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■ 募集要項 ■ 
 

 

 令和４年(2022年) ４月採用 
 

新規学卒者ほか 
 

日本赤十字社佐賀県支部 職員採用試験案内 
 

□ 勤 務 場 所：「日本赤十字社佐賀県支部」 

「唐津赤十字病院」 

「佐賀県赤十字血液センター」 

                                                                      

□ 受 付 期 間：令和３年（2021年） 

５月６日（木）～５月 31 日（月）               

 

 

 

１ 職種・採用予定人員 

職種 採用予定人員 業 務 内 容 

事務系総合職 若干名 総務、会計、企画、渉外、広報など 

 

２ 受験資格 

職種 要件（下記 (1)、(2)を満たす方） 

事務系総合職 

(1) 平成７年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大

学（短期大学を除く）、またはこれと同等と認める大学等を卒業

した方（令和４年（2022年）３月までに卒業見込みを含む）。 
 

(2) 普通自動車運転免許を既に取得している方、または令和４年３

月末までに取得できる方。採用後に大型自動車免許を取得して

いただく場合があります。 
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３ 試験の方法 

試験 対象者 試験の内容 試験時間 

第一次 

試 験＊1 
書類選考 全受験者 

受験申込時に提出する、アピ

ールシートの内容により審査

を行う。 

－ 

第二次 

試 験＊2 

教養試験 

適性試験 第一次試験 

合格者 

一般的な教養及び知能にかか

る択一式の筆記試験と、筆記

形式による適性試験を行う。 

60分 

小論文試験 
表現力や文章構成力等を試験

する。 
60分 

第三次 

試 験 
面接試験 

第二次試験 

合格者 

主として人物、識見等につい

ての個別面接を行う。 

20分程度 

/１人 

第四次 

試 験 
面接試験 

第三次試験 

合格者 

主として人物、識見等につい

ての個別面接を行う。 

20分程度 

/１人 

 

【＊１ 第一次試験(書類選考)について】 

（１）履歴書及びアピールシートの内容により、書類選考を実施します。 

（２）受験要件を満たさない方、および提出書類に不備がある方については、 

不合格といたしますので、ご了承ください。 

【＊２ 第二次試験について】 

   （１）受験票、筆記用具(ＨＢ以上の濃さの鉛筆、消しゴム)を持参してください。 

   （２）時計は計時機能だけのものに限ります。（※ 携帯電話を時計の代用品として 

使用することはできません。） 

   （３）原則として遅刻は認めませんので、指定された日時に試験会場に集合してく 

ださい。 

 

４ 試験の日時・会場・合格発表 

試 験 日時 会場 合格発表 

第一次 

試 験 
－ － 

令和３年(2021年) ６月中旬 

合格者に文書で通知 

第二次 

試 験 
７月１日(木)  

未定（第一次試験合

格者に別途通知） 

令和３年(2021年) ７月下旬 

全受験者に文書で通知 
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第三次 

試 験 
７月 30日(金)  

未定（第二次試験合

格者に別途通知） 

令和３年(2021年) ８月上旬 

全受験者に文書で通知 

第四次 

試 験 
８月 17日(火)  

未定（第三次試験合

格者に別途通知） 

令和３年(2021年) ８月下旬 

全受験者に文書で通知 

 

５ 受験手続 

 （１）申込方法 
 

申込方法 

(1) 自筆（パソコン入力は不可）のアピールシート及び履歴書（佐賀県

支部の指定用紙に限る。）に必要事項を記入し、申込み前３か月以内

に撮影した本人の写真（縦 4㎝×横 3㎝）を貼り、日本赤十字社佐

賀県支部総務課へ郵送又は持参により提出してください。 

（※ 各様式は、ホームページからダウンロードできます。） 
 

(2) 自分の宛名を明記した返信用封筒（長形３号 120×235mm ）に 84

円切手を貼ったものを同封してください。 
 

(3) 郵送の場合は、封筒に「採用試験申込」と朱書きしてください。 

  なお、送付いただいた履歴書等の返却はいたしません。 

申 込 先 
日本赤十字社佐賀県支部 総務課 あて 

 〒840‐0843 佐賀市川原町２番 45号 

受付期間 

令和３年(2021年) ５月６日(木) ～ ５月 31日(月) 
 

(1) 持参の場合は、午前９時から午後５時 30分まで受け付けます。 

  （※ 土曜日、日曜日は受付できません。） 
 

(2) 郵送の場合は、令和３年５月 31日(月)までの消印があるものに限 

り、受け付けます。 

 

６ 採用予定日 

   令和４年(2022年) ４月１日 

 

７ 勤務場所 

日本赤十字社佐賀県支部職員として採用し、勤務場所は次のいずれかの場所です。 

 （１）日本赤十字社佐賀県支部（佐賀市） 

（２）唐津赤十字病院（唐津市） 

（３）佐賀県赤十字血液センター(佐賀市)（県外の血液センターも含む） 

※ なお、採用後に県内の赤十字施設に人事異動することがあります。 
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８ 処遇 

（１）勤務時間：１週間実労働 38時間 45分 

・日本赤十字社佐賀県支部（佐賀市）  ９時 00分～17時 30分 

・唐津赤十字病院（唐津市）      ８時 30分～17時 00分 

・佐賀県赤十字血液センター（佐賀市） ８時 50分～17時 30分 

（２）休  日：週休２日制、国民の祝日、日本赤十字社創立記念日 

（３）休  暇：年次有給休暇、特別有給休暇 

（４）給  与：日本赤十字社職員給与要綱の規程により支給します。 

（参考 令和３年４月１日現在 新規大学卒初任給 182,200円） 

（５）諸 手 当：期末・勤勉手当（賞与）年２回（令和２年度実績上限 4.20ヶ月） 

          扶養手当、通勤手当、住居手当など日本赤十字社職員給与要綱の規程

により支給します。 

 

 

９ 就職セミナー(説明会) 

（１）第１回目 日 時：令和３年(2021年) ３月 19日(金) 13時 30分～15時 00分 

会 場：日本赤十字社佐賀県支部 

リモート：Zoomによるリモート形式（同日：16 時 00 分～17 時 30 分） 

（２）第２回目 日 時：令和３年(2021年) ４月 17日(金) 13時 00分 ～ 

会 場：日本赤十字社佐賀県支部 

リモート：Zoomによるリモート形式（同日：16 時 00 分～17 時 30 分） 
 

※１ 参加を希望する場合は、マイナビ 2022サイトから又は直接電話にて、佐賀県支

部事務局あて事前申し込みを行うこと。 

   ※２ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、両日とも、「参集形式」及び「リモ

ート形式」による２パターンのセミナー実施を予定していることから、自身が居

住する地方公共団体が発令する行動制限等に準じ、かつ、各自において十分な感

染対策を行った上で、いずれかの形態を選択して参加すること。 

   ※３ 参集形式への申し込みについては、先着順での登録とさせていただくこと。また、

会場のキャパシティの都合上、参加者数が上限に達した場合は、リモート形式へ

変更させていただく可能性があること。 

   ※４ リモート形式への申し込みについては、Zoomの IDとパスワードを通知するため

のメールアドレスを準備すること。 

   ※５ 詳しくは、佐賀県支部ホームページ内、採用情報の「マイナビ 2022」を確認す

ること。 

 

10 応募書類提出先(問合せ先) 

   日本赤十字社 佐賀県支部 総務課 

    〒840-0843 佐賀市川原町２番 45号  電話：0952-25-3108 


