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                             平成２９年２月２４日 

 豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 豊川市では、平成 30 年 4 月採用予定の職員募集を、次のとおり実施します。 

１ 採用予定職種、人員及び受験資格 

職 種 試験方式 人 員 受験資格 

事務職員 
ＳＰＩ方式 10人程度 

平成元年４月２日以降に生まれた方（※） 
一般方式 10人程度 

技術職員 

（土木） 

ＳＰＩ方式 あわせて 

８人程度 

平成元年４月２日以降に生まれ、土木（農業土木を含

む。）の学科を履修した方（※） 一般方式 

技術職員 

（建築） 

ＳＰＩ方式 あわせて 

２人程度 

平成元年４月２日以降に生まれ、建築の学科を履修した方

（※） 一般方式 

保健師 
ＳＰＩ方式 あわせて 

２人程度 

平成元年４月２日以降に生まれ、保健師の資格免許を有す

る方、又は平成30年３月31日までに取得見込の方 一般方式 

消防職員 一般方式 ８人程度 平成２年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方 

保育士 

（新卒者等対象） 
一般方式 13人程度 

平成２年４月２日以降に生まれ、保育士の資格免許を有す

る方、又は平成30年３月31日までに取得見込の方。ただ

し、保育士（経験者対象）の受験資格に該当する方を除

く。 

保育士 

（経験者対象） 
一般方式 ３人程度 

昭和33年４月２日以降に生まれ、保育士の資格免許を有

し、平成29年５月末現在、保育士又は幼稚園教諭としての

職務経験が５年以上あり、採用後、その知識や経験を活か

し、保育園のクラスを受け持つことができる方 

事務職員 

（身体障害者対象） 
一般方式 １人 

昭和52年４月２日以降に生まれた方で、身体障害者手帳の

交付を受け、その障害の程度が１級～６級の方 

※ ＳＰＩ方式での受験を希望する方は、上記要件に加えて、次のいずれかに該当することを受験

資格とします。 

(1) 学校教育法に定める大学、大学院、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した、又は平成 30

年 3月 31日までに卒業する見込 

(2) 学校教育法に定める専修学校の専門課程において専門士若しくは高度専門士の称号を付与され

た、又は平成 30年 3月 31日までに付与される見込 

 

50名を超える大型募集！ ＳＰＩを取り入れた試験を実施！ 
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２ 試験要綱・申込書類 

試験要綱・申込書類は、平成２８年３月１日（水曜）から人事課で配布します。ま

た、市ホームページからダウンロードも可能です。 

 

３ 試験スケジュール 

（１）ＳＰＩ方式（実施する職種のみ） 

試験申込 第１次試験 第２次試験 第３次試験 

4/10～5/6（消印有効） 

郵送で申込を受付 

 

 

5/29～6/2（１日） 

集団面接、書類審査 

 

 

６月中旬～６月下旬 

ＳＰＩ 

6/28～6/30（１日） 

集団討論、適性検査 

7/27～7/28（１日） 

個人面接、作文試験 

 

 

 

（２）一般方式 

試験申込 第１次試験 第２次試験 

5/15～6/10（消印有効） 

郵送で申込を受付 

 

 

 

7/10～7/21（１日） 

集団面接又は個人面接等 

7/23 

教養試験、適性検査 

 

8/14～8/25（１日） 

個人面接、集団討論、 

作文試験等 

8/28～9/1（１日） 

実技試験 

 

４ 情報の掲載について 

本市においては、一般社団法人日本経済団体連合会が示す採用選考に関する指針に基

づき、採用選考における広報活動を卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降としてい

ますので、情報の掲載にあたってご配慮いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【お問い合わせ先】 

