とすることを基本方針としています。 

 

 

第２５回全国障害者スポーツ大会（青の煌
きら

めきあお

もり障スポ）は、障害のある人もない人もスポーツを通じて障害に対する理解を深め、障害者の社会

参加を一層推進するとともに、すべての人が共に支え合い、安心して暮らすことができる社会を目指

す大会とすることを基本方針としています。 

 

青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポは、創意工夫により、簡素・効率化を図るとともに、将来の県

民へと引き継がれる貴重なレガシー（遺産）となるよう、大会終了後も見据えた取組も推進していき

ます。 

青森県では、青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポの開催準備とともに開催を契機に、県民が年間を

通してスポーツに親しみ、スポーツを通した健康づくりや生きがいづくりに取り組むことによる健

康・体力の保持増進、競技力の向上が図られ、また、本県を訪れる多くの人達との新たな交流により

地域が活性化するなど、「スポーツが盛んな青森県」の実現を目指しています。 

 

○あおもり国スポ（第 80回国民スポーツ大会）専用ホームページ 

https://aomorikokuspo2026.pref.aomori.lg.jp/ 

 

○あおもり障スポ（第 25回全国障害者スポーツ大会）専用ホームページ

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/2026shosuo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両大会マスコットキャラクター「アップリート君」 



別紙１

（記入不要）

（任期付職員 国スポ・障スポ用）

※メールの場合は
300ｄｐｉ以上のデー
タでも可

男　・　女

回答しない

備
考

履　歴　書

ふりがな

氏　名

令和　　　　　年　　　　月　　　　日現在

昭和・平成　　　　年　　　月　　　日生（満　　　歳）

（年齢は令和４年４月１日現在で記入）

ふりがな

ふりがな 電話
（　　　　　　　　　　　）連絡先　〒（　　　　　－　　　　　）　　　（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

携帯
（　　　　　　　　　　　）

志望動機（２００字以上４００字以内で記入してください。）

受験番号

現住所　〒（　　　　　－　　　　　）

電話
（　　　　　　　　　　　）

携帯
（　　　　　　　　　　　）

パソコン操作

＊あなたのパソコン操作能力について該当する番号を○で囲んでください（複数選択可）。
特に補足したいことがある場合には備考欄に記入してください。

　１　ワープロソフト（ワードなど）で文書の作成ができる。
　２　ワープロソフトで図や表の入った文書を作成できる。
　３　表計算ソフト（エクセルなど）で集計表の作成ができる。
　４　表計算ソフトで関数やマクロを使用した集計表の作成ができる。
　５　上記１～４いずれの操作もできない。

カラー写真
（直近3ヶ月以内
撮影、単身胸か

ら上）



月

　年代順に記入してください。

本
人
希
望
記
入
欄

＊学歴は中学校以上について記入すること（中学校は卒業についてのみ記入）

年 学　　歴
＊記入欄が不足する場合は、適宜コピーするなどして追加すること

特技・資格

氏名

（何か希望などがあれば記入）



別紙２

（任期付職員 国スポ・障スポ用）
（記入不要）

＊青森県に勤務した経験がある場合には、名称欄に所属名も含め必ず記入のこと

勤務先名称

（１）　年代順に記入してください。

（３）　職務経験がなければ「職務経験なし」と記入してください。

（２）　採用内定後に「職務経験書」記載の事業所（勤務先）が発行する前歴証明書の提出が必要とな
　　りますのでご留意ください。

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

氏　名

受験番号　　

勤務期間 役　　　職

記
載
例

従事した職務内容

○○コーポ(株)
各種イベントの企画立案・実施コンサ
ルティング

職務経験書

平成30年４月～令和２年３
月

なし

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月



別紙３

（任期付職員 国スポ・障スポ用）
（記入不要）

No 選択
1
2
3
4
5
6
7
8 障スポの競技補助員の確保に関すること

氏　名

受験番号　　

自己アピール書

アピールする職務分野（選択欄に○をしてください）※２つまで選択可

※アピールする職務分野（２つまで選択可能です）に関連して、活かすことができる自身の知識・経験、
能力・実績等について及び職務にどのように活かしていけるかを記載してください。

募金・協賛の実施に関すること
おもてなし広場の設置・運営及び総合案内所の配置に関すること
公式ガイドブック、ポスター等の広告宣伝に関すること

炬火イベントに関すること

業務内容

あおもり国スポダンスの普及に関すること
デモンストレーションスポーツの実施要領の作成に関すること

アピール記入欄

障スポの来場者管理に関すること



別紙４

（任期付職員 国スポ・障スポ用）
（記入不要）

記入欄

受験番号　　

氏　名

課題作文

テ
ー
マ

青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポの開催準備とともに、開催を契機に青森県が目指す「ス

ポーツが盛んな青森県」の実現に向け、どのような取組を展開していくことが効果的か、あな

たの考えを記載してください。


