平成 29 年度 宗像市職員採用試験案内
１ 試験区分、採用予定人員、受験資格、職務の概要及び日程

【 一般行政Ａ 】
採用予定人員
受験資格
職務の概要
留意点
日程

第一次試験

第二次試験
第三次試験

４人程度
受付期間 平成２９年７月５日（水）～平成２９年８月９日（水）
次のいずれの条件も満たす人
▽平成３年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人
▽普通自動車免許を有する人又は平成３０年３月３１日までに取得見込みの人(*1)
一般行政事務に従事
▽第一次試験合格者は、試験補助シートを平成２９年１０月１６日（月）までに提出して
いただきます。
期日
内容
会場
受
付
９時００分～ ９時４０分
教養試験
１０時００分～１２時００分
昼
食
１２時００分～１３時００分
平成２９年 ９月１７日（日）
適性試験 1 １３時１０分～１３時３０分
適性試験 2 １３時４０分～１４時００分
集団面接
１４時１０分～１７時００分
宗像市役所
平成２９年１１月３日（金・
個別面接
祝）、４日（土）、５日（日）
グループディスカッション
のいずれか
平成２９年１１月１８日（土） 個別面接

【一般行政Ｂ（チャレンジ枠）】
採用予定人員
受験資格
職務の概要

留意点

日程
第一次試験
第二次試験

４人程度
受付期間 平成２９年５月１日（月）～平成２９年６月１日（木）
次のいずれの条件も満たす人
▽平成３年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人
▽普通自動車免許を有する人又は平成３０年３月３１日までに取得見込みの人(*1)
一般行政事務に従事
▽従来の公務員の枠にとらわれない、チャレンジ意欲あふれる人材を採用するものです。
▽どのようにチャレンジ意欲あふれる人材であるか、エントリーシートや試験補助シート
で自らアピールしていただきます。
▽第一次試験合格者は、試験補助シートを平成２９年７月１８日（火）までに提出してい
ただきます。
▽エントリーシートや試験補助シートで記載した内容を証明する書類等を提出していただ
く場合があります。
期日
内容
会場
ＳＰＩ
平成２９年６月１２日（月）～
ＳＰＩ３
平成２９年７月３日（月）
テストセンター
個別面接
平成２９年 ７月２９日（土）
グループディスカッション

宗像市役所

第三次試験

平成２９年 ８月１９日（土） 個別面接
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【一般行政Ｃ（元気な職員枠） 】
採用予定人員

受験資格

職務の概要

留意点

日程
第一次試験
第二次試験
第三次試験

４人程度
受付期間 平成２９年７月５日（水）～平成２９年８月９日（水）
次のいずれの条件も満たす人
▽昭和５８年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた人
▽次のような元気で個性ある人
イ）民間企業等の職務経験を活かして宗像市のまちづくりに貢献できる人
ロ）長期にわたり市民活動・ボランティア活動等を行い、当該分野の知識・経験を活か
して宗像市のまちづくりに貢献できる人
ハ）文化芸術・スポーツ等の分野で顕著な成績を残し、元気でチャレンジ精神をもって
宗像市のまちづくりに貢献できる人
ニ）特に次のような経験・業績等を持つ人材を求めます。
 観光の振興に経験・業績等を持つ人材
 各種メディアを通じたＰＲ・プロモーション活動で経験・業績等を持つ人材
 高い企画力を持ち、各種プロジェクトを実施した経験・業績等を持つ人材
 市民活動・ボランティア活動の団体で中心的な役割を果たし、行政等と連携し
ながら、地域やまちを活性化した経験・実績等を持つ人材
▽普通自動車免許を有する人又は平成３０年３月３１日までに取得見込みの人(*1)
一般行政事務に従事
▽民間企業での顕著な業績や市民活動・文化芸術・スポーツ等の活動で培われた高い特性
を持つ人材を採用するものです。
▽どのような業績や特性をもち、それを宗像市のまちづくりにどのように活かしていくか、
エントリーシートや試験補助シート等で自らアピールしていただきます。
▽第一次試験合格者は、試験補助シートを平成２９年１０月１６日（月）までに提出して
いただきます。
▽エントリーシートや試験補助シートで記載した内容を証明する書類等を提出していただ
く場合があります。
▽採用後の配属は、民間企業での顕著な業績や市民活動・文化芸術・スポーツ等の活動で
培われた高い特性に直接関係する部署に限定されるものではありません。
期日
内容
会場
平成２９年９月１日（金）～
ＳＰＩ
ＳＰＩ３
平成２９年９月２２日（金）
テストセンター
平成２９年１１月３日（金・祝）、
個別面接
４日（土）、５日（日）のいずれ
グループディスカッション
か
宗像市役所
平成２９年１１月１８日（土）