豊川市役所 企画部 人事課 人事係：本田・神藤 

TEL 0533-89-2122  E メール jinji@city.toyokawa.lg.jp 



自己ＰＲ欄

「豊川市職員を志望した理由」と「自分のセールスポイント」などをＰＲしてください。

本欄への記入以外の資料添付は認めません。

※本欄は、第１次試験の選考資料となります。自筆で記入してください。

職種（試験を申し込む職種に○をつけてください。）

【ＳＰＩ方式】

　・技術職員（土木） 　・技術職員（建築）

【一般方式】

　・技術職員（土木） 　・技術職員（建築）

　・保育士（新卒等） 　・保育士（経験者）

　・事務職員(身体障害者対象)

ふりがな

生年月日 年齢

昭　和

平　成 年 月 日生 歳

現住所

〒 電話

携帯（◎）

e-mail

緊急連絡先（現住所と同じ場合は記入不要）

〒 電話

携帯

□対象職種 □対象年齢 □写真１枚（申込書に添付） □資格証明書類（写し）

□返信用封筒(長形３号、宛先明記、82円分の切手添付)

□対象年齢 □写真２枚（１枚は申込書に添付） □資格証明書類（写し）

資格・免許の名称及び取得年月日（見込を含む。） □身体障害者手帳（写し） □経験者対象は経験年数を満たしているか

□返信用封筒(長形３号、宛先明記、82円分の切手添付)

上記のとおり受験申込いたします。

加入した部活、サークル等（学生～社会人） 趣味・特技 なお、私は地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しません。

また、この申込書のすべての記入事項に相違ありません。

特筆すべき身体の状況（既往歴、障害等級等） 併願状況

豊川市長　山　脇　　　実　　殿

※は記入しないでください。

豊川市職員採用候補者試験申込書

※受付年月日 ※受験番号

本人氏名（自筆）

平成　　　　年　　　　月　　　　日

応募資格、添付書類等確認（レ点で確認してから発送してください。）

　・事　務　職　員 　・保　　健　　師

　・事　務　職　員 　・保　　健　　師

卒業（退職）年月日 身分
（職歴のみ）

◎内容確認をする場合がありますので、必ず記入してください。

氏　名

【 一 般 方 式 】

【 Ｓ Ｐ Ｉ 方 式 】

学校・企業等名称

写　真　貼　付

（4.5㎝×3.5㎝）

最近３か月以内に
撮影したもの 　・消　防　職　員

入学（就職）年月日
　学歴及び職歴
（学歴は高校から記
入し、必ず、学部・
学科まで記載する
こと。
職歴（アルバイト等
を含む。）のある方
は必ず記入し、従
事内容を詳しく記載
すること。
長期休業期間があ
る方は必ず記入す
ること。
書ききれない場合
は、別紙に記載す
ること。書式自由）
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平成30年４月１日採用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 採用予定職種、人員及び受験資格                        

 

職 種 試験方式 人 員 受験資格 

事務職員 
ＳＰＩ方式 10 名程度 

平成元年４月２日以降に生まれた方（※） 
一般方式 10 名程度 

技術職員（土木） 
ＳＰＩ方式 あわせて 

８名程度 

平成元年４月２日以降に生まれ、土木（農業土木を含

む。）の学科を履修した方（※） 一般方式 

技術職員（建築） 
ＳＰＩ方式 あわせて 

２名程度 

平成元年４月２日以降に生まれ、建築の学科を履修し

た方（※） 一般方式 

保健師 
ＳＰＩ方式 あわせて 

２名程度 

平成元年４月２日以降に生まれ、保健師の資格免許を

有する方、又は平成30年３月31日までに取得見込の方 一般方式 

消防職員 一般方式 ８名程度 
平成２年４月２日から平成12年４月１日までに生ま

れた方 

保育士 

（新卒者等対象） 
一般方式 13 名程度 

平成２年４月２日以降に生まれ、保育士の資格免許を

有する方、又は平成30年３月31日までに取得見込の

方。ただし、保育士（経験者対象）の受験資格に該当

する方を除く。 

保育士 

（経験者対象） 
一般方式 ３名程度 

昭和33年４月２日以降に生まれ、保育士の資格免許を

有し、平成29年５月末現在、保育士又は幼稚園教諭と

しての職務経験が５年以上あり、採用後、その知識や

経験を活かし、保育園のクラスを受け持つことができ

る方 

事務職員 

（身体障害者対象） 
一般方式 １名 

昭和52年４月２日以降に生まれた方で、身体障害者手

帳の交付を受け、その障害の程度が１級～６級の方 

※ ＳＰＩ方式での受験を希望する方は、上記要件に加えて、次のいずれかに該当することを受験資格

とします。 

(1) 学校教育法に定める大学、大学院、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した、又は平成30年

