令和４年度

日田玖珠広域消防組合

職員採用試験を実施します。

１．採用予定人数及び職務の内容
採用予定人数

消防職（２名以内）

職務の内容

消防本部又は消防署において、火災・救急・救助・通信業務及び
火災予防業務等の消防事務に従事します。

２．採用試験の日時及び試験会場
区

分

日

時

試験会場

令和４年 10 月 16 日（日）
・受付 ： ８時 15 分から８時 30 分

第１次試験

・日程説明 ： ８時 30 分から
・教養試験 ： ９時 00 分から

日田市複合文化施設 AOSE
（日田市上城内町２番６号）

・適性検査 ： 11 時 15 分から

令和４年 10 月下旬頃
第２次試験

日田玖珠広域消防組合消防本部
（第１次試験合格者のみに通知）

（日田市大字渡里 111 番地１）

・体力試験・作文試験

令和４年 11 月上旬頃
第３次試験

（第２次試験合格者のみに通知）
・面接試験

１

日田玖珠広域消防組合消防本部
（日田市大字渡里 111 番地１）

３．受験資格
消 防 職

・高等学校卒業程度の学力を有するもので、平成７年４月２日以降に生まれた人
（ 令和５年４月１日現在で 27 歳以下 ）
・採用時までに普通自動車第１種運転免許（ AT 車限定を除く ）を取得できること。
・身体条件は、消防及び救急業務を遂行する上で、必要な条件として
①視力は、矯正視力を含み、両眼で 0.8 以上かつ一眼でそれぞれ 0.5 以上であること。
②聴力及び四肢いずれも正常であること。
・日本国籍を有する人で、採用後、日田市または玖珠郡に居住できること。
・地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当しないこと。

４．試験内容
対象者

試験種目

教養試験
第１次試験

公務員として必要な一般的知識等について択一式に
よる筆記試験

受験者全員
適性検査

作文試験

第２次試験

試験の内容

職員として必要な適性を有するかどうかについての
検査
職務遂行に必要な論理性、表現力等についての筆記
試験（800 字以内）

第 1 次試験
合格者

職務の執行に必要な基礎体力についての試験
体力試験

〔種目は、上体起こし、反復横とび、
20ｍシャトルラン、懸垂（女性は斜め懸垂）
〕

第３次試験

第２次試験
合格者

面接試験

職員としての適格性、人物についての個別面接

２

５．試験結果の発表
対象者

発表の時期

発表の方法

第１次試験合格者

令和４年 10 月下旬
合格者には文書で通知するとともに、合格者の

第２次試験合格者

受験番号を当消防組合のホームページ及び消防本部

令和４年 11 月上旬

掲示板に掲示します。
最終合格者

令和４年 11 月中旬

６．試験結果の開示
この採用試験の結果は、日田玖珠広域消防組合個人情報保護条例第25条第1項の規定により
口頭で開示請求することができます。受験者が、本人であることを証明する書類（運転免許証、
学生証、パスポート等）を持参の上、午前８時30分から午後５時までの間に、日田玖珠広域消防
組合消防本部総務課へ直接おいでください。本人確認ができ次第、その場で結果をお知らせしま
す。（ 土曜、日曜及び祝日は除きます。）

試

験

第１次試験

第２次試験

開示請求できる人

開示内容

開示時期

開示場所

第１次試験不合格者

第２次試験不合格者

試験科目別 合格発表から

日田玖珠広域消防組合

得点及び

消防本部

順位

１か月間

総務課

(日田市大字渡里111番地１
消防本部１階）

第３次試験

第３次試験不合格者

３

７．勤務条件・福利厚生等
採

用

最終合格者は、原則として令和５年４月１日付採用となります。
・交替制勤務 24 時間勤務

勤務時間

（ ８：30 ～ 翌日８：30 まで、途中休憩、仮眠時間あり ）
・毎日勤務 地方公務員一般職に準ずる（ ８：30 ～ １７：00 ）

給料月額
初任給…高校卒（154,900 円程度）
短大卒（168,900 円程度）
大学卒（188,700 円程度）

給

与

上記の給料月額は、令和４年４月１日現在の初任給です。前歴等のある
人は、前歴を換算して決定します。
※

給料以外の手当として、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手

当、期末・勤勉手当などが規定により支給されます。
採用されるまでに給与関係の条例、規則等の改正が行われた場合、その定
めるところによります。

休暇制度

研

修

健康管理

年次有給休暇（20 日間）
、療養休暇、慶弔休暇、特別休暇（夏季、結婚、
産前・産後、配偶者の出産、子の看護、介護など）
採用後６か月間、大分県消防学校初任教育に入校。
その他階層ごとに研修があります。
全職員を対象に定期健康診断、ストレスチェック及び交替勤務者を対象に
深夜業務健康診断を実施しています。
日田玖珠広域消防組合が加入している大分県市町村職員共済組合では、

職員共済組合

短期給付事業（病気や休業等の際の給付）や長期給付事業（年金など）、
福祉事業（組合員とその家族の健康増進のために健康診断、保養施設の助成、
健康教室の開催など）貯金、貸付などの事業を行っています。

職員共済会

結婚、出産、入院などの際に給付する給付事業のほか職員同士の親睦を
図るための事業やクラブ活動などへの助成を行っています。

４

８．採用試験案内及び受験申込書類配布場所
構成市町内の配布場所

日 田 市

日田玖珠広域消防組合消防本部総務課（ 日田消防署１階 ）
日田市役所１階３日以内窓口

玖 珠 町

玖珠消防署、玖珠町役場総務課

九 重 町

九重町役場総務課

日田玖珠広域消防組合ホームページからもダウンロードできます。

９．受験申込書類の受付
受付期間

受付場所

令和４年９月１日（木）から令和４年９月 14 日（水）まで
（ 土曜、日曜を除く 午前８時 30 分から午後５時まで ）

日田玖珠広域消防組合

消防本部総務課（ 日田消防署１階 ）

１）持参する場合

必要書類を消防本部総務課へご持参ください。

２）郵 送 の 場 合

別紙 ●申込書類を郵送する場合の注意事項を参照。

必ず特定記録で送付してください。受験票が到着するまでは「特定記録

申込方法

郵便物受領書(お客様控)」を保管しておいてください。受験票未到着の
確認の際に必要となります。
９月 30 日（金）までに受験票が届かない時は、総務課へ連絡してください。
この場合、
「書留・特定記録郵便物受領書(お客様控)」の引受番号をお伝えく
ださい。

・電話での受付は一切行いません。
・書類の記入は、黒インクまたは黒ボールペンを用い、消せるボールペンは

注意事項

使用しないでください。
・書類に不備がある場合は、受付せず返却しますので、期日に余裕をもって
提出してください。
・郵送された申込書は、令和４年９月 14 日（水）17 時必着とします。
５

10．受験申込み必要書類
必

要

書

類

１．令和４年度日田玖珠広域消防組合職員採用試験受験申込書
２．令和４年度日田玖珠広域消防組合職員採用試験受験面接調書
３．令和４年度日田玖珠広域消防組合職員採用試験受験票

６

