
 

令和４年度豊能町職員採用試験案内 

【事務職・建築職（任期付職員）】 

令和４年９月 豊能町 

◆申込受付期間◆ 

令和４年９月２日（金）～９月２２日（木） 

＜豊能町ホームページの専用フォームからの申込＞および 

＜簡易書留郵便による郵送申込＞の両方の申込が必要です 

◆第１次試験◆ 

 令和４年１０月５日（水）～１０月１６日（日） 

  テストセンター会場で受験 

 ※建築職は１０月１６日（日）に別途専門試験を実施します 

 

１ 試験職種、採用予定人数及び受験資格 

試験職種 採用予定人数 受 験 資 格 

事務職（Ａ） 若干名 平成４年４月２日から平成 13 年４月１日までに生まれた人※ 

事務職（Ｂ） 若干名 昭和 57年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた人※ 

建築職 

（任期付職員） 
１名 昭和 48年４月２日以降に生まれた人※ 

※ いずれの職種も学歴は問いませんが、大学卒業程度の学力(建築職は建築の専門課程)が必要で 

す。 

※ 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を取得しているか、又は令和５年３月末までに取得見込み 

であることが必要です。 

※ 受験者の試験成績が一定の基準に達しないときは、「合格者なし」とする場合があります。 

※ 次のいずれか一つに該当する人は、受験できません。（地方公務員法第 16条） 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなく

なるまでの者 

２ 本町の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 

  ３ 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法に規定する罪を犯し刑

に処せられた者 

  ４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法また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、またはこれに加入した者 

 



２ 試験の日時、会場及び内容等 

（１）第１次試験 

①事務職・建築職（任期付職員）【共通】 

日  時 
令和４年１０月５日（水）から１０月１６日（日）までの 

いずれか１日のうち受験者が選択する日時 

会  場 

≪主な会場≫ 

大阪駅前テストセンター 

 【所 在 地】大阪市北区芝田２-６-３０ 梅田清和ビル５F 

 【アクセス】地下鉄梅田駅「北改札口」から徒歩約 3 分 

ＪＲ大阪駅「御堂筋口改札口」から徒歩約 4 分 

阪急梅田駅「茶屋町口改札口」から徒歩約 3 分 

 

≪その他の会場≫ 

大阪府内１６か所（東梅田、なんば、茨木、豊中等）、 

京都府内４か所（烏丸御池等）、兵庫県内１１か所（三宮等） 

 

※会場は全国 47 都道府県に 200 か所以上用意されています。 

※受験者が都合の良い会場および日時を選択することができます。 

※詳細は受験申込後に案内するテストセンター予約専用サイトをご確認く 

ださい。 

内  容 事務能力検査、基礎能力検査（テストセンター方式） 

方  法 

【テストセンター方式とは】 

町が設定する受験可能期間中の都合の良い日時に、都合の良い会場を予約し、 

受験していただく方式です。受験の手順は以下のとおりです。 

 

①受験案内メール受信（9月 28日（水）に配信予定） 

 受験に必要な URL などが記載されたメールを受け取り、 

 テストセンター予約専用サイトのログイン ID とパスワードを取得します。 

 ※受験案内メールは、受験申込時に入力されたメールアドレスに 

送信しますので、9 月 28 日（水）中に届かない場合は、 

豊能町秘書人事課（072-739-3413（直通））へ必ずお問い合わせください。 

 

②受験会場の予約 

 ログイン ID とパスワードを使用し、 

受験するテストセンター会場・日時を予約します。 

 

③事務能力検査・基礎能力検査の受験 

 予約した日時にテストセンター会場で受験します。 

 ※本人確認書類（顔写真付き身分証明書等）が必要となります。 

 ※必要な本人確認書類の種類等、詳細につきましては、受験案内メールを 

ご確認ください。 

注意事項 

【建築職(任期付職員)を受験する方へ】 

●建築職を受験する方は、テストセンターでの上記試験に加えて 

10 月 16 日（日）に別途専門筆記試験を実施します（次の②に記載）。 

●会場の予約の際には受験日時に注意してください。 

 



