
 

令和３年度相模原市職員採用試験について(大学卒業程度・免許資格職) 

令和３年度相模原市職員採用試験(大学卒業程度・免許資格職)を別添受験案内のとお

り実施しますので、お知らせします。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努め、基本的な感染症対策や受験会場

の衛生管理の徹底を図りながら実施します。 

 

相模原市の採用試験の特色 

○ 行政(就職氷河期世代)、行政、学校事務及び消防の第１次試験の筆記試験は教養

試験のみ 

○ 土木、建築、設備、社会福祉、心理、保健師、管理栄養士、理学療法士、歯科衛

生士及び保育士の第１次試験の筆記試験は専門試験のみ 

※第１次試験は職種により、筆記試験合格者に個別面談及び適性検査を実施 

令和３年度採用試験の変更点 

○ 令和３年度新たに実施する職種・・・設備・理学療法士 

○ 令和３年度実施しない職種  ・・・電気・獣医師 

１ 募集内容 

試験の種類 試験区分 採用予定人数 試験の種類 試験区分 採用予定人数 

大学卒業程度 

行 政 
(就職氷河期世代)  

５人程度 大学卒業程度 
心 理 若干名 
消 防 １５人程度 

行 政 ５６人程度 

免許資格職 

保 健 師 ７人程度 
土 木 １５人程度 管理栄養士 若干名 
建 築 ６人程度 理学療法士 若干名 
設 備 若干名 歯科衛生士 若干名 
学 校 事 務 ６人程度 保 育 士 ２３人程度 
社 会 福 祉 ２０人程度 ※若干名は１～３名程度を意味します。 

 

２ 申込受付期間（電子申請のみ） 

４月１５日(木) 午前９時～５月１３日(木) 午後５時(受信有効) 

 

３ 受験案内の配布場所等 

（１）配布開始日 

４月１５日(木) ※休所日の場合は、翌開所日から配布開始 

（２）配布場所   

人事委員会事務局、市役所本館１階受付、各行政資料コーナー、各まちづくりセ

ンター(橋本・中央６地区・大野南を除く。)、各公民館、各図書館、公文書館等 

※本市ホームページの職員採用案内にも掲載します。 
 

４ 第１次試験日・会場 

６月２０日(日)・青山学院大学相模原キャンパス 

  ※今後、新型コロナウイルス感染症の影響により、日程、会場、内容等が変更とな 

る可能性があります。変更の際には、別途変更内容をお知らせします。 

 

令和３年４月１５日 
相模原市発表資料 

問合せ先 
人事委員会事務局 ０４２－７６９－８３２０ 
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令和３年度 相模原市職員採用試験受験案内 
（大学卒業程度・免許資格職） 

 

第１次試験日・会場  ６月２０日（日） 青山学院大学 相模原キャンパス 

受付期間（電子申請） ４月１５日（木）午前９時から５月１３日（木）午後５時まで［受信有効］ 

※申込みは電子申請（パソコン又はスマートフォン）から行ってください。 

 

