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北九州市小倉北区城内１番１号
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○ 育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の指定【保健福祉
局障害福祉部障害者支援課】

２

○ 精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の指定【保健福祉局障害福
祉部精神保健福祉課】

３

○ 令和２年度固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧
帳簿の縦覧期間、縦覧時間及び縦覧場所【財政局税務部固定資産税課
】

４

◇

上下水道局

○ 排水設備指定工事店の指定【上下水道局下水道部下水道計画課】
５
◇

人事委員会

○ 令和２年度北九州市職員（特別枠）採用試験の実施【行政委員会事務
局任用課】

1

６

北九州市告示第５０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年
法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指
定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の
とおり告示する。
令和２年３月２日
北九州市長

北

橋

健

治

薬局（育成医療及び更生医療）
指定自立支援医療
機関の名称
レインボー薬局

指定自立支援医療機関の所在地

指定年月日

北九州市八幡東区中央二丁目８番

令和２年３月

１７号

１日

2

北九州市告示第５１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年
法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支
援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告
示する。
令和２年３月２日
北九州市長
１

北

橋

健

治

病院又は診療所（精神通院医療）
指定自立支援医療機関
の名称
ホームクリニック八幡

指定自立支援医療機関の所在地

指定年月日

北九州市八幡西区楠橋６５番２号

令和２年３
月１日

２

薬局（精神通院医療）
指定自立支援医療機関
の名称
レインボー薬局

メープル薬局緑ヶ丘店

指定自立支援医療機関の所在地

指定年月日

北九州市八幡東区中央二丁目８番

令和２年３

１７号

月１日

北九州市小倉北区日明二丁目９番

令和２年３

２２号

月１日

3

北九州市告示第５２号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第３項の規定により、令
和２年度固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期間、縦覧時間及び縦覧場所を次のとおり告示する。
令和２年３月２日
北九州市長
１

北

橋

健

治

縦覧期間
令和２年４月１日から同月３０日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に
関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

２

縦覧時間
午前８時３０分から午後５時まで。ただし、木曜日は午後７時まで。

３

縦覧場所
資産の所在区

縦覧場所

門司区、小倉北区及び小倉南区

北九州市小倉北区大手町１番
１号
財政局東部市税事務所固定資
産税課

若松区、八幡東区、八幡西区及び戸畑区

北九州市八幡西区黒崎三丁目
１５番３号
財政局西部市税事務所固定資
産税課

4

北九州市上下水道局告示第３号
北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する
排水設備指定工事店を次のとおり指定した。
令和２年３月２日
北九州市上下水道局長
指定番号

工事店名

所在地

中

西

満

信

指定の有効期間

代表者
３１６３

株式会社アクア設

北九州市小倉南区

令和２年３月１日か

備

大字貫１８０６番

ら令和６年５月３１

地３

日まで

ＡＱＵＥＬ

北九州市八幡東区

令和２年３月１日か

下村純平

清田一丁目９番２

ら令和６年５月３１

号

日まで

鏡
５０４６

五郎

5

北九州市人事委員会公告第２号
令和２年度北九州市職員（特別枠）採用試験を実施するため、職員採用試験
規則（昭和３８年北九州市人事委員会規則第４号）第８条の規定に基づき次の
とおり公告する。
令和２年３月２日
北九州市人事委員会委員長

6

河

原

一

雅

令和２年度 北九州市職員（特別枠）採用試験案内
〔上級：一般事務員、一般技術員〕
令和２年３月２日
北九州市人事委員会

《受付期間》３月９日(月)

〜 ３月３０日(月) １５時

８時３０分

原則電子申請での受付となります。※「８
注

（受信有効）

受験手続」をよく読んで申し込んでください。

意

通常試験（6 月 2８日(日)実施予定の本市上級等採用試験）との併願はできません。
今回、本採用試験の申込みをした人については、上記通常試験の申込みをされても受け付
けませんので、あらかじめご了承ください。

★今年度試験の重要点
① 一般技術員の試験区分を新設しました。（土木・建築）
下記１のとおり、試験区分を新設します。なお、東京会場は第１次口述等試験のみです。

②

試験日当日の持参物にご注意ください。
土木・建築区分の第１次口述等試験対象者は、４月２６日（日）の試験日に土木・建築等
の専門性が分かる履修履歴（成績証明書等）を持参してください。

