
長野県社会福祉事業団職員採用試験実施状況、試験内容等 

            

１ 実施状況（申込者、合格者数等） 

                     （単位：人） 

年度 
試験 

区分 

採用予 

定人員 
申込者 

一次受 

験者 

一次合 

格者(A) 

二次 

受験者 

二次合 

格者(B) 

競争倍率 

(A)／(B) 

２３ 
総合職 ８ ２９ ２５ １５ １４ ６ ２．５ 

一般職 １２ ９３ ８８ ３０ ２８ １５ ２．０ 

２４ 
総合職 １０ ２８ ２４ １６ １６ ９ １．８ 

一般職 ７ ５７ ５５ ２４ ２４ １３ １．８ 

２５ 
総合職 １５ ３３ ３０ １８ １６ １１ １．６ 

一般職 １３ ８３ ７５ ３７ ３２ １６ ２．３ 

２６ 
総合職 １１ ３３ ３２ ２０ １９ １１ １．８ 

一般職 １ ２ ２ ２ ２ １ ２．０ 

２７ 
総合職 １５ ２６ ２５ ２０ ２０ １１ １．８ 

一般職 ７ ５７ ５４ ２８ ２１ １０ ２．８ 

 

２ 試験内容等 

 （１） 教養試験（総合職） 

      平成２７年度までは「大学卒業程度の一般的な知識に関する教養試験」を実施してい

ましたが、平成２８年度（平成２９年度採用）より「短大卒業程度の一般的な知識に

関する教養試験」に内容を改めました。 

 

 

 （２） 過去（平成２３・２４・２５・２６・２７年度）の論文・作文のテーマ 

  【平成２３年度】 

≪総合職≫（次のテーマのどちらかを選択して解答してください。） 

  テーマ１ 

   「障害者支援に関わる法律について」 

障害者自立支援法は、平成 18（2006）年 4 月に施行され、10 月から完全実施されまし

たが、法の未整備等により国民から不満が発せられ、平成 21(2009)年 9月に発足した民主

党政権は、障害者自立支援法廃止を明言しました。現在、障がい者制度改革推進会議にお

いて、障害者自立支援法に代わる「障害者総合福祉法」（仮称）の制定（平成 25年 8月施

行）を検討しているところです。 

次の 2点について、論文を作成してください。 

（１）障害者自立支援法の特徴を箇条書きに列挙するとともに、同法がもつ課題について

述べてください。 

   （２）今後のわが国の障害者福祉のあり方について新たに制定される「障害者総合福祉法」

に盛り込んでほしいことや、あなたが考えている方策について、より具体的に論述

してください。 

 

テーマ２ 

「自然と人間の関係」について 

 次の２点について、論文を作成してください。 

    （１）「自然と人間の関係」をどうとらえるのか、あなたの考え方を簡潔に論述してくだ

さい。 

（２）あなたが考える「自然と人間の関係」と日本（共同体）の今後のあり方（姿勢・方

策）について、どんな視点からでも結構ですので、タイトルを明記し、より具体的

に論述してください。 

＜視点例＞ 

     生物 資源 エネルギー 景観 災害 農業 林業 漁業 工業 観光  

科学技術 医学（生命）環境 共生 食文化 祭等風俗文化  等 



 

≪一般職≫ 

    あなたの「座右の銘」または「人生において大切にしている」言葉について、次の順番で記述して

ください。 

（１）あなたの「座右の銘」または「人生において大切にしている」言葉 

（２）（１）とした理由 

（３）そのことばを今後の生活や仕事等にどう活かしていくか。 

 

【平成２４年度】 

 ≪総合職≫（テーマ１とテーマ２のどちらかを選択して解答してください。） 

  テーマ１ 

「障害者虐待防止法」について 

 児童虐待防止法、高齢者虐待防止法は、すでに施行されているところですが、 

今年 10月から「障害者虐待防止法」が施行されます。 

 次の２点について、論文を作成してください。 

（１）同法が成立した、背景及びその目的を述べるとともに、その特徴を列 

         挙してください。また、知っている限りの虐待５種類を明記してくださ 

い。 

（２）障害者への虐待の具体的事例（①親など養育者による虐待（家庭） 

②施設職員等による虐待（施設）③就労先での使用者による虐待（職場）） 

をあげ、その誘因を考え、あなたの虐待防止のための具体的方策を論述 

してください。 

テーマ２ 

「消費税増税」について 

     消費税が創設されたのは、昭和 63年（1988年）12月の自民党竹下内閣の時で翌平成元

年 4月 1日から実施され、当初の消費税率は 3％でしたが、平成 9年（1997年）4月 1

日より税率 5％へ引き上げられました。 

     そして、今年 8 月 10 日、国会において、消費税増税法案が社会保障と税の一体改革関

連法案として、成立しました。これにより、2014年 4月に消費税率 8％に、2015年 4月

に税率 10％に 2段階で引き上げる消費税増税が実現することになりました。 

  次の２点について、論文を作成してください。 

（１）今回の消費税増税にかかわる社会的背景及び目的を論述してください。 

  （２）今回の消費税増税については、各界から賛否両論が出ていますが、あなたの考

えを論述してください。 

 