◆試験区分、採用予定人数、職務内容及び受験資格                  
 

試験区分 
採用予定 

人数 職務内容 受験資格 

大

学

卒

業

程

度 

行 政 
（就職氷河期世代）

 ５人程度 一般行政事務に従事 昭和４５年４月２日から昭和６１年

４月１日までに生まれた人 

行 政 ５６人程度 一般行政事務に従事 

昭和６１年４月２日から平成１２年

４月１日までに生まれた人 

土 木 １５人程度 土木工事の設計・施工監理や区画整理事業、都市計画の

決定等、まちづくりに関する専門業務に従事 

建 築  ６人程度 公共建築物の設計・施工監理、建築・開発の許認可、 
都市計画の決定等、まちづくりに関する専門業務に従事 

設 備 若干名 給排水・空調設備の設計、施工監理、維持管理等、設備

に関する専門業務に従事 

学校事務  ６人程度 市立小・中・義務教育学校における学校事務に従事 

社会福祉 ２０人程度 生活保護、障害、高齢者、児童等、社会福祉に関する 
専門業務に従事 

昭和６１年４月２日から平成１２年

４月１日までに生まれた人 
※社会福祉は、社会福祉主事の任用

資格（２ページ参照）を有するか、

令和４年３月までに取得見込みの

人 
※心理は、２ページに掲載している

いずれかに該当する人 

心 理 若干名 児童等の心理判断・判定、発達障害のある方への支援、

家庭や施設への訪問等の業務に従事 

消 防 １５人程度 消防吏員として消火活動・救助活動・救急業務等に従事 
平成７年４月２日から平成１２年 
４月１日までに生まれ、赤色、青色

及び黄色の色彩の識別ができる人 

保 健 師  ７人程度 
乳幼児健診、健康相談等の対人保健サービス、地域保健

に関する調査・研究等、地域の健康づくりを支える専門

業務に従事 
昭和６１年４月２日以降に生まれ、

以下の免許を有するか、令和３年度

に行われる各国家試験により免許取

得見込みの人 
 
※保健師：保健師免許 
※管理栄養士：管理栄養士免許 
※理学療法士：理学療法士免許 
※歯科衛生士：歯科衛生士免許 

管理栄養士 若干名 保健所、市立小・中・義務教育学校・保育園等における

栄養管理、調理指導、栄養指導等の業務に従事 

理学療法士 若干名 機能回復、介護予防等に関する理学療法業務に従事 

歯科衛生士 若干名 歯科口腔保健指導、歯科健康教育・相談、歯科保健推進

に関する企画・調整等の業務に従事 

保 育 士 ２３人程度 市立保育園等における保育業務、子育てに関する相談 
業務等に従事 

昭和５１年４月２日以降に生まれ、

保育士登録をしている（神奈川県に

おいて、国家戦略特別区域限定保育

士登録を受けている人を含む）か、

令和４年３月までに登録見込みの人 
※採用予定人数については、今後の事業計画等により変更する場合があります。 

※若干名は１～３名程度を意味します。  

令和３年４月 

相模原市人事委員会 
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◆受験資格について                            
◎ 地方公務員法第１６条により、次に該当する人は、受験できません。 

１ 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 
２ 相模原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 
３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条までに規定

する罪を犯し刑に処せられた人 
４ 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 

 

◎ 社会福祉主事の任用資格について 

社会福祉主事の任用資格を有するには、次の（１）から（３）までのいずれかに該当することを要し

ます。 
（１）学校教育法に基づく大学（短期大学を含む。）において、社会福祉法により、厚生労働大臣の指定

する社会福祉に関する科目（３科目以上）を履修し卒業すること。 
（２）社会福祉法により、都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること。 
（３）社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有すること。 

 

◎ 心理の受験資格について 

次の（１）から（４）までのいずれかに該当することを要します。 
（１）学校教育法に基づく大学において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて

卒業した人又は令和４年３月までに卒業する見込みの人 
（２）公認心理師となる資格を有するか、令和４年３月までに取得する見込みの人 
（３）学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科若しくはこれに相当する課程を修め

て修了した人又は令和４年３月までに修了する見込みの人 
（４）外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した人若しく

は令和４年３月までに卒業する見込みの人 

 

◆合格から採用まで                            

◎ この試験に合格すると、試験区分ごとに作成される採用候補者名簿に登載されます。 
◎ 採用候補者名簿からの採用は、原則として令和４年４月１日以降の予定です。ただし、既に学校等

を卒業している人又は免許・資格を取得している人については、令和３年１０月１日以降に採用され

ることもあります。 
◎ 受験資格に掲げる資格等を取得見込みの人が、資格を取得できなかった場合などには、採用されま

せん。 
◎ 受験資格がないことが明らかになった場合は、合格を取り消します。 
◎ 虚偽の申告等が明らかになった場合には、合格を取り消す場合があります。 
◎ 日本国籍を有しない方が採用された場合は、「公権力の行使にあたる業務（市税の賦課・滞納処分、

