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2019年度 宗像市職員採用試験募集要項 
 

１ 試験区分、採用予定人員、職務の概要等 

 

試験区分 採用予定人数 職務の概要 

一般行政Ａ ３人程度 一般行政事務に従事 

一般行政Ｂ 
（チャレンジ枠） 

４人程度 一般行政事務に従事 

一般行政Ｃ 
（元気な職員枠） 

３人程度 一般行政事務に従事 

一般行政Ｄ 
（身体障がい者対象） 

１人程度 一般行政事務に従事 

建築技術 １人程度 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） 

土木技術 １人程度 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） 

保健師 １人程度 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） 

文化財行政 １人程度 文化財行政の職務に従事（一般行政事務に従事することがあります） 

※ 採用予定人員は変更になる場合があります。 

※ 複数の試験区分を重複しての申込みはできません。 

 

【試験区分に係る留意事項】 

試験区分 留意事項 

一般行政Ｂ 
（チャレンジ枠） 

▽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。 

一般行政Ｃ 
（元気な職員枠） 

▽民間企業等での業績、市民活動・ボランティア活動における知識・経験、文化芸術・スポー

ツ等により培われた高い特性などを持ち、宗像市のまちづくりに貢献することのできる元気

な職員を採用するものです。 

どのような業績、経験、特性等を持ち、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」、「試験補助シート」等で自らアピールしていただきます。 

一般行政Ｄ 
（身体障がい者対象） 

▽受験資格の有無等確認のため、第二次試験の際、身体障害者手帳を持参してください。 

▽第一次試験準備等のため、受験申込み時に「試験補助シート」も提出してください 

（試験補助シートに記載された内容が第一次試験の合否に影響することは一切ありません）。 

▽受験に際して、身体の障がい等の理由による配慮を希望する場合は、試験補助シートに記入

してください。要望の内容によっては、配慮できない場合もあります。 

※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。 

  



 2 

 

２ 受験資格 

次の（１）から（３）までの要件を満たす人 

 

（１）それぞれの試験区分の受験資格を満たす人 

試験区分 受験資格 

一般行政Ａ 
▽平成６年４月２日から平成１４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２０２０年３月３１日までに取得見込みの人(*1) 

一般行政Ｂ 
（チャレンジ枠） 

▽平成６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２０２０年３月３１日までに取得見込みの人(*1) 

一般行政Ｃ 
（元気な職員枠） 

▽平成元年４月２日から平成６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２０２０年３月３１日までに取得見込みの人(*1) 

一般行政Ｄ 
（身体障がい者対象） 

▽平成元年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた人 

▽身体障害者手帳（身体障害者福祉法第１５条）の交付を受けている人 

建築技術 
▽平成６年４月２日から平成１４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２０２０年３月３１日までに取得見込みの人(*1) 

土木技術 
▽平成６年４月２日から平成１４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２０２０年３月３１日までに取得見込みの人(*1) 

保健師 
▽平成６年４月２日以降に生まれた人 

▽保健師の免許を有する人又は２０２０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２０２０年３月３１日までに取得見込みの人(*1) 

文化財行政 

▽平成元年４月２日以降に生まれた人 

▽学芸員の資格を有する人か、２０２０年３月３１日までに取得見込みの人 

▽大学又は大学院において考古学を専攻し卒業した人か、２０２０年３月３１日までに卒業見

込みの人 

▽普通自動車免許を有する人又は２０２０年３月３１日までに取得見込みの人(*1) 

(*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。 

 

（２）次のいずれかに該当する人 

なお、②及び③に該当する人は、採用後、公権力の行使にあたる職務又は公の意思の形成への参画に携

わる職務には任用されません。 

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 

 

（３）次のいずれにも該当しない人 

①成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

②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 
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２ 受付期間、試験日程、会場等 

 

（１）第一次試験 

試験区分 受付期間 第一次試験日程・会場 

一般行政Ｂ 

（チャレンジ枠） 

５／２４(金) 

～６／２４(月) 
７／１(月)～７／２２(月) ＳＰＩテストセンター 

一般行政Ｃ 

（元気な職員枠） 

７／１２(金) 

