
令和３年１２月６日（月）から１２月１２日（日）

令和３年１１月１日（月） から １１月２６日（金）まで

８時３０分 ～ １７時００分

土曜日、日曜日、祝日は閉庁日のため受け付けておりません。

郵送の場合は、１１月２６日（金）の消印のあるものまで受け付けます。

令和　４年　４月　１日

１．　試験の種類、区分

２．　受験資格

※ 地方公務員法第１６条に規定する以下のいずれかに該当する人は受験できません。

◎豊前市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者

◎人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定する罪を犯し刑に処せられた者

■

◆

３．試験日・会場等

※新型コロナウイルス感染症の影響等により、試験日程を変更する場合があります。

※第２次試験の日程等の詳細は第１次試験合格者に通知します。

　　試験日程変更は、豊前市ホームページにてお知らせしますので、随時ご確認をお願いします。

第２次
試験

令和４年１月１６日（日）
　　　　論文試験 豊前市総合福祉センター

　　　　面接試験 （豊前市大字吉木９５５番地）

日本国籍を有しない方が採用された場合、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職務への従事が制限されます。

試験 試験日程 試験科目 試験会場

第１次
試験

令和３年１２月６日（月） 　　総合適性検査
　　　【テストセンター方式】 全国のテストセンター

　　　   ～１２月１２日（日） 　　　・事務能力検査 （会場と日時は各自で選択）

　　　・性格検査

◎日本国憲法施行の日以降において、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、又はこれらに加入した者

