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令和２年度 北九州市職員（上級等）採用試験案内 
〔上級・一般事務員（行政Ⅲ）、保健師Ⅲ〕 

令和２年１０月２日 

北九州市人事委員会 

《受付期間》１０月５日(月) ８時３０分 ～ １０月２６日(月) １５時（受信有効）

電子申請のみでの受付となります。※「７ 受験手続」をよく読んで申し込んでください。
注 意 今年度実施の本市採用試験（6月実施の特別枠及び上級等採用試験、9月実施の初級

等採用試験及び障害者採用選考）との併願はできません。上記の試験に申込みをした

人は、本採用試験の申込みを受け付けませんので、あらかじめご了承ください。 

本試験の趣旨 

【行政Ⅲ】 新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、解雇や雇い止め、内定取り 

消し等によって働く場を失った若年者の再出発支援を目的とします。 

【保健師Ⅲ】 新型コロナウイルス感染症への体制強化のため、保健師の追加募集を行 

います。 

本試験の特徴 

① 第１次試験の教養試験は、従来の教養試験に替えて、ＳＰＩ３（※１）を使用しま

すので、公務員試験対策は不要です！ 

② 新型コロナウイルス感染症対策のため、ＳＰＩ３はＷＥＢテスト方式（自宅等で受

験）で実施しますので、遠隔地の方や日中時間が取りにくい方も受験しやすい試験で

す！ 

③ 行政Ⅲは、人物面や北九州市役所で働く意欲を重視した選考を行います。 

④ 保健師Ⅲは、受験資格の年齢制限を３５歳未満から５９歳未満に引き上げます。 

１ 試験区分、採用予定数、受験資格及び職務概要 

試験区分 採用予定数 受験資格 職務概要 

行政Ⅲ 

〔上級・一般事務員〕 
５名程度

平成２年４月２日から 

平成１１年４月１日までに生ま

れた人 ※２ 

市全般に係る事業の企画、予算、

広報、国際交流などに関する業務 

区役所等での税、保険、年金、福

祉、地域づくりなどに関する業務 

保健師Ⅲ 若干名

昭和３６年４月２日以降に生ま

れた人で、保健師免許を有する

人、又は令和３年３月までに実

施される国家試験により免許取

得見込みの人 

市民の健康生活に必要な保健指導

や相談、健康づくりなどに関する

業務 

・採用予定数は変更になることがあります。 

・職務概要は代表的な例であり、異なる職務に従事する場合もあります。 

※１ SPI３：基礎能力検査 

※２ 一般事務員（行政Ⅲ）については、平成１１年 4月2日以降に生まれた人で、次に掲げる人は受験

できます。（いわゆる「飛び級」の場合） 

(１) 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した人及び令和３年3月までに卒業見込みの人 

 (２) 人事委員会が(１)に掲げる人と同等の資格があると認める人 
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前頁の受験資格と次の(１)､(２)の要件を全て満たす人が受験できます。 