個別面接
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【一般行政Ｄ（身体障がい者対象）】
採用予定人員
受験資格
職務の概要

留意点

日程

第一次試験

第二次試験
第三次試験

１人程度
受付期間 平成２９年７月５日（水）～平成２９年８月９日（水）
次のいずれの条件も満たす人
▽昭和５８年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人
▽身体障害者福祉法第１５条の身体障害者手帳の交付を受けている人
▽介護者なしで通勤と職務の遂行が可能な人
一般行政事務に従事
▽身体の障がい等の有無等を確認するため、第二次試験に身体障害者手帳を持参ください。
▽受験に際して、身体の障がい等の理由により配慮が必要な方は、平成２９年８月９日（水）
までに人事課にご連絡ください。
▽第一次試験合格者は、試験補助シートを平成２９年１０月１６日（月）までに提出して
いただきます。
期日
内容
会場
受
付
９時００分～ ９時４０分
教養試験
１０時００分～１２時００分
平成２９年 ９月１７日（日） 昼
食
１２時００分～１３時００分
適性試験 1 １３時１０分～１３時３０分
適性試験 2 １３時４０分～１４時００分
宗像市役所
平成２９年１１月３日（金・
個別面接
祝）、４日（土）、５日（日）
グループディスカッション
のいずれか
平成２９年１１月１８日（土） 個別面接

【建築技術】
採用予定人員
受験資格
職務の概要
留意点
日程

第一次試験

第二次試験
第三次試験

１人程度
受付期間 平成２９年７月５日（水）～平成２９年８月９日（水）
次のいずれの条件も満たす人
▽昭和６１年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人
▽普通自動車免許を有する人又は平成３０年３月３１日までに取得見込みの人(*1)
建築技術の職務に従事 （一般行政事務に従事することがあります）
▽第一次試験合格者は、試験補助シートを平成２９年１０月１６日（月）までに提出して
いただきます。
期日
内容
会場
受
付
９時００分～ ９時４０分
教養試験
１０時００分～１２時００分
昼
食
１２時００分～１３時００分
平成２９年 ９月１７日（日）
専門試験
１３時１０分～１４時４０分
適性試験 1 １５時００分～１５時２０分
適性試験 2 １５時３０分～１５時５０分
宗像市役所
平成２９年１１月３日（金・
個別面接
祝）、４日（土）、５日（日）
グループディスカッション
のいずれか
平成２９年１１月１８日（土） 個別面接
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【土木技術】
採用予定人員
受験資格
職務の概要
留意点
日程

第一次試験

第二次試験
第三次試験

１人程度
受付期間 平成２９年７月５日（水）～平成２９年８月９日（水）
次のいずれの条件も満たす人
▽平成３年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人
▽普通自動車免許を有する人又は平成３０年３月３１日までに取得見込みの人(*1)
土木技術の職務に従事 （一般行政事務に従事することがあります）
▽第一次試験合格者は、試験補助シートを平成２９年１０月１６日（月）までに提出して
いただきます。
期日
内容
会場
受
付
９時００分～ ９時４０分
教養試験
１０時００分～１２時００分
昼
食
１２時００分～１３時００分
平成２９年 ９月１７日（日）
専門試験
１３時１０分～１４時４０分
適性試験 1 １５時００分～１５時２０分
適性試験 2 １５時３０分～１５時５０分
宗像市役所
平成２９年１１月３日（金・
個別面接
祝）、４日（土）、５日（日）
グループディスカッション
のいずれか
平成２９年１１月１８日（土） 個別面接