日本国籍を有しない方も受験することができます。日本国籍を有しない人の受験資格等は次のとおりです。

◎出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第22条の規定により永住許可を受けた者

◎日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成3年法律第71号）に定められている

　特別永住者

建　　築 １名程度 市長部局及び各種行政機関において事務に従事します。

試 験 区 分 資　格

建　　築
　昭和５６年４月２日以降に生まれた人で、一級建築士、二級建築士、１級建築
施工管理技士のいずれかの資格を有している者

試 験 日

受付期間

受付時間

採 用 日

試 験 区 分 採用予定数 職務の内容

◎禁こ刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

令和３年度 豊前市職員採用試験案内



４．試験の種類

５．受験手続

受付期間 令和３年１１月１日（月） 午前９時から １１月２６日（金）午後５時まで

※　登録したメールアドレスは、受験に関する連絡を行う際に使用します。受験期間中に変更予定のないメール

　　アドレスを登録してください。

※　メールの受信設定（ドメインの受信制限など）に注意してください。

※　免許証明書もしくは合格証明書の写しは第２次試験の受付の際に提出してください。

⑦　豊前市公式ホームページに掲載の電子申請申込み用の「受験票」様式を印刷の上、受験票に受験番号を

　転記してください。受験票は第１次試験の合格発表及び第２次試験に使用しますので大事に保管してください。

（２）注意事項

※　インターネット環境及び受験票の作成時にＡ４サイズを印刷できるプリンターが必要です。

※　受験票を印刷する際は白色用紙（感熱紙や裏紙の使用は不可）を使用してください。

※　受験票は第１次試験の合格発表及び第２次試験に使用しますので大事に保管してください。

　ください。

⑤　申込内容に不備がなく豊前市役所が申込受付を完了した場合、「受付通知」メールが送信されます。ここで

　申込受付が完了したことになります。内容に不備がある場合は「補正指示」メールを送信しますので、必ず修正

　を行ってください。

⑥　後日、豊前市公式ホームページに掲載される「受験番号確認表」から到達番号に対応する受験番号を確認

　してください。なお、受験番号確認表は１２月３日（金）までに豊前市公式ホームページに掲載します。

③　登録後、電子申請のボタンからログインを行います。受験申込画面が表示されたら、操作説明等を読み、

　受験申込情報を入力してください。

④　手続きを終えると、登録したアドレスに「到達通知」メールが届きます。送信者は「ふくおか電子申請サー

　ビス」として表示されます。メールの受信を必ず確認してください。申込から３日経過しても届かない場合は、

　豊前市役所総務課人事秘書係までご連絡ください。

　　また、メール内の「到達番号」は後日受験番号等をお知らせするときに必要となるため、必ずメモ等で控えて

（１）申込手順

①　豊前市ホームページ内「採用試験」のページ内の「ふくおか電子申請ページ」へのリンクから電子申請

　画面へアクセスしてください。

②　「ふくおか電子申請サービス」のホームページで動作環境や利用規約を確認の上、申請者情報の登録を

　行い、申請者ＩＤとパスワードを取得してください。（申請者ＩＤとパスワードと問合せ番号は必ず控えておいて

　ください。）

受付を行います。

　電子申請はパソコンからしかできません。ただし申込以後の通知等はスマートフォン等のメールアドレスを

設定することで通知を受け取ることができます。

　