※受験資格がないことが判明した場合は合格を取り消します。また、申込書等の記載事項が正しくな 

いことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 

２ 日本国籍を有しない人の採用後の配置等 

「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」に携わる公務員については、日本国籍を必要とすると

いう「公務員に関する基本原則」に基づく任用制限により、北九州市では、日本国籍を有しない人は次の

(1)に該当する職務及び(2)に該当する職に就くことはできません。また、昇任についての考え方は(3)のと

おりです。 

 (1) 公権力の行使に該当する職務について（係単位で定めます。） 

  ・市民の権利又は自由を一方的に制限することとなる職務 

  ・市民に義務又は負担を一方的に課すこととなる職務 

  ・市民に対し強制力をもって執行する職務 

  ＜代表的な職務の具体例＞ 

  ・営業の停止命令、生活保護の決定、建築行為の許可、開発行為の規制等 

  ・租税の賦課、国民健康保険料の賦課等 

  ・租税の滞納整理、土地取得に伴う代執行、立入検査等 

 (2) 公の意思の形成への参画に該当する職について 

  北九州市副市長以下専決規程等に定める専決権を有する課長級以上の職及び市の基本施策の決定に携わ

る財政、人事、企画部門の係長級以上の職が該当します。 

 (3) 昇任について 

 「公務員に関する基本原則」に反しない範囲において昇任することができます。 

３ 試験日程、試験内容等 

（１）第１次試験 

日程及び場所 試験の内容・配点・方法等 

＜受験申込み時＞ 

10月5日（月）８時30分

から 

10月 26日（月）15時

まで 

＜行政Ⅲ／保健師Ⅲ＞

エントリーシート 

（※１） 

エントリーシートは口述試験の参考として使用しま

すが、受験申込み時にデータで提出していただき

ます。提出がない場合は、第１次試験（ＳＰＩ

３）を受験することができません。 

＜ＷＥＢテスト方式＞ 

（※２） 

11月1日（日）9時 

から 

11月 8日（日）１８時 

まで 

＜行政Ⅲ／保健師Ⅲ＞

教養試験（ＳＰＩ３）

【１０0点】 

基礎能力検査（言語能力及び非言語能力の測定）及

び性格検査をＷＥＢテスト方式にて行います。 

＜基礎能力検査 約 35分、性格検査 約 30分＞ 
※回答中に他者から助言を受けて回答する、第三者と共

同で受験する、第三者が受験を代行する等の不正行為を

固く禁じます。発覚した場合は、厳正に対処します。 

※受験の際に電卓・筆記用具・メモ帳を用意してくださ

い。 

※性格検査結果は、口述試験の参考として使用します。 

(1) 次のいずれかに該当する人 

ア 日本国籍を有する人 

イ 出入国管理及び難民認定法による永住者（令和３年3月までに資格取得見込みの人を含む。） 

ウ 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による特別 

永住者（令和３年3月までに資格取得見込みの人を含む。） 

(2) 次のいずれにも該当しない人 

ア 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 

イ 北九州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 

ウ 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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日程及び場所 試験の内容・配点・方法等 

下記の試験の受験対象者は、前頁のSPI3の成績順により決定します。（※３） 

１１月２２日(日) 