特別枠のポイント
①

筆記試験はいわゆる「公務員試験」ではなく、民間志望者も受験可能な試験を実施します。

②

面接を充実し、人物面や市役所で働く意欲を重視した選考を行います。

③

通常試験よりも試験日程を前倒しし、最終合格の時期も早めます。

④

第１次試験、第２次試験を「東京会場」でも実施します。
※土木・建築区分の第２次試験は北九州会場のみ。また、第３次試験は全区分とも北九州会場のみ。

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
特別枠（行政）
〔上級・一般事務員〕
２０名程度
特別枠（土木）
〔上級・一般技術員〕
５名程度
特別枠（建築）
〔上級・一般技術員〕
若干名

受験資格

職務概要

平成５年４月２日から
平成１１年４月１日までに
生まれた人

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

平成３年４月２日から
平成１１年４月１日までに
生まれた人 ※

道路、公園、河川、上下水道・港湾・農政等の公
共事業に関する企画立案、調査研究、設計積算、
工事監督、維持修繕などに関する業務

平成３年４月２日から
平成１１年４月１日までに
生まれた人 ※

公共建築物に関する企画立案、調査研究、建築物
に関する指導審査や都市景観、都市開発などに関
する業務

※土木・建築区分については、受験資格に学歴は問いませんが、口述試験においてそれぞれの分野の専
門性（大学卒程度）を評価します。
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・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。
・上記受験資格以外に、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

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。
(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

※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。
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３

試験日程、試験内容等
第１次試験
日程及び場所

〔書類選考〕

試験の内容・配点・方法等
エントリーシート
【50 点】

所定様式に志望意欲や自己ＰＲ等を記入し、
受験申込み時に提出していただきます。

下記の試験の受験対象となるのは、書類選考通過者のみです。（対象者決定方法等は下記参照）

4 月２６日(日)
＜北九州会場＞
北九州市立大学北方ｷｬﾝﾊﾟｽ

適性検査
【50 点】

北九州市小倉南区北方四丁目２番１号

＜東京会場＞
都市センターホテル
東京都千代田区平河町二丁目４番１号

口述試験
【100 点】

職務遂行に関連する知的能力及び性格傾向の
検査を行います。
※性格傾向の検査については、第２次試験以降の
口述試験等の参考として使用します。

個別面接を行います。

※第１次口述等試験対象者の決定等について
・受験申込み時に提出したエントリーシートの成績順に決定します。
・対象者発表は、４月１６日(木)午前９時にホームページで行います。第１次口述等試験の時間等
も、併せてホームページに掲載します。
※第１次口述試験注意事項（４月２６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。また、土木・建築区分の受験者は、専門性が分かる履修履歴（成績証明書等）
を４月２６日（日）の試験日に持参してください。なお、当日の持参が困難な方につきましては、
４月３０日（木）必着で人事委員会事務局任用課まで郵送してください。
・第１次口述等試験は、北九州会場と東京会場で実施します。どちらで受験するか選択してくださ
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、適性検査及び口述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、５月７日(木)午前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。

第２次試験
日程及び場所

5 月１４日(木)､１５日(金)
のいずれかの日

試験の内容・配点・方法等
グループワーク
【100 点】

与えた課題についてグループワークを行いま
す。

＜北九州会場＞
ウェルとばた
北九州市戸畑区汐井町１番６号

＜東京会場＞
都市センターホテル

個別面接を行います。
口述試験
【100 点】

※土木・建築区分では、履修履歴を参考資料として
使用します。（点数化はしません）

東京都千代田区平河町二丁目４番１号
※土木・建築区分については、全員北
九州会場での受験となります。
(東京会場では実施しません。)

※第２次試験合格者の決定等について
・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。
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・合格発表は、５月下旬の発表日（第２次試験の際にお知らせします。）の午前９時にホームペー
ジで行います。第３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。

第３次試験
日程及び場所

４

試験の内容・配点・方法等

5 月下旬頃

小論文
【50 点】

＜北九州会場＞

口述試験
【100 点】

課題を与えます。＜１時間程度＞
個別面接を行います。
※土木・建築区分では、履修履歴を参考資料として
使用します。（点数化はしません）

最終合格者の決定等
・第３次試験の総合成績により決定します。ただし、第３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、６月中旬に行います。発表日（第 3 次試験の際にお知らせします。）の午前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。）

５

採用試験結果の通知について
第１次試験、第２次試験、第３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

試験問題の例題公表について
令和元年度試験で出題した小論文課題等をホームページに掲載します。掲載期間は令和２年３月２
日（月）から令和３年度の特別枠採用試験公告日の前日までです。

７

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) 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。

８

受験手続
(１) 電子申請の場合《原則》
3 月９日（月）８時 30 分 から 3 月３０日（月）15 時まで ※受信有効

受付期間

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。
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手続きはホームページで確認してください。
（携帯電話からは申込できません。
）
申込みの際は、必ずエントリーシートを電子データ（PDF ファイル等）で添付してく
ださい。
申込方法