②建築職（任期付職員）のみ（専門筆記試験） 

日  時 
令和４年１０月１６日（日） 午後１時から午後３時頃まで 

（受付時間：正午～午後０時４５分まで） 

会  場 

豊能町役場 本庁２階 会議室 

 【所 在 地】大阪府豊能郡豊能町余野４１４番地の１ 

 【アクセス】 

・阪急池田駅から阪急バス東能勢線で約 40 分 余野バス停下車 

・阪急茨木駅から阪急バス忍頂寺線で約 1 時間 10 分 余野バス停下車 

・北大阪急行千里中央駅から阪急バス北大阪ネオポリス線で約 1 時間 余野バス停下車 

内  容 専門筆記試験 

注意事項 

●受験上の注意 

・建築職を受験する人は、①テストセンター会場での試験と②専門筆記試験を 

両方 受験する必要があります。 

・試験会場周辺に駐車場はありますが、駐車スペースに限りがありますので、 

試験会場へは、なるべく電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。 

・試験会場内の展示物・物品等には、絶対に手を触れないようにしてください。 

・試験会場は禁煙です。 

・試験時間中は携帯電話の使用（時計としての使用を含む）を禁止します。 

・服装は軽装で構いません。 

・試験会場では、係員の指示に従って行動してください。 

 

●持参するもの 

① 受験票 

② 筆記用具（HB の鉛筆またはシャープペンシル、ボールペン、消しゴム） 

 

●荒天時等の対応について 

台風・自然災害等その他の事情により試験日の延期や試験開始時刻の繰り 

下げ等を実施する場合は、試験日の午前７時頃に、豊能町ホームページ 

（http://www.town.toyono.osaka.jp/）に掲載しますので、ご確認ください。 

 

 

（２）第２次試験 

事務職・建築職【共通】 

日  時 
令和４年１１月中の２日間 

※第１次試験合格者に通知します。 

会  場 
豊能町内（会場未定） 

※第１次試験合格者に通知します。 

内  容 適性検査、小論文、面接 

注意事項 その他受験にかかる詳細は第１次試験合格者に通知します。 

 

 



３ 受験申込手続 

◆受験の申込は、必ず以下の 手続き①と手続き②の両方 を行ってください◆ 

 

手続き① 豊能町ホームページの専用フォームからの申込 

手続き② 郵送による申込【簡易書留郵便】 

 

 ※両方の手続きを行わないと受験することが出来ませんので、十分ご注意ください。 

 

手続き① 豊能町ホームページの専用フォームからの申込 

申 込 方 法 

豊能町ホームページ（http://www.town.toyono.osaka.jp/）の 

トップページ 

＞ 大切なお知らせ 

＞ 令和４年度職員採用試験のお知らせ【事務職・建築職(任期付職員)】 

ページ内からリンクを貼っている専用申込フォームへ必要事項を入力し、送信 

してください。 

受 付 期 間 

令和４年 ９月 ２日（金）午前９時から 

令和４年 ９月２２日（木）午後５時３０分まで（時間厳守） 

※令和４年９月２２日（木）午後 5 時 30 分までに申込データが豊能町のサー 

バーに到着したものまで受付します。 

※申込期限の直前はシステムが込み合う恐れがありますので、期限に余裕を 

もって手続きしてください。 

注 意 事 項 

・申込専用フォームから送信した後、送信した内容の控えが、申込時に入力 

したメールアドレスに自動送信されますので、メールが届いているか必ず 

確認してください。（送信元のアドレスは送信専用となります。このメールに

返信することはできません） 

・なお入力内容に不備があった場合、電子メール等の方法によりご連絡する 

ことがありますが、このとき受付メールを受信していても受付は完了して 

いませんので、速やかに指示に従ってご対応ください。 

・また、受験案内メール（テストセンター会場の予約用）を 9 月 28 日（水） 

 に配信予定です。詳細は「２ 試験の日時、会場および内容等 （１）第１次

試験 ①事務職・建築職（任期付職員）【共通】方法」をご確認ください。 

・入力するメールアドレスは、パソコン用のメールアドレスを推奨します。 

携帯電話のメールアドレスの場合、セキュリティの設定上受信できない場 

合があります。 

・メールの設定でドメイン指定受信を利用している場合は 

 「@town.toyono.osaka.jp」および「@cbt-s.com」からのメールが受信できる

ように設定を変更してください。 

・使用されるプロバイダによっては、豊能町からのメールが迷惑メールフォル 

ダに分類される等により届かない場合があります。その際は、該当フォル 

ダを確認するか、プロバイダにお問い合わせください。 

・使用され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、一切 

責任を負いません。 

 