3月31日までに卒業する見込 

(2) 学校教育法に定める専修学校の専門課程において専門士若しくは高度専門士の称号を付与され

た、又は平成30年3月31日までに付与される見込 

 

ＳＰＩ方式

一般方式 
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【注意事項】 

◇ 複数の職種を併願することはできません。また、ＳＰＩ方式と一般方式を併願することはできません。 

◇ 次のいずれかに該当する方は受験できません。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人 

(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者 

(3) 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者 

◇ 消防職員以外の職種については、日本の国籍を有しない方も、次のいずれかに該当すれば受験できます。

ただし、合格しても公権力の行使又は公の意思形成への参画に該当する職務には就けません。 

(1) 出入国管理及び難民認定法による永住者である者 

(2) 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別法による特別永住

者である者 

◇ 受験資格に定める資格免許を取得見込の方は、取得できなかった場合は採用されません。 

◇ 保育士（経験者対象）受験者の経験年数の計算にあたっては、１年以上（長期休業期間（病休・産休・

育児休業等）を除く。）継続して就業していた期間が該当し、職務経験が複数ある場合は通算できます。

ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合はいずれか一方のみの職歴とします。 

◇ 車椅子、拡大読書機等の使用等、身体等の事情により特に配慮が必要となる事項がある場合は、事前に

相談してください。 

 

２ 試験日程、試験科目                              
（１）ＳＰＩ方式 

区 分 内 容 

対象職種 事務職員、技術職員（土木）、技術職員（建築）、保健師 

第１次試験 5/29～6/2で指定する１日 集団面接、書類審査 

第２次試験 
６月中旬～６月下旬 ＳＰＩ 

6/28～6/30で指定する１日 集団討論、適性検査 

第３次試験 7/27～7/28で指定する１日 個人面接、作文試験 

※ 日時、会場等の詳細は、別途通知します。 

※ 各試験の結果は、合格者の受験番号（第１次試験の案内通知に記載します。）を市ホームページに掲

載します。 

 

（２）一般方式 

区 分 内  容 

対象職種 採用予定の全職種 

第１次試験 

･事務職員 

･技術職員（土木） 

･技術職員（建築） 

･保健師 

･消防職員 

･保育士（新卒者等対象） 

7/10～7/21で指定する１日 集団面接、書類審査 

7/23 教養試験、適性検査 

･保育士（経験者対象） 
7/10～7/21で指定する１日 

集団面接、作文試験、適性検査、書類審査 

･事務職員（身体障害者対象） 
7/10～7/21で指定する１日 個人面接、書類審査 

7/23 教養試験、適性検査 
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区 分 内  容 

第２次試験 

･事務職員 

･技術職員（土木） 

･技術職員（建築） 

･保健師 

8/14～8/25で指定する１日 

個人面接、集団討論、作文試験 

･消防職員 
8/14～8/25で指定する１日 

個人面接、集団討論、体力測定 

･保育士（新卒者等対象） 

8/14～8/25で指定する１日 

個人面接、集団討論、作文試験 

8/28～9/1で指定する１日 実技試験 

･保育士（経験者対象） 
8/14～8/25で指定する１日 個人面接 

8/28～9/1で指定する１日 実技試験 

･事務職員（身体障害者対象） 8/14～8/25で指定する１日 個人面接、作文試験 

※ 日時、会場等の詳細は、別途通知します。 

※ 各試験の結果は、合格者の受験番号（受験票に記載します。）を市ホームページに掲載します。 

 

３ 試験の内容                                  

 