（※４） 

＜試験会場＞ 
ウェルとばた（※５） 
北九州市戸畑区汐井町１番６号 

＜行政Ⅲ／保健師Ⅲ＞

口述試験 

【２00点】 

個別面接を行います。

＜保健師Ⅲのみ＞ 

専門試験 

【100点】 

専門的知識、能力について択一式による筆記試験を

行います。30問出題し、全問必須解答です。 

＜１時間３０分＞

＜出題分野＞ 

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福

祉行政論等 

※１ エントリーシートの様式は、北九州市職員募集ホームページからダウンロードしてください（10月

5日掲載予定）。 

※２ 第１次試験のＳＰＩ３は、各自パソコン環境を確保したうえ、期間中（11月 1日（日）9時～11

月 8日（日）18時）に自宅等で受験していただきます。期間内に全ての科目の受験を完了していな

い場合は、未受験として扱います。 

※３ 第１次口述試験（行政Ⅲ／保健師Ⅲ）及び専門試験（保健師Ⅲのみ）受験対象者の決定等について 

  ・第１次試験のＳＰＩ３の成績順に決定します。 

  ・対象者発表は、11月 12日(木)９時にホームページで行います。第１次口述試験及び専門試験の時

間等も、併せてホームページに掲載します。 

※４ 第１次専門試験（保健師Ⅲのみ）注意事項（11月 22日（日）） 

  ・受験の際は、HBの鉛筆、プラスチック消しゴム、鉛筆削り、時計（計時機能のみのもの）を持参し

てください。（※専門試験はマークシート方式です。シャープペンシルは使えません。） 

  ・保健師免許を必要とする保健師Ⅲ区分の人は、第１次専門試験時に免許の写し（免許取得見込みの人

については、大学の卒業（見込み）証明書等）を提出してください。 

 ※５ 試験会場へのアクセスについては、当該施設のホームページ等で確認してください。 

◆第１次試験合格者の決定等について 

  ・第１次試験の総合成績により決定します。ただし、口述試験（行政Ⅲ／保健師Ⅲ）及び専門試験（保

健師Ⅲのみ）の成績がそれぞれ一定基準に満たない場合は、不合格となります。 

  ・合格発表は、12月 2日(水)９時にホームページで行います。第２次試験の日時及び場所等も、併せ

てホームページに掲載します。 

（２）第２次試験 

日程及び場所 試験の内容・配点・方法等 

＜試験会場＞ 
北九州市内 

１２月７日（月） 

＜行政Ⅲ＞ 

小論文 

【５0点】 

課題を与えます。    ＜１時間＞ 

＜保健師Ⅲ＞ 

論文 

【５0点】 

課題を与えます。    ＜１時間＞ 

１２月上旬 

＜行政Ⅲ／保健師Ⅲ＞ 

口述試験 

【100点】 

個別面接を行います。 

４ 最終合格者の決定等 

・第２次試験の総合成績により決定します。ただし、第２次試験の各試験の成績がそれぞれ一定基準に満

たない場合は、不合格となります。 

・合格発表は、１２月下旬に行います。発表日（第２次試験の際にお知らせします。）の９時にホームペ

ージで行います。 

・合格者には、発表日以降に合格通知を郵送します。 

※暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員）は最

終合格者として決定されません。（最終合格者決定にあたって、必要な官公庁へ照会を行います。）
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５ 採用試験結果の通知について 

第１次試験、第２次試験の不合格者のうち、希望する人に対して、本人の試験結果（得点、総合順位）

を本人宛に通知します。詳しくはホームページの「試験結果照会申出要領」をご覧ください。

※各試験の合格発表時に、ホームページに同申出要領を掲載します。 

６ 合格から採用まで 

 (1) 最終合格者は、試験区分ごとに作成される採用候補者名簿に記載し、任命権者（市長等）からの請求に

応じて提示を行います。任命権者はその中から採用者を決定します。 

 (2) 採用は、原則として、令和３年 4 月以降となります。ただし、既卒者等については、それ以前に採用さ

れる場合があります。 

 (3) 保健師免許を必要とする保健師Ⅲ区分の免許取得見込みの人が、受験資格に定める期間までに該当免許

を取得できなかった場合は、採用候補者名簿から削除されます。

 (4) 日本国籍を有しない人で、「永住者」又は「特別永住者」の在留資格を取得見込みの人は、令和3年 3 

月 31 日までにその取得ができない場合には採用されません。 

７ 受験手続（電子申請のみ） 

受付期間

10月 5日（月）８時30分 から 10 月 26 日（月）15時まで ※受信有効 

申込みは、受付期間中に正常に到達したもののみ有効とします。受付期間最終日は回線混雑

が予想されますので、余裕をもって申し込んでください。

申込み（送信）後、２時間経過しても申請到達メールが届かない場合は、必ず人事委員会

行政委員会事務局任用課（電話:093-582-3041）まで連絡してください。 

申込方法

手続は北九州市職員募集ホームページで確認してください。（携帯電話からは申込みできま

せん。） 

申込みの際は、必ずエントリーシートを電子データ（Word ファイル等）で添付してくだ

さい。（※エントリーシートは、データに直接入力しても、手書きしてスキャンしても構いません。）

エントリーシートの再提出は認めません。 

注意事項

パソコンの機種や動作環境等により電子申請が利用できない場合があります。 

（詳細は「北九州市電子申請・様式ダウンロード」左下の「動作環境について」を確認してください。） 
※受験票及び写真票の印刷にはＡ４サイズ対応のプリンタが必要です。プリンタを個人で所有していな