生活保護の決定、消火活動中の緊急措置など）」や「公の意思形成に参画する職（ラインの課長級以上

の職など）」には従事できません。 
◎ 日本国籍を有しない方で、採用日において就労が制限されている在留資格の人は採用されません。 
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◆試験の内容、試験日、場所及び合格発表                   
 

試験区分 
試験 

段階 
内容 試験日時 場所・その他 合格発表 

行 政 

 

行 政 
(就職氷河期

世代) 

第１次 （1） 教養試験 

６月２０日（日） 

<開場>午前９時２０分 

<着席>午前１０時 

<終了>正午頃 

※就職氷河期世代は午前

１１時４５分終了予定 

青山学院大学 

相模原キャンパス 
６月２４日（木）予定 

第２次 

（1） 論述試験 

（2） 適性検査 

※第１次試験合格者に

送付する面接カード

を記入して持参 

７月４日（日）予定 
第１次試験合格者に

お知らせします。 

７月１４日（水）予定 

※個別面談対象者を

発表 

（3） 個別面談 
７月中旬～下旬のうち 

指定する１日 

対象者にお知らせし

ます。 
７月２９日（木）予定 

第３次 （1） 個別面接 
８月上旬のうち指定する

１日 

第２次試験合格者に

お知らせします。 
８月２５日（水）予定 

消 防 

第１次 

（1） 教養試験 

６月２０日（日） 

<開場>午前９時２０分 

<着席>午前１０時 

<終了>正午頃 

青山学院大学 

相模原キャンパス 

６月２４日（木）予定 

※個別面談及び適性

検査対象者を発表 

（2） 個別面談 

※対象者に送付する面

接カードを記入して

持参 

７月１日（木）又は 

７月２日（金）予定 対象者にお知らせし

ます。 
７月８日（木）予定 

（3） 適性検査 ７月４日（日）予定 

第２次 

（1） 身体検査 

※６ページ参照 

７月中旬～下旬のうち 

指定する１日 

第１次試験合格者に

お知らせします。 
９月１３日（月）予定 

（2） 体力検査 

※６ページ参照 

７月中旬～下旬のうち 

指定する１日 

（3） 個別面接 
８月上旬～中旬のうち 

指定する１日 

学 校 事 務 

第１次 

（1） 教養試験 

６月２０日（日） 

<開場>午前９時２０分 

<着席>午前１０時 

<終了>正午頃 

青山学院大学 

相模原キャンパス 

６月２４日（木）予定 

※個別面談及び適性

検査対象者を発表 

（2） 適性検査 ７月４日（日）予定 

対象者にお知らせし

ます。 
７月８日（木）予定 

（3） 個別面談 

※対象者に送付する面

接カードを記入して

持参 

７月５日（月）予定 

第２次 （1） 個別面接 
７月下旬のうち指定する

１日 

第１次試験合格者に

お知らせします。 
８月１２日（木）予定 

※着席時間や集合時間を過ぎた場合は受験ができません。 
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試験区分 
試験 

段階 
内容 試験日時 場所・その他 合格発表 

土 木 

 

建 築 

 

設 備 

第１次 

（1） 専門試験 

６月２０日（日） 

<開場>午後２時 

<着席>午後２時３０分 

<終了>午後６時頃 

青山学院大学 

相模原キャンパス 

７月５日（月）予定 

※個別面談及び適性

検査対象者を発表 

（2） 適性検査 ７月１０日（土）予定 

対象者にお知らせし

ます。 
７月１６日（金）予定 

（3） 個別面談 

※対象者に送付する面

接カードを記入して

持参 

７月１３日（火）予定 

第２次 （1） 個別面接 
７月下旬のうち指定する

１日 

第１次試験合格者に

お知らせします。 
８月１２日（木）予定 

社 会 福 祉 

 