手続き② 郵送による申込【簡易書留郵便】 

申 込 方 法 

・以下の書類を必ず 簡易書留郵便 で郵送してください。 

・簡易書留以外の方法で郵送された場合は受付できません。 

・持参による申込は受付できません。 

受 付 期 間 
令和４年９月２日（金）から同９月２２日（木）まで 

（令和４年９月２２日（木）消印有効） 

提 出 書 類 

（１）豊能町職員採用試験申込書および受験票 

   …縦 4.0cm×横 3.0cm 程度のサイズの写真 

    （上半身・脱帽・正面向き・半年以内に撮影したもの） 

    を、受験申込書および受験票の所定欄にそれぞれ１枚ずつ 

    糊付けしてください（合計２枚）。 

 

（２）返信用封筒 ２通（受験票送付用および第１次試験結果通知用） 

   …長形３号封筒（12cm×23.5cm 程度）にそれぞれ 

２４４円分の切手を貼り付けの上、 

あなたの宛先（郵便番号、住所、氏名）を明記してください。 

また、封筒の表に 特定記録郵便 と朱書きしてください。 

申 込 先 

〒５６３－０２９２ 

大阪府豊能郡豊能町余野４１４番地の１ 

豊能町役場 総務部 秘書人事課 

 

（封筒の表に「職員採用試験申込（あなたが受験する職種を記入）」と 

 朱書きしてください） 

受験票に 

ついて 

申込受付期間締切後、返信用封筒にて受験票を送付します（特定記録郵便）。 

令和４年１０月１２日（水）までに届かない場合、必ず豊能町秘書人事課へ 

お問い合わせください。 

 

※試験を受ける際には必ず受験票を持参してください。 

※第１次試験のテストセンター会場に持参する必要はありません。 

※ただし、第１次試験の専門筆記試験【建築職】には持参してください。 

注 意 事 項 

・提出書類に漏れがある場合や、記載事項に不備がある場合は、差戻をする 

ことがありますが、このために生じた申込の遅延等については一切責任を 

負いませんので、申込手続きをよく読んで十分ご注意ください。 

・受験申込書等に記載された情報は、採用試験実施の円滑な遂行のために用 

い、それ以外の目的には使用しません。 

 

４ 結果発表 

（１）第１次試験合格者発表 

    令和４年１０月下旬に、合否にかかわらず本人あてに郵便で通知します。 

（２）第２次試験合格者発表 

    令和４年１１月下旬に、合否にかかわらず本人あてに郵便で通知します。 

 

 



５ 採用・任用期間 

 （１）事務職 

令和５年４月１日に採用予定 

  

 （２）建築職（任期付職員） 

  令和５年４月１日から令和９年３月３１日までを予定 

※本人の希望により、令和５年１月以降の採用も可とします。なお、希望する場合は、採用

内定後に秘書人事課と協議し、採用日を決定します。（令和５年３月卒業見込み者は除く） 

 

 

６ 勤務条件 

（１）給与 

   ①事務職 

（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

最終学歴 初任給月額 

大学卒 １９５，５００円 

短大卒 １８８，２００円 

高校卒 １６５，９００円 

・初任給月額は、経歴その他一定の条件によって加算される場合があります。 

・このほか、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの

条件に応じて支給されます。 

・制度改正により上記の金額は変更となる場合があります。 

 

 

②建築職（任期付職員） 

          （令和 4 年 4 月 1 日現在）  

初任給月額 

１９５，５００円 

・このほか、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの条

件に応じて支給されます。 

・制度改正により上記の金額は変更となる場合があります。 

 

 

 

（２）勤務時間 

  始業時間は午前９時、終業時間は午後５時３０分（休憩時間は正午から４５分間）です。 

  ただし、勤務場所により異なる場合があります。 

 

 

 

（３）休日及び休暇 

 ・休日は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）です。 

 ・休暇は、年次休暇、療養休暇、介護休暇及び各種特別休暇（夏季休暇、結婚休暇、産前産 

後休暇、服喪休暇等）等があります。 

 

 

 



＜参考＞ 過去の採用試験 実施結果（過去１０年分） 

 