第１次試験
総合適性検査

豊前市職員として必要な基本的な資質を計る能力検査及び性格検査

第２次試験

論文試験
文章による表現力、課題に対する理解力等の能力についての作文試験

面接試験
主として人物についての個別面接による試験

次のいずれかの方法で申し込んでください。

【電子申請】

　福岡県や複数の自治体で運営する電子申請サービス「ふくおか電子申請システム」を利用し、受験申込の



①窓口での配布

・配布場所　　豊前市役所　総合案内（１Ｆ）

・配布期間　　令和３年１１月　１日（月）から令和３年１１月２６日（金）まで

　　　　（土・日曜日及び祝日を除く。午前８時３０分から午後５時まで）

②豊前市ホームページからのダウンロード

（２）申込先

・受付期間 令和３年１１月１日（月） から １１月２６日（金）まで

・受付場所 豊前市役所　総務部　総務課　人事秘書係

・提出書類　　　 ①申込書１通　　　 ②受験票（郵便はがき）

（３）受験票の交付

受付期間終了後申込書を整理し、受験者に受験票を郵送します。

６．テストセンター方式

（１）事前準備

①

　件　名：「試験案内メール確認　〇〇　〇〇（氏名）」

　送付先：「jinji@city.buzen.lg.jp」　豊前市役所総務課人事秘書係　まで

②

　テストセンター方式とは、予め設定された受験期間中の都合の良い日時及びテストセンター会
場を予約し、受験する方式です。

【テストセンター方式の流れ】

　受験希望者は受験申込と並行して、１１月２６日（金）までに以下の準備を行ってください。

豊前市が試験案内メールを受験希望者に送信するため、下記のようにメールを送信してください。

試験案内メールが受信できるように各自でフィルタリングの解除をお願いします。「ｃｂｔ-ｓ.com」の

ドメインから送信されるメールが受信できるようにパソコン又はスマートフォンを設定してくださ
い。

　申込書および受験票をダウンロードする場合は、Ａ４サイズの白色用紙（感熱紙や裏紙の使用は不可）
で縮小や拡大をせずに印刷してください。

※郵送の場合は１１月２６日（金）までの消印有効

　所定の申込書に必要事項を自筆で記入の上、写真（縦４．５ｃｍ×横３．５ｃｍ）を貼付して提出して下さ
い。受験票は別紙作成方法に従って作成してください。

※　免許証明書もしくは合格証明書の写しは第２次試験の受付の際に提出してください。

１２月３日（金）までに受験票が到着しないときは直ちに豊前市役所総務部総務課人事秘書係まで口頭
又は電話で連絡して下さい。

受験票は第１次試験の合格発表及び第２次試験に使用しますので大事に保管してください。

【窓口持参・郵送による申込】

（１）申込書等の取得方法

受験希望者が

試験申込及び

事前準備

受験希望者に

試験案内メール

を送信

予約サイトから

試験の日時及び

会場を予約

予約した

日時・会場

で受験

１１月１日～２６日 １１月２９日～３０日 １２月６日～１２日１１月３０日～１２月１１日



（２）予約手順

①

②

③

（３）受験

７．合格者の発表

８．合格から採用まで

　最終合格者は、試験区分ごとに採用候補者名簿に登載されます。

９．給与・勤務条件

【給与（初任給）】

【勤務条件】 ・勤務時間　　　　８：３０～１７：００

・休日　　 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

・休暇　　 年次有給休暇、病気休暇、産前産後休暇、介護休暇

　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　豊前市役所　総務課　人事秘書係　　

　　　　　　　　　　　　　 　　TEL　０９７９－８２－１１１３（直通）

※この他に通勤手当、扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当等が要件に応じて支給されます。

※上位の学歴や職歴等の前歴を有する人は、経験年数等に応じて一定の基準で加算されます。

このほかに特別休暇（結婚休暇、忌引休暇等）、育児休業などがあります。

※勤務条件については配属先によって異なる場合があります。

問合せ先 　　　〒828－8501  　福岡県豊前市大字吉木９５５番地

　採用は原則として令和４年４月１日以降で、必要に応じて任命権者からの請求により、採用者が決定さ
れます。（原則として６ヶ月間は条件付採用）

職種 高卒 短大卒 大卒

一般事務 154,900円 程度 163,100円 程度 182,200円 程度

最 終 合 格 発 表 令和４年１月下旬予定

掲 示 場 所 豊前市役所　正面掲示板

　豊前市公式ホームページにも合格者の受験番号を掲載します。なお電話や電子メールによる合否
のお問合せはできませんのでご了承ください。また試験合格者には合格通知書を発送します。合格
通知書が届かない場合は、豊前市役所総務課人事秘書係へ問い合わせ下さい。

※不合格者への通知は致しません。

試験予約は選択した試験日の前日の１４時まで変更することができますが、それ以降の変更はでき
ません。また予約した日に受験できなかった場合は欠席となり、それ以降の再予約はできません。

　　※試験案内メールが１１月３０日（火）までに届かない場合は、豊前市役所総務課人事秘書係までご連絡ください。

予約した日時・会場で受験してください。会場で本人確認の手続がありますので、顔写真付きの身
分証明書を必ず携行してください。

第 １ 次 試 験 合 格 者 発 表 令和３年１２月１７日（金）

受付期間終了後、１１月３０日（火）までに試験案内メールを送信します。このメールには「予約ＵＲＬ」

「第１次試験用ＩＤ」「パスワード」等が記載されています。ＩＤ及びパスワードは再発行を行いません

ので、大切に管理してください。

試験案内メールが届いたら、「予約ＵＲＬ」から予約サイトにアクセスし、「第１次試験用のＩＤ」及び

「パスワード」でログイン後、第１次試験の会場と日時の予約をしてください。

試験予約が完了したら「予約完了メール」が送付されますので、必ず確認してください。



郵便局

ほっともっと

  ローソン

　いただきますようお願いします。

・　試験会場では必ずマスクの持参・着用をお願いします。なお、受験時における写真照合による本人確認の際には、

　係員の指示に従ってマスクを外していただくこともありますのでご了承ください。

・　会場への出入りの際には、密集を避け、人との間隔を確保してください。また、会場内では私語は慎み、関係のない

　場所への出入りや設備に触れることがないようにお願いします。

・　新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方は、他の受験者に感染する恐れがあるため、当日の受験は

　できません。

・　発熱や風邪の症状、味覚や嗅覚に異常がある場合は、速やかに医療機関を受診してその指示に従ってください。

〇試験当日

・　試験当日の朝は、必ず検温を行い、検温結果を確認してください。そして発熱が確認された場合は、受験をご遠慮

・　手洗いや消毒の励行、感染リスクの高い場所への移動を防ぐなど感染予防を心がけて体調管理に努めてください。

国道１０号線
至　北九州 至　中津

新型コロナウイルス感染症に関する注意事項

　豊前市職員採用試験を受験される方は、以下の点に注意をしてください。

〇試験の前日まで

フレスポ
くぼてん
タウン

豊前市役所

道の駅
豊前おこしかけ

警察署 消防署

試 験 会 場 案 内
第２次試験会場　　　　豊前市大字八屋１７７６番地２　　豊前市総合福祉センター

豊前市立
八屋中学校

図書館

ＪＲ宇島駅
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試験会場

豊前市総合福祉センター