心 理 

 

保 健 師 

 

管理栄養士 

第１次 

（1） 専門試験 

６月２０日（日） 

<開場>午後２時 

<着席>午後２時３０分 

<終了>午後４時３０分頃 

青山学院大学 

相模原キャンパス 

６月２４日（木）予定 

※個別面談及び適性

検査対象者を発表 

（2） 適性検査 ７月４日（日）予定 

対象者にお知らせし

ます。 
７月８日（木）予定 

（3） 個別面談 

※対象者に送付する面

接カードを記入して

持参 

７月５日（月）予定 

第２次 （1） 個別面接 
７月下旬のうち指定する

１日 

第１次試験合格者に

お知らせします。 
８月１２日（木）予定 

理学療法士 

 

歯科衛生士 

第１次 

（1） 専門試験 

６月２０日（日） 

<開場>午後２時 

<着席>午後２時３０分 

<終了>午後４時３０分頃 

青山学院大学 

相模原キャンパス 

７月５日（月）予定 

※個別面談及び適正

検査対象者を発表 

（2） 適性検査 ７月１０日（土）予定 

対象者にお知らせし

ます。 
７月１６日（金）予定 

（3） 個別面談 

※対象者に送付する面

接カードを記入して

持参 

７月１３日（火）予定 

第２次 （1） 個別面接 
７月下旬のうち指定する

１日 

第１次試験合格者に

お知らせします。 
８月１２日（木）予定 

保 育 士 

第１次 

（1） 専門試験 

６月２０日（日） 

<開場>午後２時 

<着席>午後２時３０分 

<終了>午後４時３０分頃 

青山学院大学 

相模原キャンパス 

６月２４日（木）予定 

※個別面談及び適性

検査対象者を発表 

（2） 個別面談 

※対象者に送付する面

接カードを記入して

持参 

７月１日（木）又は 

７月２日（金）予定 対象者にお知らせし

ます。 
７月８日（木）予定 

（3） 適性検査 ７月４日（日）予定 

第２次 

（1） 身体検査 

※６ページ参照 

７月中旬～下旬のうち 

指定する１日 第１次試験合格者に

お知らせします。 
９月１３日（月）予定 

（2） 個別面接 
８月中旬のうち指定する

１日 

※着席時間や集合時間を過ぎた場合は受験ができません。 
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◆教養試験及び専門試験の出題分野等                     

 

試験区分 出題分野 問題数等 

行 政 
（就職氷河期世代） 

社会への関心と理解、言語的な能力、論理的な思考力など 
６０問 

（択一式） 

行 政 

消 防 

学校事務 

社会及び時事に関する問題、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈な

ど 

３０問 

（択一式） 

土 木 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、 

材料・施工など 
４問 

（記述式） 

及び 

４０問 

（択一式） 

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、建築設備、建築施工など 

設 備 
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、建築設備、建築施工など 

社会福祉 
社会福祉概論（社会保障を含む。）、社会学概論、心理学概論（社会心理学

を含む。）、社会調査など 

４０問 

（択一式） 

心 理 
一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。）、応用心理学（教

育心理学・産業心理学・臨床心理学）、調査・研究法、統計学など 

保 健 師 公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論など 

管理栄養士 

社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康、

基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営

管理論など 

理学療法士 
解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医

学（リハビリテーション概論を含む。）、臨床医学大要（人間発達学を含む。）、

理学療法など 
６問 

（記述式） 
歯科衛生士 

人体（歯・口腔を除く）の構造と機能、歯・口腔の構造と機能、疾病の成り

立ち及び回復過程の促進、歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕

組み、歯科衛生士概論、臨床歯科医学、歯科予防処置論、歯科保健指導論

及び歯科診療補助論など 

保 育 士 
社会福祉、子ども家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心理学、保育原

理・保育内容、子どもの保健など 

３０問 

（択一式） 

 
◆行政（就職氷河期世代）について                      
◎ 雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った「就職氷河期世代」の活躍の場を広げるため採用試験を実