【図書司書】
採用予定人員
受験資格
職務の概要
留意点
日程
第一次試験
第二次試験
第三次試験

１人程度
受付期間 平成２９年７月５日（水）～平成２９年８月９日（水）
次のいずれの条件も満たす人
▽昭和５８年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人
▽司書の資格を有する人又は平成３０年３月３１日までに取得見込みの人
▽普通自動車免許を有する人又は平成３０年３月３１日までに取得見込みの人(*1)
図書司書の職務に従事 (一般行政事務に従事することがあります)
▽第一次試験合格者は、試験補助シートを平成２９年１０月１６日（月）までに提出して
いただきます。
期日
内容
会場
ＳＰＩ
平成２９年９月１日（金）～
ＳＰＩ３
平成２９年９月２２日（金）
テストセンター
平成２９年１１月３日（金・
個別面接
祝）、４日（土）、５日（日）
グループディスカッション
のいずれか
宗像市役所
平成２９年１１月１８日（土） 個別面接
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【保健師】
採用予定人員

受験資格

職務の概要
留意点
日程

第一次試験

第二次試験
第三次試験

１人程度
受付期間 平成２９年７月５日（水）～平成２９年８月９日（水）
次のいずれの条件も満たす人
▽平成３年４月２日以降に生まれた人
▽保健師の免許を有する又は平成３０年３月３１日までに行われる国家試験により免許を
取得する見込みの人
▽普通自動車免許を有する人又は平成３０年３月３１日までに取得見込みの人(*1)
保健師の職務に従事 （一般行政事務に従事することがあります）
▽第一次試験合格者は、試験補助シートを平成２９年１０月１６日（月）までに提出して
いただきます。
期日
内容
会場
受
付
９時００分～ ９時４０分
教養試験
１０時００分～１２時００分
昼
食
１２時００分～１３時００分
平成２９年 ９月１７日（日）
専門試験
１３時１０分～１４時４０分
適性試験 1 １５時００分～１５時２０分
適性試験 2 １５時３０分～１５時５０分
宗像市役所
平成２９年１１月３日（金・
個別面接
祝）、４日（土）、５日（日）
グループディスカッション
のいずれか
平成２９年１１月１８日（土） 個別面接

(*1) 諸事情により普通自動車免許を取得できない方は、人事課までご連絡ください。

（１） 全試験区分において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。ただし、②及び③の事項に該当す
る人は採用後、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職以外の職に任用されます。
① 日本国籍を有する人
② 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）による永住者
③ 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）による特別永住者
（２） 全試験区分において、次のいずれかの事項に該当する人は受験できません。
① 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。）
② 禁固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人
③ 宗像市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人
④ 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人
（３） 採用予定人員は変更になる場合があります。
（４） 受験申込者の状況により、会場の一部を変更する場合があります。
変更する場合は、一般行政Ａ・Ｄ、建築技術、土木技術、保健師について９月１３日（水）に宗像市公
式ホームページの「人事・職員採用」欄に公表しますので、必ず確認してください。
（５） 第二次試験以降の詳細は、合格者に対してお知らせします。
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（６） 各試験はすべて日本語による出題、質問で行います。それに対する回答、解答、応答もすべて日本語で
行います。
（７） 試験会場内では携帯電話等の使用を禁止します。試験会場入場前に必ず電源を切ってください。（マナ
ーモード、ドライブモードも不可）
（８） いずれの試験結果も、電話による問合わせは受け付けません。
（９） 試験結果は、宗像市個人情報保護条例に基づき、受験者本人のみ開示請求することができます。請求す
る場合は、本人であることを確認できる顔写真付きの公的書類と受験票（一般行政Ｂ・Ｃ、図書司書の
み）の提示が必要です。
（１０） 複数の試験区分を重複して申込みすることはできません。
（１１） 試験時間は変更になる場合があります。
（１２） 各試験内容は、下表のとおりです。
試験内容
教養試験