い場合は、コンビニエンスストアなどプリントサービスが利用できる施設で印刷してください。

※市からの確認メールが、一部 Web メールでは迷惑メールに振り分けられることがあります。確認メー

ルが届かない場合は迷惑メールフォルダを確認してください。メールアドレスやドメインの指定受信

をしている人は、「@elg-front.jp」を拒否しないでください。 

※電子申請に伴う通信回線上の障害等によるトラブル、パソコンの故障などについては一切責任を負い

ません。

SPI３ 

WEB 

テスト 

（※１）

受験申込みをされた方には、10 月 30 日（金）に「SPI３受験案内メール」が届きます。

その後、各自でパソコン環境を確保した上、下記期間中に自宅等で受験していただきます。  

受験期間：11月 1日（日）9時 ～ 11 月 8日（日）18時 

※メールアドレスを誤って登録し、市からのメールを受信できなかった場合、SPI３を受験できず、失格

となります。誤って登録しないよう、ご自身で十分に確認してください。

※携帯電話会社が提供するメールアドレスは登録しないでください。SPI３の受験手続きができず、受験

ができない可能性があります。 

※メールアドレスに誤りがない場合でも、市からのメールを受信できなければ SPI３を受験できず、失

格となります。メールの受信環境は各自でよく確認してください。 

重要 
⑴受験番号 

の確認 

⑵第１次口

述等試験

対象者の

確認 

⑶受験票及

び写真票

の作成

11 月 12 日（木）に下記項目をホームページで確認してください。 

⑴「受験番号確認表」を掲載しますので自分の受験番号を確認してください。 

⑵第１次口述等試験対象者の受験番号を掲載しますので、受験対象者になっているかどうかを

確認してください。（※受験対象者は、第１次試験の SPI３の成績順により決定します。）

⑶「受験票及び写真票（様式）」を掲載しますので、第１次口述等試験対象者になった方の

み、ダウンロードして印刷し必要事項を記入の上、写真（縦 4cm×横 3cm）を貼り、第１

次口述等試験当日（11 月 22 日（日））に必ず持参してください。写真が貼られていない

と受験できません。 
※受験票と写真票は切取り線に沿って２つに切り分けて持参してください。 

※受験番号は、「受験番号確認表」で確認の上、記入してください。 
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※１ SPI３受験に必要なパソコンの利用環境や注意事項、受験の流れなどについて、北九州市職員募集ホ

ームページに掲載する「第１次試験 ＳＰＩ３ WEBテストのご案内」で確認してください。 

【電子申請及び第１次試験のイメージ】 

※申請に係る注意事項 
・「①申請者情報登録（ＩＤ登録）」を行っただけでは、申込みは完了しません。「②申込書入力及び送信」を行い

必ず「⑦審査終了メール確認」で申込みが完了しているかを確認してください。 

 また、「②申込書入力及び送信」は1人1回のみです。何度もしないようにしてください。

・例年、誤った受験番号（他人の受験番号）で受験する人がいます。誤った受験番号で受験すると失格となる場合

もありますので、「受験番号確認表」で自分の受験番号をよく確認してください。 

・第１次口述等試験対象者は、第１次試験のＳＰＩ３の成績順により決定します。 

・大学のコードは、北九州市職員募集ホームページに掲載する「大学コード表」で確認してください。 

８ 申込書記入上の注意点

  ○記入事項に虚偽又は不正があった場合、北九州市職員として採用される資格を失うことがあり

ます。 

○電話番号は、必ず連絡のつく番号を記入してください。 
※申込内容等の確認のため、こちらからの連絡用に使用します。連絡が取れずに確認ができなかった場合、受付 

を行わない場合もありますので、ご注意ください。 

○氏名及び生年月日は、戸籍記載のとおり正確に記入してください。 

   ※その他の注意点は、電子申請の申込フォームの各欄に記載していますので、そちらを参照してく

ださい。 

以上の注意が守られていない場合、受付できないことがあります。 

申込書に記入漏れ等がないか、よく確認して申込みをするようにしてください。 

また、申込みにはエントリーシートの提出が必要です。忘れないようにしてください。

※下記注意事項参照 

北九州市職員募集ホームページ 

⑫ 受験票及び写真票様式 掲載

＜11月 12日（木）＞

⑫ 第１次口述等試験対象者発表 

申込者 

① 申請者情報登録(ＩＤ登録) 