試験科目 内  容 実施試験区分 

面接試験 
主として人物についての面接（個人又は集団）による口述

試験、集団討論 

ＳＰＩ方式 

一般方式 

ＳＰＩ 

ＳＰＩ３による性格特徴及び知的能力に関する総合検査 

性格特徴検査：自宅などのパソコン又はスマートフォ 

ンで受検します。（30分） 

知的能力検査：テストセンター会場のパソコンで受検 

します。（35分） 

ＳＰＩ方式 

教養試験 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判

断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能について

の択一式の筆記試験（120分） 

※10ポイント程度の活字印刷により出題します。 

一般方式 

適性検査 
職員として職務遂行上必要な素質、性格の検査（60分） 

※ＣＤ音声により実施します。 

ＳＰＩ方式 

一般方式 

書類審査 試験申込書の「自己ＰＲ書」（自筆） 
ＳＰＩ方式 

一般方式 

作文試験 

文章による表現力、課題に対する理解力、思考力について

の筆記試験 

※10ポイント程度の活字印刷により出題します。 

ＳＰＩ方式 

一般方式 

体力測定 職務遂行に必要な基礎体力の検査 一般方式 

実技試験 実技を通して保育士に必要となる適性の判定 一般方式 
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４ 受験手続                                   

 

申込書類の 

送 付 先 

豊川市役所企画部人事課（本庁舎２階） 

豊川市諏訪１丁目１番地（〒４４２－８６０１） 

電話 ０５３３－８９－２１２２(直通） 

 

（１）ＳＰＩ方式 

申 込 手 続 

・申込は、リクナビ2018から行ってください。リクナビ2018の利用には、会員登

録（無料）が必要です。その際、登録するメールアドレスは、必ずパソコン用

又はスマートフォンのメールアドレスを使用してください。 

・上記申込とともに、下記の提出書類を郵送してください。（両方の手続きをす

る必要があります。） 

・提出書類については、必要事項を自書した試験申込書と関係書類を封筒（角型

２号）に入れ、「職員採用試験申込」と朱書きし、郵送してください。 

・インターネット上で申込書等の用紙をプリントアウトして申込むことも可能

です。 

申 込 期 間 平成29年４月10日（月曜）から５月６日（土曜）まで（消印有効） 

提 出 書 類 

全職種共通 

・豊川市職員採用候補者試験申込書（Ａ３） 

写真を必ず添付する（最近３か月以内に撮影した上半身脱

帽正面向のもの。写真の大きさは、縦4.5cm×横3.5cm） 

・82円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒（長形３号） 

保健師 ・保健師の資格免許を有する者は資格証(写し) 

全職種共通 

(第１次試験合格者) 

第２次試験時に、以下の書類を提出してください。 

・最終学校の成績（単位修得）証明書 

・最終学校が大学院の場合、大学の卒業証明書及び成績（単位

修得）証明書 

ＳＰＩ 

(第１次試験合格者) 

委託事業者である株式会社リクルートキャリアからＳＰＩ受検に関するメール

が届きます。当メールの案内に従い、知的能力検査を予約したうえで、自宅など

で性格特徴検査を受検した後、テストセンター会場で知的能力検査を受検してく

ださい。 

注意事項 

・申込手続、提出書類に不備、不足等があると受付ができませんので、十分注意

してください。 

・リクナビ2018の会員登録について、携帯電話のメールアドレスは使用しない

でください。メールの受信ができずに、試験に関するメールが届かない場

合があります。 

・使用するパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについては、豊川

市は一切の責任は負いません。 

・リクナビ2018は、利用者への事前通知なく、変更、一時的若しくは中期的な

中断又は終了をすることがありますので、あらかじめご了承ください。 

・第１次試験の詳細通知は、５月中旬に郵送します。５月19日（金曜）までに到

着しない場合は、必ず企画部人事課へお問い合わせください。 
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（２）一般方式 