一般教養及び知識をみる試験

適性試験

職務への適応性をみる試験

ＳＰＩ３

ＳＰＩ３による能力検査及び性格検査

集団面接、個別面接

面接により人柄、知識、意欲等をみる試験

グループディスカッション

集団討議により人柄、意欲等をみる試験

専門試験

専門知識・技術等についてみる試験

２ 英語試験による加算
（１） 下表の英語試験のスコア等を有する受験者には、第一次試験合格者決定の際に、スコア等に応じて、下
表のとおり加算します。
（２） スコア等を証明する書類等の写しを、第一次試験会場に持参し、提出ください。
※平成２４年４月１日以後に受験したスコア等を有効とします。
ＴＯＥＦＬ
試験区分
加算
ＴＯＥＩＣ
ＩＥＬＴＳ
英検
（iＢＴ）
一般行政Ａ
一般行政Ｄ
建築技術
土木技術
図書司書
保健師

１点

６５以上

６００以上

５．５以上

―

２点

８０以上

７３０以上

６．５以上

準１級以上
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３ 受験手続

（できる限り、インターネットで手続きを行ってください）

（１） 受験申込みは、各試験区分の受付期間中に、【インターネット】、【持 参】、【郵 送】のいずれか
で行ってください。
（２） 【持 参】の場合、土・日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時の間に、人事課で受け付け
ます。【郵 送】の場合、受付期間最終日の消印有効です。
（３） 複数の試験区分の申込みはできません。また、いったん申込みが完了すると、試験区分の変更はできま
せん。
（４） 申込書等に記載された個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には使用しません。

■試験区分：一般行政Ａ・Ｄ、建築技術、土木技術、保健師
【 インターネット 】

申込方法

受験票

注意事項

① 受験申込みは、宗像市公式ホームページ（http://www.city.munakata.lg.jp/）の「人事・
職員採用」→「平成２９年度宗像市職員採用試験」→「インターネット受験申込み」か
ら行ってください。なお、エントリーシート（所定の様式）を添付ファイルとして必ず
登録してください。
② 申込みが完了すると、「平成２９年度宗像市職員採用試験受験申込み到達通知」メール
が届きます。
③ メール内には到達番号が表示されていますので、必ず控えてください。到達番号は受験
番号の確認に必要となります。
④ 申込みから２時間経過しても「平成２９年度宗像市職員採用試験受験申込み到達通知」
メールが届かない場合は、人事課にご連絡ください。
⑤ 申込み内容に不備がある場合は、３日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く）に人事課
から連絡します。
① 受験番号は、到達番号を受験番号確認表と照合して確認します。
② 受験番号確認表と受験票の様式は、一般行政Ａ・Ｄ、建築技術、土木技術、保健師につ
いては８月１６日（水）に宗像市公式ホームページに掲載します。
③ 受験番号確認表を見て、到達番号から受験番号を確認してください。
④ 受験票は、ホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記入、写真（３ヶ月以
内に撮影した縦４cm×横３cm）を貼付のうえ、第一次試験に持参してください。
 通信障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。
 携帯電話からは申込みできません。
 申込み後に届く「平成２９年度宗像市職員採用試験受験申込み到達通知」メールの送信
者名は「ふくおか電子申請サービス」と表示されています。間違えて削除しないように
してください。
 メールアドレスは、できる限りパソコン用のアドレスを登録してください。
 ド メ イ ン の 指 定 受 信 を し て い る 場 合 は 、 「 ＠ elg-front.jp 」 「 ＠
city.munakata.fukuoka.jp」を受信できるようにしてください。