≪一般職≫ 

あなたが関心を持った最近の社会問題を一つ取り上げ、その問題の生じた背景を説明し、そ

の問題に対するあなたの考えを述べてください。 

 あなたが取り上げた社会問題を次の欄に記入してください。 

 

【平成２５年度】 

 ≪総合職≫（テーマ１とテーマ２のどちらかを選択して解答してください。） 

 テーマ１ 

「障害者差別解消法」について 

「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律（障害者差別解消法）」が、本年６月

１９日に通常国会において成立し、２０１６年４月１日に施行されることになりました。 

この法案成立の背景や目的及び同法がもつ課題について、具体的な障害者への障害を理由

とした差別を挙げて、論文を作成してください。 

 

テーマ２ 

「オリンピック・パラリンピック」について 

    ２０２０年の夏季オリンピック・パラリンピックが、東京で開催されることに決定しまし

た。その決定により、オリンピックはもとよりパラリンピックへの社会的関心がこれまで

以上に高まると思われます。 



    そこで、次の２点について、論文を作成してください。 

    （１）あなたが感じている障害者スポーツの「課題」及びその解決のための「方策」を具

体的事例を挙げて、論述してください。 

     （２）「東京五輪」ムード高揚の一方で、東日本大震災からの復興の遅れや原発事故の汚

染水問題等の多くの課題が山積みとなっています。 

       五輪開催に向け、一部において、その課題の解決に影響を及ぼすと懸念されていま

す。 

      五輪開催と被災地の復興について、あなたの考えを論述してください。 

 

≪一般職≫ 

近年、共生社会の実現というフレーズをよく耳にします。 

「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害

者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会であり、それは、誰もが相互に

人格と個性を尊重し、支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の

社会と言われています。 

     これから、あなたが福祉サービス従事者として働こうとする中で、その実現に向けて必

要なことを挙げ、取り組む具体的な方策について、述べてください。 

 

【平成２６年度】 

   ≪総合職≫（テーマ１とテーマ２のどちらかを選択して解答してください。） 

テーマ１  

「障害者総合福祉法」について  

      平成 18 年４月に「障害者自立支援法」が施行されましたが、障がい当事者等からの

批判や課題が浮き彫りになる中にあって数回に渡り改正を繰り返しました。その後、

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、共生社会の実現に向けた新た

な障がい保健福祉施策を講じるための法律として障害者自立支援法に代わる「障害者

総合支援法」が平成 24年 6月に成立し、平成 25年 4月から施行となりました。 

       次の２点について論述してください。 

       なお、記述する際には、 （１）、（２）と記入し論述してください。  

       （１）障害者総合支援法の目的を旧法（障害者自立支援法）との違いを含めて述べ

てください。 

       （２）障害者総合支援法のポイントとなる新たな施策について述べてください。 

 

テーマ２   

     最近、わが国では、人口問題に関する議論が盛んになっています。こうした中にあっ

て「人口減少社会」という言葉を聞きます。 

① 言葉の意味とその原因  ②社会生活への影響  ③その対策   

について述べてください。 

        なお、記述する際には、 ①、②、③と記入し論述してください。  

 

 ≪一般職≫ 

【平成２７年度】 

   ≪総合職≫ 

現代社会は、過去の「経済至上主義」を基とした高度成長期から低成長期の時代に入

り「新しい豊かさ」を求める時代となってきていますが、社会情勢が、目まぐるしく変

化する中にあって人々の価値観が多様化するとともに社会は複雑化し多くの人々が「真

の豊かさ」を感じるに至っていません。さらには、少子化と高齢化、テロや核の問題、

自然災害等といった我々が過去に経験したことのない新たな課題が発生してきています。 

こうした、山積する課題を克服し生きる喜びを感じ将来に夢が持てる社会を構築して

     障がい児・者が利用する福祉現場では、利用者の高齢化や重度化が進行し、ますます医

療的なサービスの重要性が高まっています。こうした福祉現場での看護師の役割について

述べるとともに、あなたが、福祉現場に勤務した場合に最も大切にしたいことを述べてく

ださい。 

 



いくことが国民一人ひとりに求められています。取り分けソーシャルワーカーと言われ

る社会福祉従事者には大きな期待が寄せられます。 

 

そこで、次の点について論述してください。 

 

（１）わが国における現代社会の特徴と課題について論述してください。 

（２）あなたが理想とする社会とはどんな社会なのか。そして、その社会を構築する

ために重要と思われる主たる取り組みについて論述してください。。  

 

 ≪一般職≫ 

 

    複雑化する現代社会の中で、精神的に悩み社会から離脱する方が増えています。その 

原因の中に、組織内（職場、学校等）の人間関係の不調が取り上げられることがあります。 

そこで、あなたが長野県社会福祉事業団に就職した場合、職場の人間関係において、大切

にしていこうと思うことを述べよ。 


