
          
【受 付 期 間】令和 2年 3月 2日（月）から 3月 27日（金）まで 

※申込方法は「あいち電子申請・届出システム」を用いた電子申込みです。  
【試 験 会 場】 自己推薦・一般ともに、一次試験は東京で受験可能 

※自己推薦・一般合わせて、先着３０名。     
自己推薦は、民間企業の採用試験に近づけた内容で実施するため、学科試験を課していません。 

申込みいただいた全ての方と面接を実施し、スポーツや芸術活動など力を入れて取り組んだ 

実体験や、人には負けない能力、個性を評価します。 

ぜひ面接の場で熱い思いとともにあなたの多彩な経験、きらりと光る個性を教えてください！   
１ 採用予定職種、採用予定人員及び申込要件など 

採用予定職種 区分 採用予定人員 
申込要件 

年齢要件 その他 

事務職 
自己推薦 

40名程度 

平成2年4月

2 日以降に

生まれた方 

 
一般 

事務職 

（障害者対象） 

自己推薦 
若干名 

障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳

（愛護手帳など）、精神障害者保健福祉手

帳）の交付を受けている方 一般 

技術職 

（土木） 

自己推薦 
5名程度  

一般 

技術職 

（建築） 

（電気） 

（化学） 

（機械） 

自己推薦 

各若干名  

一般 

 

［注］  １ 学歴及び国籍要件はありません。 

２ いずれの職種も障害者の方の受験が可能です。 

３ 採用予定人員は、今後変わることがあります。 

４ [自己推薦]と[一般]、各職種を併願することはできません。 

 

豊橋市職員採用候補者試験 募集要綱 

自 己 推 薦・一 般 
（事務職・技術職） 

自己推薦は公務員対策不要！ 



地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当する方は採用されません  
 

○ 以下はその内容です。 

 ・ 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 

 ・ 豊橋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年を経過しない者 

 ・ 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 

 

日本国籍を有しない方について  
 

○ 採用日において、法令により永住が認められていない方は、採用されません。 

○ 市民の権利・自由を制限したり、義務・負担を課したりする職務及び本市の行政活動において企画、立案及び決

定等に関与する職務には就くことができません。 

 

申込書類に虚偽の記載があった場合について  

○ 申込書類に虚偽の記載があった場合には、採用されない場合があります。 

 

２ 試験内容、試験日など 

区分 試験内容 試験日 会 場 

自
己
推
薦 

1次試験 面接 

4月 20日（月）から 5月 5日

（火）の間で指定する 1日 

※東京会場は 4月 18日（土） 

豊橋市役所（予定） 
（希望者のうち先着 30名までは都市セ

ンターホテル（東京都）） 

2次試験 

SPI（テストセンター） 

個人面接 

グループワーク 

適性検査 

5月下旬から 6月上旬の間で 

指定する 1日 

※SPIについては指定する期間 

豊橋市役所（予定） 
※SPIは全国各地のテストセンター 

3次試験 個人面接 
6月中旬から 6月下旬の間で 

指定する 1日 
豊橋市役所（予定） 

一
般 

1次試験 

教養試験 

専門試験（技術職のみ） 
4月 19日（日） 

愛知大学豊橋校舎 

（希望者のうち先着 30名までは都市セ

ンターホテル（東京都）） 

面接 

4月 20日（月）から 5月 5日

（火）の間で指定する 1日 

※東京会場は 4月 18日（土） 

豊橋市役所（予定） 
（希望者のうち先着 30名までは都市セ

ンターホテル（東京都）） 

2次試験 

個人面接 

グループワーク 

適性検査 

5月下旬から６月上旬の間で 

指定する 1日 

豊橋市役所（予定） 

3次試験 個人面接 
6月中旬から 6月下旬の間で 

指定する 1日 

※試験日時、試験会場等は申込人数などにより変更する場合があります。 

試験の日程は受付締め切り後にこちらで指定します。 

※最終合格発表は 7月中旬頃を予定しています。 

 

  