～８／１６(金) ９／２(月)～９／２４(火) ＳＰＩテストセンター 

一般行政Ａ 
７／１２(金) 

～８／１６(金) 

９／２２(日)  

宗像市役所 

(受付9:00～9:40) 

教養試験  10:00～12:00 

昼  食  12:00～13:00 

適性検査① 13:10～13:30 

適性検査② 13:40～14:00 

■建築技術 

■土木技術 

■保健師 

■文化財行政 

７／１２(金) 

～８／１６(金) 

９／２２(日) 

宗像市役所 

(受付9:00～9:40) 

教養試験  10:00～12:00 

昼  食  12:00～13:00 

専門試験  13:10～14:40 

適性検査① 15:00～15:20 

適性検査② 15:30～15:50 

一般行政Ｄ 

（身体障がい者対象） 

７／１２(金) 

～８／１６(金) 

１０／２７(日) 

宗像市役所 

(受付9:00～9:40) 

教養試験  10:00～12:00 

昼  食  12:00～13:00 

適性検査① 13:10～13:30 

適性検査② 13:40～14:00 

※ 試験時間は変更になる場合があります。 

※ 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。第一次試験について変更する場合は、試験４日前

（下表参照）に市公式ホームページで公表します。必ず確認してください。 

「一般行政Ａ、建築技術、土木技術・保健師・文化財行政」 

の会場を変更する場合 
９／１８（水）に市ＨＰで公表 

一般行政Ｄの会場を変更する場合 １０／２３（水）に市ＨＰで公表 

※ 「一般行政Ａ・Ｂ・Ｃ、建築技術・土木技術・保健師・文化財行政」の第一次試験合格者は、指定期間内に試験補助

シートを提出していただきます。（期間は、一次試験合格発表後１０日程度。詳細は合格通知でお知らせします。） 

 

（２）第二次試験、第三次試験 

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。会場は、いずれも「宗像市役所」です。 

試験区分 第二次試験 第三次試験 

一般行政Ｂ 

（チャレンジ枠） 
８／２４(土) 

個別面接 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 
９／２１(土) 個別面接 

一般行政Ｃ 

（元気な職員枠） 
１０／２６(土) 

個別面接 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

１１／１６(土)個別面接 

■一般行政Ａ 

■建築技術 

■土木技術 

■保健師 
１１／２(土) 

又は１１／３(日) 

個別面接 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

文化財行政 
実技試験、個別面接、 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

一般行政Ｄ 

（身体障がい者対象） 
１１／１７(日)   個別面接 １２／７(土) 個別面接 
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３ 試験内容、英語加算等 

（１）試験内容は次のとおりです。 

教養試験 一般教養及び知識についての５肢択一式による筆記試験（Logical） 

適性検査 職務への適応性をみる検査 

ＳＰＩ３ ＳＰＩ３による性格検査、基礎能力検査 

専門試験 
（建築技術・土木技術・保健師）専門知識、能力についての５肢択一式による筆記試験 

（文化財行政）記述式による筆記試験 

実技試験 遺物の実測・図化等についての実技試験（※実測用具は受験者持参） 

個別面接 人柄、知識、意欲等をみる試験 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 人柄、意欲等をみる試験 

 

  ・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。 

・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、機内モード等も不可） 

・いずれの試験結果も、電話による問合せは受け付けません。 

・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。 

開示請求の期限は、２０２０年３月３１日（火）までです。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の提示が必要です。 

 

（２）英語試験による加算 

  ・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。 

・第一次試験の受験当日、スコア等を証明する書類等の写しを提出してください。 

※平成２７年４月１日以後に受験したスコア等を有効とします。 

試験区分 加算 TOEFL(iBT) TOEIC IELTS 英検 

■一般行政Ａ 

■一般行政Ｄ 
（身体障がい者対象） 

■建築技術 

■土木技術 

■保健師 

■文化財行政 

１点 65以上 600以上 5.5以上  

２点 80以上 730以上 6.5以上 準一級以上 
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４ 受験申込み、ＳＰＩ３受験(一般行政Ｂ・Ｃ) 

