
平成３０年度採用　函館市消防士採用試験の実施状況

区    分 大学卒以上 高校卒以上 計

26 158 184
(11) (11)

　受験者数 21 119 140
　（平成２９年１０月１５日実施） (6) (6)

　第１次試験合格者数 10 28 38
　（平成２９年１０月２５日発表）

　第２次試験合格者数（最終合格者） 3 7 10
　（平成２９年１１月１３日，１４日実施，１２月５日発表）

注：（　）内は女性数で内数です。

平成２９年度採用　函館市消防士採用試験の実施状況

区    分 大学卒以上 高校卒以上 計

37 166 203
(6) (6)

　受験者数 33 131 164
　（平成２８年１０月１６日実施） (5) (5)

　第１次試験合格者数 12 47 59
　（平成２８年１０月２７日発表） (2) (2)

　第２次試験合格者数（最終合格者） 3 14 17
　（平成２８年１１月１０日，１１日，１４日実施，１２月５日発表） (1) (1)

注：（　）内は女性数で内数です。

平成２８年度採用　函館市消防士採用試験の実施状況

区    分 大学卒以上 高校卒以上 計

42 166 208
(2) (2)

　受験者数 35 128 163
　（平成２７年１０月１８日実施） (1) (1)

　第１次試験合格者数 16 31 47
　（平成２７年１０月２９日発表）

　第２次試験合格者数（最終合格者） 4 13 17
　（平成２７年１１月１１日～１３日実施，１２月１０日発表）

注：（　）内は女性数で内数です。

平成２７年度採用　函館市消防士採用試験の実施状況

区    分 大学卒以上 高校卒以上 計

42 148 190
(2) (2) (4)

　受験者数 29 122 151
　（平成２６年１０月１９日実施） (2) (2)

　第１次試験合格者数 22 48 70
　（平成２６年１０月３１日発表）

　第２次試験合格者数（最終合格者） 11 14 25
　（平成２６年１１月１２日～１４日および１７日，１８日実施，１２月３日発表）

注：（　）内は女性数で内数です。
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平成２６年度採用　函館市消防士採用試験の実施状況

区    分 大学卒以上 高校卒以上 計

55 171 226
(1) (6) (7)

　受験者数 46 133 179
　（平成２５年１０月２０日実施） (1) (4) (5)

　第１次試験合格者数 27 31 58
　（平成２５年１１月８日発表） (2) (2)

　第２次試験合格者数（最終合格者） 9 10 19
　（平成２５年１１月２６日～２８日実施，１２月１９日発表） (1) (1)

注：（　）内は女性数で内数です。

平成２５年度採用　函館市消防士採用試験の実施状況

区    分 大学卒以上 高校卒以上 計

71 169 240
(3) (6) (9)

　受験者数 56 128 184
　（平成２４年１０月１４日実施） (1) (4) (5)

　第１次試験合格者数 19 43 62
　（平成２４年１０月２９日発表）

　第２次試験合格者数（最終合格者） 7 16 23
　（平成２４年１１月１３日～１５日実施，１２月１１日発表）

注：（　）内は女性数で内数です。

平成２４年度採用　函館市消防士採用試験の実施状況

区    分 大学の部 短大の部 高校の部 計

54 33 74 161
(2) (4) (1) (7)

　受験者数 42 25 61 128
　（平成２３年１０月１６日実施） (1) (4) (5)

　第１次試験合格者数 14 10 25 49
　（平成２３年１０月２８日発表） (1) (1) (2)

　第２次試験合格者数（最終合格者） 5 3 10 18
　（平成２３年１１月１６日～１８日実施，１２月１４日発表）

注：（　）内は女性数で内数です。
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平成２３年度採用　函館市消防士採用試験の実施状況

区    分 大学の部 短大の部 高校の部 計

58 41 58 157
(3) (5) (3) (11)

　受験者数 39 32 41 112
　（平成２２年１０月１７日実施） (2) (3) (2) (7)

　第１次試験合格者数 10 12 16 38
　（平成２２年１１月１日発表） (2) (1) (3)

　第２次試験合格者数（最終合格者） 2 2 5 9
　（平成２２年１１月１７日～１９日実施，１２月１０日発表） (1) (1) (2)

注：（　）内は女性数で内数です。

平成２２年度採用　函館市消防士採用試験の実施状況

区    分 大学の部 短大の部 高校の部 計

40 46 66 152
(4) (1) (5)

　受験者数 31 32 53 116
　（平成２１年１０月４日実施） (1) (1) (2)

　第１次試験合格者数 10 10 21 41
　（平成２１年１０月１４日発表）

　第２次試験合格者数（最終合格者） 2 2 4 8
　（平成２１年１１月９～１１日実施，１１月２６日発表）

注：（　）内は女性数で内数です。

平成２１年度採用　函館市消防士採用試験の実施状況

区    分 大学の部 短大の部 高校の部 計

38 27 40 105
(2) (2)

　受験者数 35 21 37 93
　（平成２０年１０月５日実施） (2) (2)

　第１次試験合格者数 6 6 9 21
　（平成２０年１０月１４日発表） (1) (1)

　第２次試験合格者数（最終合格者） 3 0 4 7
　（平成２０年１１月１０・１１日実施，１２月９日発表） (1) (1)

注：（　）内は女性数で内数です。
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