行橋市職員採用試験
●第一次試験日

９月 22 日（日）
●会場：西日本工業大学

上級

平成 4 年４月２日～平成 10 年４月１日に生まれた人

▼事務職（情報） 採用予定人数 1 人程度

①昭和 59 年４月２日～平成 10 年４月１日に生まれた人
②民間企業等において、情報システムの開発、運営管理など
の職務経験を５年以上有する人（令和元年６月末日現在）
③情報処理技術者試験のうち別表で指定する資格を有する人
※「民間企業等において、情報システムの開発、運営管理
などの職務経験」とは、公務員、会社員、自営業者等と
して１年以上継続して就業していた期間が該当します。
ただし、非常勤のアルバイト、パートタイマーとしての
職務経験は該当しません。職務経験が複数ある場合は通
算することが出来ますが、同一期間内では、いずれか一
方のみの職歴に限ります。
《別表》事務職（情報）の受験資格で指定する資格一覧

昭和 59 年４月２日～平成 10 年４月１日に生まれた人

▼技術職（保健師） 採用予定人数 2 人程度

身体障害者福祉法第 15 条に定める身体障害者手帳の交付を
受け、その障害の程度が 1 級から 6 級までの人で、次の要
件を全て満たす人
①昭和 59 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1 日までに生まれた人
②自力により通勤ができ、かつ、介護者なしで職務の遂行
が可能な人
③活字印刷文による出題及び口頭による面接試験に対応で
きる人

▼技術職（土木） 採用予定人数 1 人程度

平成 10 年４月２日～平成 14 年４月１日に生まれた人

①平成 4 年４月２日～平成 14 年４月１日に生まれた人
②以下の身体基準
（視力）両眼とも 0.6 以上又は矯正視力 1.0 以上であること
（色覚）赤・青・黄色の識別ができること
（聴力）2 ｍの距離で低語が聴取できること
③日本国籍を有する人
④準中型自動車運転免許（5 ｔ限定を除く）を取得している
人、または採用後 2 年以内に自己において取得できる人

申込書の請求
申込書の請求窓口は、行橋市役所４階の総務課職
員係です。 郵送で申込書を請求する場合は、封筒の

表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、120 円切
手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号：Ａ４
用紙が折らずに入る大きさ）を同封してください。
また、市ホームページからもダウンロードで
きます。ダウンロードする場合は、用紙のサイ
ズ・厚さにご注意ください。

申込の受付
7 月 16 日（火）～ 8 月 15 日（木）
８時 30 分から 17 時までに市役所総務課職員係で
所定の試験申込書にてお申し込みください（土・日

泉小学校体育館

泉第二（泉小学校体育館）
●泉中央四丁目1-1

投票入場券（ハガキ）に記載している投票所を確認の
うえ投票をお願いします。
入場券をなくしたり届いていない場合でも、身分を証
明できる書類（免許証・保険証等）があれば投票でき
ますので、投票所の受付係にお申し出ください。

投票時間は、7 時から 20 時までです。
行橋小学校体育館

今川小学校
体育館

蓑島小学校
体育館

今 川（今川小学校体育館）
●宝山857

郵送で申し込む場合は、簡易書留としてください。
ただし、８月 15 日までの消印があり、かつ書類が完
備されたものに限り受け付けます。
※受験資格である資格・免許を取得している人は、
申込の際に、資格免許の写し（Ａ４サイズ）を添
付してください。

現に保健師免許を有する人または令和２年３月までに免許

市総務課 職員係 ℡ 25-1111（内線 1434）

蓑 島（蓑島小学校体育館）

大橋第一（行橋小学校体育館）

●蓑島841-1

●大橋二丁目17-1
行橋公民館

稗田小学校
体育館

専用
駐車場

認定こども園
ときいろ

稗 田（稗田小学校体育館）
●下稗田967

今元
小学校
体育館

●婚礼貸衣装店

大橋第二（行橋公民館）

今 元（今元小学校体育館）
●元永687

20

●西宮市二丁目1-7

仲津中学校体育館

延永小学校
体育館

行橋南小学校体育館

延 永（延永小学校体育館）
●上津熊125

仲 津（仲津中学校体育館）

大橋第三（行橋南小学校体育館）

●稲童3104

塚田
第一公民館

●南大橋二丁目5-1

京築

新田原老人いこいの家

曜日、祝日は除く）。

★その他詳細は、市ホームページをご確認ください
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いずみ保育園

▼消防職 採用予定人数 5 人程度

昭和 59 年４月２日～平成 10 年４月１日 に生まれた人で、

取得見込みの人
③

▼事務職（身体障がい者対象） 採用予定人数 2 人程度

延永第二（塚田第一公民館）

仲津第二（新田原老人いこいの家）

●草野109

●道場寺1446-25

西宮市３区
集会所

西宮市（西宮市３区集会所）
●西宮市四丁目15-20
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時

▼技術職（土木） 採用予定人数 2 人程度

行橋市選挙管理委員会 ℡ ２５ - ９６５５

平成 10 年４月２日～平成 14 年４月１日に生まれた人

◆投票時間 ８時 分～
◆場所 行橋市役所 階

（ア）基本情報技術者試験 （イ）応用情報技術者試験
（ウ）ＩＴストラテジスト試験 （エ）システムアーキテク
ト試験 （オ）プロジェクトマネージャ試験 （カ）ネッ
トワークスペシャリスト試験 （キ）データベーススペ
シャリスト試験 （ク）エンベデッドシステムスペシャリ
スト試験 （ケ）情報セキュリティスペシャリスト試験
（コ）ＩＴサービスマネージャ試験（サ）システム監査技
術者試験 （シ）情報処理安全確保支援士試験 （ス）シ
ステムアナリスト試験 （セ）アプリケーションエンジニ
ア試験 （ソ）ソフトウェア開発技術者試験 （タ）テク
ニカルエンジニア試験 （チ）情報セキュリティアドミニ
ストレータ試験 （ツ）上級システムアドミニストレータ
試験 （テ）システム運用管理エンジニア試験 （ト）プ
ロダクションエンジニア試験 （ナ）マイコン応用システ
ムエンジニア試験 （ニ）第一種情報処理技術者試験
（ヌ）第二種情報処理技術者試験

椿市小学校が投票所であった区域の方の投票所が、 今回から変わります。

日（土）まで

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する（平
成 16 年１月以前に財団法人日本情報処理開発協会が実施
したものを含む。）、次の（ア）～（ヌ）のいずれかの試験

▼事務職 採用予定人数 2 人程度

期日前投票・不在者投票は７月

▼事務職 採用予定人数 2 人程度

参議院議員通常選挙の投票日は 7 月 21 日（日）です

初級

椿市地域交流センター
「椿の里」

椿市（椿市地域交流センター）
●長尾518-2 ※小学校から変更

泉中学校体育館

泉（泉中学校体育館）
●西泉五丁目7-1

行橋北小学校
体育館

行橋北（行橋北小学校体育館）
●行事六丁目20-1
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②