（１）受験申込みは、１人１つの区分に限ります。インターネット（電子申請）、郵送、持参など、申込方法の

違いも含め、複数の区分に重複して申し込むことはできません。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。 

（２）受験申込みは、各試験区分の受付期間中に行ってください。 

（３） 原則、インターネット（電子申請）で申し込んでください（インターネット環境及びＡ４サイズ対

応のプリンターが必要です）。インターネットによる申込みができる環境にない方のみ、郵送・持参に

よる方法で申し込んでください。 

（４）【インターネット】は、受付期間最終日の午後１１時５９分までです。 

インターネットによる申込みは「ふくおか電子申請サービス」を利用します。急なメンテナンス等により、

受験申込みの受付期間中に停止する場合は、宗像市公式ホームページにて公表します。 

（５）【郵送】の場合、受付期間最終日の消印有効です。 

（６）【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時までの間に、人事課（宗像市役

所本館２階）で受け付けます。午後５時の時点で人事課窓口へ到達していない場合は、受付ができません。 

（７）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。 

（８）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。 

 

■ＳＰＩ３の受験について 

≪事前準備≫ 

○パソコン又はスマートフォンを準備してください。 

○スマートフォン以外の携帯電話は使用できません（スマートフォンについても、端末によっては、

正しく表示されない場合があります）。 

○ＳＰＩ３受験案内メールは市から届きます。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。 

○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。理由は以下のとおりで

す。 

・携帯電話では、受験案内メールに添付されているＵＲＬリンクを利用することができません。 

 ・利用している携帯電話サービスによっては、E-mail文字数制限があり、受験案内メールの重要な

項目（企業別受験ＩＤやＵＲＬが途中で切れてしまうため、「受験の予約ができない」というト

ラブルを引き起こす可能性があります。 

 

≪パソコン、スマートフォンを持っていない場合≫ 

学校で生徒用に開放されているパソコン、家族や友人が所有するパソコン、インターネットカフェ

のパソコン等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。人事課採用担当へご相談ください。ただし、会議室・パソコンの使用は

業務に支障のない範囲での利用を認めるものです。このため、希望する日時での利用ができないこ

とがあります。 

 

※申込内容に不備があった場合、受験申込みの受付はできません。 

あらかじめ余裕をもって申込みをしてください。 
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■一般行政Ａ・Ｄ、建築技術・土木技術・保健師・文化財行政 

インターネット（電子申請） 

申込 

方法 

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「市政情報」→「人

事・職員採用」→「市職員採用試験」→「2019 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。 

◆「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。 

◆「一般行政Ｄ」のみ、あわせて「試験補助シート」の添付も必要です。 

 

② 申込みが完了すると、「到達通知」メールが届きます。 

「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。 

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。 

③ 申込みから２時間経過しても「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、祝日等の閉庁日を除く）に人事課から連絡

します（登録されたメールに連絡します）。 

 

※③④について、受付期間内であっても午後５時以降は人事課での対応はできません。 

※受付期間内に正常に受信できなかった申込みは受付ができません。余裕をもってお申し込みください。 

※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。 

※「一般行政Ａ、建築技術、土木技術、保健師、文化財行政」の第一次試験合格者には、「試験補助シート」

の提出をお願いすることとなります（提出は、郵送又は持参）。インターネット申込により受検した合格

者に対しては、「試験補助シート（様式）」は送付しません。必要な方は、あらかじめ様式をダウンロー

ドしてください（一次試験合格発表後のダウンロードも可）。 

受験票 

① 次の日程で、受験番号確認表と受験票の様式を宗像市公式ホームページに掲載します。 

申込の際に控えた「到達番号」を受験番号確認表と照合し、「受験番号」を確認してください。 

【掲載予定日】８／２２（木） 

 

② 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４

cm×横３cm）を貼付のうえ、第一次試験に持参してください。 

 

郵送、持参 

申込 

方法 

≪申込方法≫ 

【郵送】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（受付期間最終日の消印有効）。 

【持参】必要書類を受付期間内（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）に人事課に

提出してください。午後５時の時点で人事課窓口へ到達していない場合は、受付ができません。 

 