施します。これまでに正規雇用の機会に恵まれなかった等、様々な苦労や困難な経験を通じて培ってき

た能力や熱意を、相模原市のために発揮できる受験者を対象とします。 
 
◎ 行政（就職氷河期世代）の出題分野の詳細は、次のとおりです。 
・社会への関心と理解 

国内外の重要な出来事に関心をもっていれば解答できる問題、政治や経済にとどまらず、ＩＣＴ（情

報通信技術）や環境問題など様々なニュースについての基本的な理解を問う問題、地方公共団体の制

度や近年の課題等に関する問題 
・言語的な能力 

普段目にするような日本語の文章や語彙・用法の理解を問う問題、英文や英語の用法等の理解を問う

問題 
・論理的な思考力 

与えられた条件や資料などから論理的に考察することにより正答を導き出す問題など
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◆適性検査及び論述試験の内容等                       

 
種 類 内 容 

適性検査 事務能力診断検査など 

論述試験 
与えられた状況設定（ケース）に対して、発生している問題とその原因・

解決策を記述する問題です。 

※論述試験は、行政・行政（就職氷河期世代）のみ実施 

 

◆身体検査（消防・保育士）及び体力検査（消防）について           

◎ 身体検査について 
・消防を受験する場合：「身長・体重、視力、血圧、内科診察、胸部レントゲン、尿検査、心電図、聴力、

色覚、腰痛検査」を行います。 
・保育士を受験する場合：「身長・体重、視力、血圧、内科診察、胸部レントゲン、尿検査、心電図、聴力、

腰痛検査」を行います。 
◎ 体力検査について（消防のみ） 

「握力、立幅跳び、上体起こし、腕立て伏せ、反復横跳び、５分間走、懸垂」を行います。 
 
◆筆記試験及び面接・面談の配点について                   

 

試験区分 

第１次試験 第２次試験 
第３次

試験 

教養 

（択一） 

専門 個別 

面談 
合計 論述 

個別 

面談 

個別 

面接 
合計 

個別 

面接 択一 記述 

行政・ 

行政 

（就職氷河期世代） 

120    120 100 240  340 240 

消防・ 

学校事務 
120   180 300   240 240  

土木・建築・設備  120 120 180 420   240 240  

理学療法士・ 

歯科衛生士 
  100 180 280   240 240  

社会福祉・心理・ 

保健師・保育士・ 

管理栄養士 

 120  180 300   240 240  

 
◎ 第１次試験の合格者は、第１次試験の結果により決定します。 
◎ 第２次試験の合格者は、第２次試験の結果により決定します。（第１次試験の結果は反映されません。） 
◎ 第３次試験の合格者は、第３次試験の結果により決定します。（第１、２次試験の結果は反映されませ

ん。） 
◎ それぞれの試験及び検査において一定の基準に達しない場合は、他の成績にかかわらず不合格となり

ます。 
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◆試験結果の開示について                         

◎ 採用試験の結果については、相模原市個人情報保護条例第２６条の規定により、相模原市人事委員

会事務局窓口（相模原市中央区富士見６－６－２３ けやき会館４階）で開示を請求することができ

ます。 
◎ 開示時間は、開庁日の午前８時３０分～午後５時（正午～午後１時を除く。）です。 
◎ 開示内容等は、次のとおりです。 

開示請求できる者 開示内容 

第 1 次試験不合格者 第１次試験の各試験科目の得点、合計点及び順位 

第２次試験不合格者 第１次試験及び第２次試験の各試験科目の得点、合計点及び順位 

第３次試験不合格者 第１次試験、第２次試験及び第３次試験の各試験科目の得点、合計点及び順位 

◎ 電話、はがき等による請求では開示できません。受験者本人がお越しください。 
◎ 受験票により本人確認をさせていただきます。受験票は大切に保管し、開示請求の際には、必ずご