② 申込書入力及び送信 

※エントリーシート添付必須 

⑤ 申請到達メール確認 

⑦ 審査終了メール確認 

＜11月 12日（木）＞ 

⑪ 受験番号確認 

第 1次口述等試験対象者のみ 

⑭ 受験票及び写真票作成

印刷（Ａ４サイズ） 

受験番号等記入、写真貼り付け 

受験票と写真票を２つに切り分け

２時間以内 

⑩ 受験番号確認表 掲載 

２～３日程度（土日除く） 

⑬ 第１次口述等試験対象者確認

閲 覧 

ダウンロード 

閲 覧 

北九州市電子申請サービス

③ 申込書到達 

④ 申請到達メール送信 

～ 審査 ～ 

⑥ 審査終了メール送信 

※下記注意事項参照 

北九州市人事委員会行政委員会事務局

⑧ SPI３受験案内メール 

＜11月１日（日） 9 時～ 

11 月8日（日）１８時＞ 

⑨ SPI3WEBテスト受験（自宅等）
＜10月 30日（金）＞
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９ 初任給等（令和２年４月現在） 

試 験 区 分 初 任 給（月額） 

行政Ⅲ 約１９２,０００円 

保健師Ⅲ 
大卒 約２１４,０００円

短大３卒 約２０３,０００円 

※上記初任給は、給与改定等により変更となる場合があります。また、各人の学歴や職歴に応じて一定の

基準により加算される場合があります。 

※上記初任給のほか、それぞれの支給要件に応じ、通勤手当、扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当等が

支給されます。 

１０ 勤務形態

（１）勤務時間 

  午前 8時 30分から午後５時15分まで （勤務場所により異なる場合があります。） 

（２）休日及び休暇 

○休日：土、日、祝日、年末年始 （勤務場所により異なる場合があります。） 

○休暇：年次有給休暇は４月採用の場合20日です。 

その他、忌引や産前産後、ボランティア等の特別休暇、子育てのために子どもが３歳に達する 

まで休業できる制度、小学校就学前まで勤務時間が短縮できる制度等があります。 

１１ その他 

 ○申込みができる試験区分は１つに限ります。（重複の申込みをした場合は失格となることがあ 

ります。） 

○応募者数などによっては、予定の会場以外で試験を行う場合がありますので、必ず受験票で受

験会場を確認してください。 

○試験は、人事委員会の指定した日時に受験していただくこととなります。指定日時の変更等

はできませんので、あらかじめご了承ください。 

○１科目でも試験を受験しなかった場合は、その段階で辞退したものとして取り扱います。 

○自然災害等による試験日程変更等、緊急連絡については、ホームページ及び北九州市コール

センター（電話：093-582-4894）でお知らせしますので、適宜ご確認ください。

○車椅子等を使用する人は、申込期間終了までに必ず、下記人事委員会行政委員会事務局任用

課までご連絡ください。 

○その他受験に際し、不明な点があれば、下記人事委員会行政委員会事務局任用課までお問い

合わせください。 

求める人材像

『熱く燃える志』『勇気と挑戦精神』 
『豊かなコミュニケーション』『未来を描き、実現する力』

を持ち、自己の能力を伸ばし、成長を重ねていく人

※ホームページに「求める人材像 解説シリーズ」を掲載していますので、そちらもご覧ください。

北九州市職員募集ホームページをご覧ください。

  採用試験に関する各種案内、合格発表、説明会情報等は、全てこちら 

に掲載します。（ https://city-kitakyushu-saiyo.jp/ ） 

北九州市人事委員会行政委員会事務局任用課
〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所庁舎西棟７階）

電話（０９３）５８２－３０４１ 