≪必要書類≫ 

◆受験申込書（所定の様式。写真の貼付が必要。） 

◆受験票（所定の様式を日本郵便通常はがきか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） 

◆「一般行政Ｄ」のみ、あわせて「試験補助シート」の提出も必要です。 

 

※「一般行政Ａ、建築技術、土木技術、保健師、文化財行政」の第一次試験合格者には、「試験補助シート」

の提出をお願いすることとなります（提出は、郵送又は持参）。「郵送、持参」申込により受検した合格

者に対しては、合格通知とあわせて「試験補助シート（様式）」を送付します。 

受験票 
受験票は、以下の日程で発送予定です。第一次試験に持参してください。 

●８／２２（木） 

※発送日の翌週の火曜日までに到着しない場合は、人事課にご連絡ください。 

http://www.city.munakata.lg.jp/
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■一般行政Ｂ・Ｃ 

インターネット（電子申請） 

申込 

方法 

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「市政情報」→「人事・

職員採用」→「市職員採用」→「2019 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。 

◆「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、「到達通知」メールが届きます。 

メール内には到達番号が表示されますが、「一般行政Ｂ・Ｃ」の受験には、到達番号を利用することはあ

りません。申込が完了したことを確認いただくものです。 

③申込みから２時間経過しても「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、祝日等の閉庁日を除く）に人事課から連絡

します。 

 

※③④について、受付期間内であっても午後５時以降は人事課での対応はできません。 

※受付期間内に正常に受信できなかった申込みは受付ができません。余裕をもってお申し込みください。 

※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。 

 

※第一次試験合格者には、「試験補助シート（要写真添付。写真は、縦４cm×横３cmで、３ヶ月以内に撮影

したもの）」の提出をお願いすることとなります（提出は、郵送又は持参）。インターネット申込により

受検した合格者に対しては、「試験補助シート（様式）」は送付しません。必要な方は、あらかじめ様式

をダウンロードしてください（一次試験合格発表後のダウンロードも可）。 

SPI3 

受験 

①次の日程で、宗像市から、SPI3受験案内メールが届きます。メール内に表示されている「企業別受験ＩＤ」

が「受験番号」となりますので、間違えて削除しないようにしてください。 

  ●６／２８（金）；一般行政Ｂ 

  ●８／２２（木）；一般行政Ｃ 

②メールの指示に従って、Web上で受験する日程・会場を予約します。 

③自宅のパソコンやスマートフォンで「性格検査」を受験します。 

 ※能力検査と性格検査を同日に受験する場合は、先に性格検査を受験してから、能力検査を受験予約しま

す 

③「性格検査」受験後、画面に表示される受験票を印刷してください（スマートフォンで受験した場合は、

内容のメモをとってください。） 

 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。 

④予約した日時にテストセンター会場で「能力検査」を受験します。当日は、次のものを持参してください。 

●顔写真付きの本人確認書類 

●受験票（又は内容のメモ） 

 

※会場や身分証明書など、SPI3に関する詳細は下記のSPI3ウェブサイトで確認してください。 

http://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/  

 

郵送、持参 

申込 

方法 

≪申込方法≫は『一般行政Ａ・Ｄ、建築技術・土木技術・保健師・文化財行政』の「郵送、持参」参照。 

 

≪必要書類≫ 

◆受験申込書（所定の様式。写真の貼付が必要。） 

◆エントリーシート（所定の様式） 

 

※第一次試験合格者には、「試験補助シート（写真不要）」の提出をお願いすることとなります。「郵送、

持参」申込により受検した合格者に対しては、合格通知とあわせて「試験補助シート（様式）」を送付し

ます。 

SPI3 

受験 
『一般行政Ｂ・Ｃ』の「インターネット（電子申請）」の「SPI3受験」欄参照。 

 

http://www.city.munakata.lg.jp/
http://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/
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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月間は条件付採用。） 

 

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１５３，０００円程度、新規四年制大学卒の場合は１８０，７００円程度です。（い

ずれも２０２０年４月採用時の初任給を、平成３１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。 

（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 試験会場 

会場：宗像市役所（宗像市東郷１－１－１） 

    ※市役所の駐車場を利用できます。 

 

＜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 

 

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/ 

 
 

 