３ 一般の試験区分と出題分野 

 試験区分 職  種 内 容（概ね下記のとおり） 

一
般 

教養試験 事務職・技術職 
時事・社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題。 

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題。 
専門試験 

技術職（土木） 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（都市計

画を含む。）及び材料・施工 

技術職（建築） 
数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築

計画（都市計画、建築法規を含む。）、建築設備、建築施工 

技術職（電気） 
数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力

工学、電子工学、情報・通信工学 

技術職（化学） 
数学・物理、物理化学、分析化学、無機化学・無機工業化学、有機化

学・有機工業化学、化学工学 

技術職（機械） 
数学・物理、材料力学、流体力学、熱力学、電気工学、機械力学・制

御、機械設計、機械材料、機械工作 

 

４ 給与 

豊橋市職員の給与に関する条例に基づき、給料のほか、期末･勤勉手当など各種手当が支給されます。 

なお、初任給は採用時における修学期間等に基づき決定されます。職務経験による加算はありません。 

 

初任給（地域手当を含む）令和 2.4.1（予定）      ※今後、社会情勢等により変更されることがあります。 

事務職 技術職 

大学院修士 

課程修了 
大学卒 短大卒 高校卒 

大学院修士 

課程修了 
大学卒 短大卒 高校卒 

209,248円 196,248円 175,656円 161,096円 214,552円 203,320円 185,432円 166,504円 

 

５ 試験結果の開示請求について 

豊橋市個人情報保護条例に基づき、口頭で試験結果の開示を請求することができます。 

電話等では開示できませんので、受験者本人が運転免許証など本人確認ができるものを持参し、直接市役所 

人事課にお越しください。 
 

開示の内容 口頭で開示請求できる期間 

総合点数及び総合順位のみ 合格発表の日から 1月間 

 

６ 今後の採用試験について（予定） 

〇 本市職員採用候補者試験は、今後、「一般（専門職）」について、６月上旬に申込受付を開始する予定であり、 

第１次試験を７月中旬頃実施します。 

一般（専門職）の採用予定職種：保育士、獣医師、薬剤師、社会福祉士、保健師等 

 

  



７ 受験手続など 

受付期間 令和 2年 3月 2日（月）から令和 2年 3月 27日（金）まで 

申込方法 

豊橋市役所採用試験ホームページ(http://www.city.toyohashi.lg.jp/41576.htm)掲載の、申請

窓口にアクセスし、「豊橋市職員採用試験インターネット申込手続きガイド」に沿って手続きを行

ってください。 

※今年度より、電子申請以外の申し込みはできません。 
※障害者の方で、電子申請での申込みが困難な方は、人事課までご連絡ください。 

注意事項 

・申込前に、入力内容の確認を必ず行ってください。 
・受付期間内に申込データを受信完了したものに限り受け付けます。 
・システムがメンテナンス等で停止する場合もありますので、余裕をもって申し込んでください。 
・使用するパソコンや通信回線の障害等によるトラブルについては、一切の責任を負いかねます。 
・申込内容等に不備がある場合は別途メール、またはお電話にてご連絡を差し上げることがあり

ます。 

受験票の

交付 

受付期間終了後、4 月 7 日（火）までに連絡先メールアドレスに受験票がアップロードされた旨

のメールが届きますので、受験票を印刷し、一次試験受験時に必ずご持参ください。 
 

 

（注） 

(1)申込受付後は、採用試験途中に提出された書類等一切の書類をお返しいたしません。 

(2)試験当日は、必ず受験票を持参してください。 

受験票は受付期間終了後、あいち電子申請・届出システムにアップロードされます。 

受験票がアップロードされた旨のメールが届きますので、ダウンロードし印刷したものを 

試験当日に持参してください。 

(3)問合せ先    豊橋市役所総務部人事課 

〒440-8501 豊橋市今橋町 1番地  

TEL [0532]51-2041 

FAX [0532]56-5120 

Web http://www.city.toyohashi.lg.jp/41576.htm 

http://www.city.toyohashi.lg.jp/41576.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/41576.htm