【持 参】

申込方法

受験票

① 次の書類を受付期間内に人事課に提出してください。
＊受験申込書（所定の様式）
＊受験票（所定の様式を日本郵便通常はがき又は６２円切手を貼った私製はがきに添付
したもの）
＊エントリーシート（所定の様式）
② 受験申込書には写真（３ヶ月以内に撮影した縦４cm×横３cm）を貼付してください。
① 一般行政Ａ・Ｄ、建築技術、土木技術、保健師の受験票は８月１６日（水）に発送予定
です。
② 一般行政Ａ・Ｄ、建築技術、土木技術、保健師の受験票が８月２１日（月）までに到着
しない場合は、人事課にご連絡ください。
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【郵 送】

申込方法

受験票

① 次の必要書類を特定記録郵便又は簡易書留郵便で、封筒の表面左下に、「職員採用試験
受験申込書在中」と赤字ではっきりと記載し、人事課に郵送してください。
＊受験申込書（所定の様式）
＊受験票（所定の様式を日本郵便通常はがき又は６２円切手を貼った私製はがきに貼付
したもの）
＊エントリーシート（所定の様式）
② 受験申込書には写真（３ヶ月以内に撮影した縦４cm×横３cm）を貼付してください。
① 一般行政Ａ・Ｄ、建築技術、土木技術、保健師の受験票は８月１６日（水）に発送予定
です。
② 一般行政Ａ・Ｄ、建築技術、土木技術、保健師の受験票が８月２１日（月）までに到着
しない場合は、人事課にご連絡ください。

■試験区分：一般行政Ｂ・Ｃ、図書司書
【 インターネット 】

申込方法

受験票

注意事項

① 受験申込みは、宗像市公式ホームページ（http://www.city.munakata.lg.jp/）の「人
事・職員採用」→「平成２９年度宗像市職員採用試験」→「インターネット受験申込み」
から行ってください。なお、エントリーシート（所定の様式）を添付ファイルとして必
ず登録してください。
② 申込みが完了すると、「平成２９年度宗像市職員採用試験受験申込み到達通知」メール
が届きます。
③ 申込みから２時間経過しても「平成２９年度宗像市職員採用試験受験申込み到達通知」
メールが届かない場合は、人事課にご連絡ください。
④ 申込み内容に不備がある場合は、３日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く）に人事課
から連絡します。
① 宗像市から、ＳＰＩ３の受験依頼のメールを送信します。一般行政Ｂは６月８日（木）、
一般行政Ｃ、図書司書については８月１６日（水）に送信します。
② メールの指示に従って、パソコンかスマートフォンで性格検査を受験した後に、画面に
受験票が表示されるので、印刷するか、内容のメモをとります。
 通信障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。
 携帯電話からは申込みできません。
 申込み後に届く「平成２９年度宗像市職員採用試験受験申込み到達通知」メールの送信
者名は「ふくおか電子申請サービス」と表示されています。間違えて削除しないように
してください。
 ド メ イ ン の 指 定 受 信 を し て い る 場 合 は 、 「 ＠ elg-front.jp 」 「 ＠
city.munakata.fukuoka.jp」を受信できるようにしてください。

【持 参】
申込方法

受験票

注意事項

① 次の書類を受付期間内に人事課に提出してください。
＊受験申込書（所定の様式）
＊エントリーシート（所定の様式）
① 宗像市から、ＳＰＩ３の受験依頼のメールを送信します。一般行政Ｂは６月８日（木）、
一般行政Ｃ、図書司書については８月１６日（水）に送信します。
② メールの指示に従って、パソコンかスマートフォンで性格検査を受験した後に、画面に
受験票が表示されるので、印刷するか、内容のメモをとります。
●通信障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。
●ドメインの指定受信をしている場合は、「＠city.munakata.fukuoka.jp」を受信できるよ
うにしてください。
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【郵 送】
申込方法