申 込 手 続 

・提出書類については、必要事項を自書した試験申込書と関係書類を封筒（角型

２号）に入れ、「職員採用試験申込」と朱書きし、郵送してください。 

・インターネット上で申込書等の用紙をプリントアウトして申込むことも可能

です。 

申 込 期 間 平成29年５月15日（月曜）から６月10日（土曜）まで（消印有効） 

提 出 書 類 

全職種共通 

・豊川市職員採用候補者試験申込書（Ａ３） 

・写真２枚（最近３か月以内に撮影した上半身脱帽正面向のも

の。１枚は申込書に貼り、他の１枚は申込書と同時に送るこ

と。写真の大きさは、縦4.5cm×横3.5cm） 

・82円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒（長形３号） 

保健師 ・保健師の資格免許を有する者は資格証(写し) 

保育士 ・保育士証（写し）又は資格取得見込証明書 

事務職員 

(身体障害者対象) 

・身体障害者手帳の本人の氏名、生年月日、現住所、障害名、

等級が分かる部分の写し（第１次試験の際に原本を提示） 

全職種共通 

(第１次試験合格者) 

第２次試験時に、以下の書類を提出してください。 

・最終学校の成績（単位修得）証明書 

・最終学校が大学院の場合、大学の卒業証明書及び成績（単位

修得）証明書 

注意事項 

・申込書・提出書類に不備、不足等があると受付ができませんので、十分注意し

てください。 

・「受験票」と第１次試験（面接試験）の詳細通知は、６月下旬に郵送します。

６月30日（金曜）までに到着しない場合は、必ず企画部人事課へお問い合わせ

ください。 

 

５ 申込書記入等にあたっての主な注意事項                     

（１）申込書はＡ３サイズです。 

（２）職種欄について、試験を申し込む職種に○をつけてください。 

（３）緊急連絡先欄について、受験者本人と連絡が取れない場合等に連絡が取れる連絡先を

記入してください。 

（４）職歴について、身分欄に身分（正社員、アルバイト等）を記入してください。また、

長期休業期間（病休・産休・育児休業等）がある場合は、その期間等がわかるように記

入してください。 

（５）特筆すべき身体の状況欄について、既往歴や障害の等級等、雇用主として特に配慮が

必要となる事項について記入してください。 

（６）自己ＰＲ欄について、自筆で記入してください。なお、自己ＰＲについて、本欄への

記入以外の資料添付は認めません。 

（７）申込書右下の署名欄について、忘れずに署名してください。 

（８）応募資格、添付書類等確認欄を活用し、不足書類等がないよう確認のうえ、申込書類

を提出してください。 

（９）同封していただく返信用封筒で第１次試験の案内等を郵送しますので、「４ 受験手

続」に記載する送付予定時期に受け取ることができる宛先を記入してください。 
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６ 待遇                                     

１ 初任給（平成30年４月１日現在の見込額。下記金額には地域手当を含みます。ただし、

給与制度の改正により、変更することがあります。） 

【一般行政職】大学卒 195,888円、短２卒 174,582円、高校卒 159,530円 

※ 初任給は、職種、最終学歴、職務経験の内容及び期間に応じて加算されます。 

    （例）年齢22歳、大卒で職務経験がない場合     195,888円 

年齢27歳、大卒で職務経験が５年である場合  212,106円 

２ 職員手当 

豊川市職員給与条例等に基づき、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、時間外

勤務手当、期末・勤勉手当等をそれぞれの支給条件に応じて支給します。 

３ 休日・休暇 

休  日／土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始。ただし、消防署・保育園など

勤務場所によっては変則勤務があります。 

年次休暇／１年度（４月から３月まで）に20日 

特別休暇等／慶弔休暇・夏季休暇・結婚休暇・ボランティア休暇・ 

産前産後休暇・育児休業・子の看護休暇・妻の出産付添休暇・ 

男性職員の育児参加休暇・介護休暇・早出遅出勤務など 

 ４ その他 

   退職手当の勤続期間の計算において、職務経験の期間（他の地方公務員等の期間を含

む。）は通算されません。 

 