（※エントリーシートは、ダウンロードしたデータに直接入力しても、手書きしても構いませ
ん。
）
（エントリーシートを添付不能の場合は郵送申込みしてくださ
エントリーシートの再提出は認めません。
い。）

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。）

注意事項

重要
受験番号
の確認
第１次口
述等試験
対象者の
確認
受験票及
び写真票
の作成

※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。印刷できない方は、電子申
請は利用できませんので、郵送申込みをしてください。
※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。

４月１６日（木）に下記項目をホームページで確認してください。
「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。
第１次口述等試験対象者の受験番号を掲載しますので、第１次口述等試験対象者にな
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
）に必ず持参してください。写真が貼られていないと
り、試験当日（4 月２６日（日）
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。

【電子申請のイメージ】
申込者

北九州市電子申請サービス

① 申請者情報登録(ＩＤ登録)

※下記注意事項参照
③ 申込書到達

② 申込書入力及び送信
２時間以内

④ 申請到達メール送信

⑤ 申請到達メール確認

〜 審査 〜

２〜３日程度（土日除く）

⑥ 審査終了メール送信

⑦ 審査終了メール確認
＜４月１６日（木）＞

閲 覧

⑨ 受験番号確認

北九州市職員募集ホームページ
＜4 月１６日（木）＞

※下記注意事項参照
閲 覧

⑪ 第１次口述等試験対象者確認

⑧ 受験番号確認表 掲載

⑩ 第１次口述等試験対象者発表
第 1 次口述等試験対象者のみ

ダウンロード

⑩ 受験票及び写真票様式 掲載

⑫ 受験票及び写真票作成
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※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・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。
「②申込書入力・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。
また、
・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。
・大学のコードは、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。

(２)郵送による申込み
※電子申請による申込みができない方のみ下記手順で申込書を請求の上、提出してくださ
い。
封筒の表に「特別枠採用試験申込書請求」と赤字で書き、１４０円切手を貼った宛先
明記の角形２号の返信用封筒を同封して、下記請求先に郵送してください。（採用パン
フレットも送付希望の場合は２１０円切手を貼ってください。）
申込書
請求方法

《申込書請求及び提出先》
〒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）
北九州市人事委員会行政委員会事務局任用課
申込書請求期限：3 月２３日（月）まで ※消印有効

申込期間

申込方法

重要
受験番号
の確認

第１次口
述等試験
対象者の
確認

９

3 月９日（月）から 3 月３０日（月）まで ※消印有効
（封筒の表に「受験申込」と赤字で書き、必ず簡易書留郵便としてください。
）
※簡易書留の控えは、受験票が届くまで保管してください。なお、簡易書留によらな
い場合の事故等については責任を負いません。
所定の申込書に必要事項を記入の上、写真票に写真と受験票裏面に６３円切手を貼っ
て上記の提出先に提出してください。
（申込書、受験票、写真票は切り取らずに提出してください。
）

受験票は、４月１３日（月）以降に発送しますので、自分の受験番号を確認してくだ
さい。
第１次口述等試験対象者の受験番号を 4 月１６日（木）にホームページで発表します
ので、第１次口述等試験対象者になっているかどうかを確認してください。第１次口
述等試験対象者となった人は、受験票を試験当日（4 月２６日（日）
）に必ず持参し
てください。
※４月１６日（木）までに受験票が届かない場合は、上記の申込書提出先（電話：093-5823041）まで問い合わせてください。

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、電子申請の場合は申込フォームの各欄、郵送申込みの場合は申込書裏面
等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。
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１０

初任給等（令和２年２月現在）
月額 約１９２，０００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。

１１

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。

１２

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、予定の会場又は希望した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。
第１次口述等試験会場 ※自家用車での来場は固く禁じます。
北九州会場

北九州市立大学北方キャンパス（北九州市小倉南区北方四丁目２番１号）
北九州モノレール競馬場前駅（徒歩約３分） JR 小倉駅からモノレールで約１５分。

都市センターホテル（東京都千代田区平河町二丁目４番１号）
東京会場

地下鉄 東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線永田町駅（９ｂ出口から徒歩約３分）
地下鉄 東京メトロ有楽町線麹町駅（半蔵門方面①出口から徒歩約４分）

（参考）令和元年度 試験実施状況
試験区分

受験者数
（応募者数）

第１次口述等試験
対象者数

最終合格者数

特別枠
（行政）

６０９人

３７７人

４１人

13

倍

率

１４．９倍

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。

★北九州市職員募集の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
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