受験票

注意事項

① 次の必要書類を特定記録郵便又は簡易書留郵便で、封筒の表面左下に、「職員採用試験
受験申込書在中」と赤字ではっきりと記載し、人事課に郵送してください。
＊受験申込書（所定の様式）
＊エントリーシート（所定の様式）
① 宗像市から、ＳＰＩ３の受験依頼のメールを送信します。一般行政Ｂは６月８日（木）、
一般行政Ｃ、図書司書については８月１６日（水）に送信します。
② メールの指示に従って、パソコンかスマートフォンで性格検査を受験した後に、画面に
受験票が表示されるので、印刷するか、内容のメモをとります。
●通信障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。
●ドメインの指定受信をしている場合は、「＠city.munakata.fukuoka.jp」を受信できるよ
うにしてください。

４ ＳＰＩ３受験について
一般行政Ｂ・Ｃ、図書司書の第一次試験受験者は、パソコンまたはスマートフォンを準備してください。
（１） 受験の流れ
一般行政Ｂは６月８日（木）、一般行政Ｃと図書司書は８月１６日（水）に、受験依頼の電子メールを送付し
ます。メールの指示に従い、パソコンまたはスマートフォンで「性格検査」を受験した後、都合の良い日時及び
テストセンター会場を自分で予約し、「能力検査」を受験します。
なお、「能力検査」の受験予約は「性格検査」が完了するまで確定されませんので注意してください。
（２） 「能力検査」受験時に持参するもの
受験票（あるいは内容のメモ）と写真付身分証明書を持参します。
※会場や身分証明書などその他の詳細は下記で確認してください。
ＳＰＩ３リクルートの適性検査
http://www.spi.recruit.co.jp/examinee/
（３）パソコン及びスマートフォンを持っていない人
学校などで生徒用に開放されているパソコンやインターネットカフェのパソコンなどを利用してください。
こ
れらによることができない場合は、宗像市役所のパソコンを利用することができます。利用を希望する場合は、
事前に人事課 採用担当まで問い合わせてください。

５ 合格から採用まで
最終合格者は採用候補者名簿に登載され、必要に応じ任命権者が採用します。
（原則として、６月間は条件附採用）

６ 給与＜初任給の例＞
一般職は「宗像市一般職の職員の給与に関する条例」に基づき支給します。
（１）初任給
初任給は、採用時の経歴に応じて決定します。
新規高校卒の場合は１５０，５００円程度、新規四年制大学卒の場合は１７８，２００円程度です。（い
ずれも平成３０年４月採用時の初任給を、平成２９年４月１日現在の給料月額を基準として算出したもの）
（２）昇給
通常の場合、年１回昇給します。
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（３）諸手当
地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等をそれぞれの規定に基づき支給します。

７ 第一次試験会場
（１）一般行政Ａ・Ｄ、建築技術、土木技術、保健師（９月１７日（日）実施）

会場：宗像市役所（宗像市東郷１－１－１）
＜公共交通機関＞
■ＪＲ利用の場合
JR 東郷駅下車 宗像大社口から徒歩約２５分

■西鉄バス利用の場合
宗像市役所前下車 徒歩約３分
＊一般行政Ｄの受験者で、自家用車の利用が必要な方は、８月９日（水）までに人事課にご連絡ください。

（２）一般行政Ｂ（６月１２日（月）～７月３日（月）実施）
一般行政Ｃ、図書司書（９月１日（金）～９月２２日（金）実施）
会場：ＳＰＩテストセンター
ＳＰＩ３リクルートの適性検査

http://www.spi.recruit.co.jp/examinee/ で確認してください

８ 問合せ先
宗像市総務部人事課 〒８１１-３４９２ 福岡県宗像市東郷一丁目１番１号
電話番号０９４０-３６-５０５１（直通）
ホームページ http://www.city.munakata.lg.jp/
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