７ 緊急時の対応                                 

台風や地震等の自然災害等により試験日程等を変更する場合は、当日の午前７時までに

市ホームページに情報を掲載しますので、ご確認ください。 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/jinnjishokuinsaiyo/shokuinsaiyo/saiyoshiken.html 

 

８ 試験成績の開示                               

試験の成績については、以下の規定に基づき、口頭又は電話で開示します。 

試験方式 請求できる方 開示内容 開示期間 開示方法 

ＳＰＩ方式 

第１次試験不合格者 
・総合得点及び 

総合順位 

・各試験の合格者発表 

の日から１か月間 

・受付時間 

9：00～17：00 

（市役所の開庁日のみ） 

受験者本人が、企画

部人事課へお問い

合わせください。 

その際、受験番号等

を確認させていた

だきます。 

第２次試験不合格者 
・総合得点及び 

総合順位 

第３次試験不合格者 
・総合得点及び 

総合順位 

一般方式 

第１次試験不合格者 

・総合得点及び 

総合順位 

・教養試験の素点 

及び順位 

第２次試験不合格者 
・総合得点及び 

総合順位 

※ 受験者本人に対してのみ開示します。 

※ 各試験において、受験しなかった科目がある場合は、試験成績は開示しません。 
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９ 採用試験Ｑ＆Ａ                                

採用試験のことや過去の採用試験の倍率、豊川市役所のこと、採用後の配属・人事異動、

給料・ボーナス、人材育成、職員の仕事と子育ての両立支援のことなど、よくある質問を

Ｑ＆Ａにまとめ、市ホームページに掲載しています。 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/jinnjishokuinsaiyo/shokuinsaiyo/saiyoshikenqanda.html 

 

10 先輩職員のメッセージ                             

先輩職員から、皆さんに向けてのメッセージを掲載しています。豊川市職員として働

く中で感動したこと、やりがいを感じたこと、現在の担当業務に対する想いなど、生の

声を掲載しています。 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/jinnjishokuinsaiyo/shokuinsaiyo/senpaimessage.html 

 

  技術職員（土木・建築）を目指す方は、こちらのホームページをご覧ください。 

本市における土木・建築技師の役割、求められる土木・建築技師像、市の主要プロジェ

クトを紹介しています。 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/jinnjishokuinsaiyo/shokuinsaiyo/dobokuguide.html 

 

  保健師を目指す方は、こちらのホームページをご覧ください。 

本市における保健師が活躍する職場と主な活動内容を紹介しています。 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/jinnjishokuinsaiyo/shokuinsaiyo/hokennshiguide.html 

 

11 その他                                    

１ 申込受付後、試験申込書その他の一切の書類はお返ししません。 

２ 申込書等の用紙を郵送で請求する場合は、92円分の切手を貼った宛先明記の返信用

封筒（長形３号）を必ず同封してください。 

３ その他不明な点は市役所企画部人事課人事係までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣伝部長のボクと一緒に 

豊川市を盛り上げるだリン☆ 

豊川市宣伝部長 

兼おもてなＣ部長 
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豊川市は、求められる職員像“３Ｃ”を次のように定めています。 

これらの達成に向け、知恵をしぼり、汗をかき、市民サービスの向上を目指す方

の応募をお待ちしています。 

Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ 

お客様（＝市民）目線で、お客様満足度の最大化を図る職員 

Ｃａｒｅｅｒ Ｕｐ 

自分自身や部下のキャリアアップに関心を持ち、自学する職員 

Ｃｉｔｙ Ｓａｌｅｓ Ｐｅｒｓｏｎ 

豊川市の魅力をアップし、戦略的に発信することのできる職員 

 

【問い合わせ先】 

豊川市役所企画部人事課人事係（本庁舎２階） 

豊川市諏訪１丁目１番地（〒４４２－８６０１） 

電話 ０５３３－８９－２１２２(直通） 

      E-mail:jinji@city.toyokawa.lg.jp 

URL:http://www.city.toyokawa.lg.jp/ 

 