・ 事務職、技術職（土木、建築、電気） 

年度 試験職種 申込者数 第１次受験者数 最終合格者数 競争率 

平成 24年度 大学卒程度 事務職 ２４２名   １２８名 ２名 ６４倍 

平成 25年度 

大学卒程度  

事務職、技術職 

(土木、建築、電気) 

事務職 

２０１名 

技術職 

１０名 

事務職  

１３８名 

技術職 

６名 

事務職 ３名 ４８倍 

平成 26年度 

大学卒程度  

事務職、技術職 

(土木、建築、電気) 

事務職 

１５９名 

技術職 

５名 

事務職  

１１３名 

技術職 

２名 

事務職 ３名 ３９倍 

平成 27年度 
大学卒程度 技術職

(土木、建築、電気) 
６名 ４名  ０名 - 

平成 28年度 

大学卒程度  

事務職、技術職 

(土木、建築) 

事務職 

１６４名 

技術職 

１２名 

事務職  

１２９名 

技術職 

８名 

事務職 ３名 ４６倍 

大学卒程度 

及び社会人経験者 

技術職（土木） 

１４名 １４名  ２名 ７倍 

平成 29年度 

大学卒程度  

事務職、技術職 

（建築) 

事務職 

８１名 

技術職 

２名 

事務職 

７０名  

技術職 

２名  

事務職 

１名  

技術職 

１名  

３６倍 

平成 30年度 

大学卒程度  

事務職、技術職 

     （土木） 

事務職 

１８３名 

技術職 

１名 

事務職 

１５４名  

技術職 

１名  

事務職 ４名 ３９倍 

大学卒程度 事務職 ７９名    ６８名 ２名 ３４倍 

大学卒程度  

 社会福祉士 
１名     １名 ０名 - 

令和元年度 

大学卒程度 

 技術職（建築） 
２名 ２名 １名 ２倍 

大学卒程度 

 事務職、社会福祉士 

事務職 

１５３名 

社会福祉士 

１２名 

事務職 

１３３名 

社会福祉士 

８名 

事務職 

６名 

社会福祉士 

１名 

２１倍 

令和２年度 

大学卒程度 

 事務職（Ａ・Ｂ）、 

社会福祉士 

事務職Ａ 

１０９名 

事務職Ｂ 

３９名 

社会福祉士 

３名 

事務職Ａ 

９５名 

事務職Ｂ 

３５名 

社会福祉士 

１名 

事務職Ａ 

４名 

事務職Ｂ 

    ４名 

社会福祉士 

１名 

１５倍 

令和３年度 
大学卒程度 

 事務職（Ａ・Ｂ） 

事務職Ａ 

１３９名 

事務職Ｂ 

５３名 

事務職Ａ 

１１４名 

事務職Ｂ 

４５名 

事務職Ａ 

３名 

事務職Ｂ 

１名 

４０倍 

※ 平成 27年度については、事務職の募集を実施していません。 

 



○新型コロナウイルス感染症対策について 

・今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や国、地方公共団体の外出自粛要請等の状

況によっては、試験の延期や会場変更など緊急連絡事項をお知らせする場合があります。 

この場合には、豊能町ホームページ（http://www.town.toyono.osaka.jp/）に掲載しますので、

適宜、御確認ください。 

・新型コロナウイルスに罹患し治癒していない方、濃厚接触者として健康観察の指示を受けてい

る方、発熱等の症状がある方などは、他の受験者への感染の恐れがあるため、当日の受験を控

えていただくようお願いします。 

・試験当日は、感染予防のため、マスクを着用してください。 

 

〇試験会場案内 

   建築職第一次試験（専門試験）の試験会場は、下図の豊能町役場です。 

      正面玄関は閉鎖していますので、通用口からお入りください。 

 

 

 

  【アクセス】 

  ・阪急宝塚線池田駅より阪急バス約４０分 余野バス停下車 

  ・北大阪急行千里中央駅より阪急バス約６０分 余野バス停下車 

 

 

 

 ≪採用試験に関するお問い合わせ≫ 

 

豊能町 総務部 秘書人事課 

〒５６３－０２９２ 

大阪府豊能郡豊能町余野４１４番地の１ 

《TEL》０７２－７３９－３４１３（直通） 

《FAX》０７２－７３９－１９８０ 