持参ください。 
◎ 開示期間は、各合格発表から１か月間です。 
 

◆勤務時間等                               

◎ 勤務時間は、原則として午前８時３０分から午後５時１５分までの１日７時間４５分で、１週間に

つき３８時間４５分です。ただし、勤務場所等によって異なる場合があります。 
◎ 勤務場所となる各市施設は敷地内を原則禁煙としています。（特定屋外喫煙場所が設置されている

施設もあります。） 
◎ 「消防」は、原則として交替制勤務となります。 
◎ 「保育士」は、勤務場所等によって変則勤務があります。 

（保育園勤務の例：午前７時から午後７時の間で７時間４５分の勤務） 
 

◆給与                                  

◎ 給与は、相模原市一般職の給与に関する条例等に基づいて、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等が、それぞれの支給条件に応じて支給されます。 
◎ 経験を有する人については、基準学歴卒業後の経験年数を加算して給与を決定します。 
＜参考＞初任給（令和３年４月１日現在） 

試験区分 給料月額 地域手当 合 計 

行政・行政（就職氷河期世代）・ 

学校事務・社会福祉・心理・土木・ 

建築・設備・管理栄養士・保健師 

１８５，１００円 ２２，２１２円 ２０７，３１２円 

消防 ２０９，６００円 ２５，１５２円 ２３４，７５２円 

保育士・理学療法士・歯科衛生士 

（４年制大学卒業） 
１８５，１００円 ２２，２１２円 ２０７，３１２円 

保育士・理学療法士・歯科衛生士 

（３年制短大等卒業） 
１７８，６００円 ２１，４３２円 ２００，０３２円 

保育士・歯科衛生士 

（２年制短大等卒業） 
１６８，２００円 ２０，１８４円 １８８，３８４円 

※給料月額及び各種手当は、条例改正等により変更されることがあります。  
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◆申込方法について                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ ＩＤ取得だけでは申込みにならず、申込みされていないと受験できません。 

申込完了確認まで確実に行ってください。 

※ 電子申請の画面は、表示してから３０分以内に次画面に進まないとタイムアウトになります。タイ

ムアウトになった場合は、入力した内容は破棄されるため、再操作が必要になります。入力いただく

内容を事前にお考えの上、お申し込みください。 

※ 入力の途中で入力内容を保存したい場合は、申請画面の下部「保存」ボタンで保存できます。下部

「読込」ボタンで保存した xml ファイルを読み込むことで、入力の途中から開始できます。 

受験票・写真票 

（電子申請システム） 

利用者情報お知らせ（E メール） 

申込完了通知（E メール） 

受験申込内容送信 

申 込 者 
相模原市 

（e-kanagawa 電子申請） 

受験票・写真票印刷 

※各自で印刷し、写真票に写真を

貼付の上、試験当日に必ず持参 

受験票・写真票交付 

利用者情報送信 

受理通知（Eメール） 

※写真について 
 ・３か月以内に撮影したもの 

 ・上半身・脱帽・正面向 

 ・縦４ｃｍ・横３ｃｍ程度 

 ・写真の裏に氏名を記入のこと 

６月１日（火）に電子申請システム内で交付します。 

※受験票・写真票は郵送されません。 

申込完了確認 

ＩＤ取得 

申込入力・送信 

※入力内容は次ページの
「電子申請の申込画面で入

力する項目」参照 

 

申込完了確認 

５月１３日（木）午後５時までにＳＴＥＰ１・２を完了させてください。 

（ＳＴＥＰ１のみでは申込みは完了していません。） 

受付処理終了 

利用者ＩＤ登録 
ＩＤ発行 

[ＳＴＥＰ１ 利用者登録（ID 取得）] 

[ＳＴＥＰ２ 申込完了確認] 

[ＳＴＥＰ３ 受験票・写真票印刷] 

受付処理 

５月１３日（木）午後５時以降 
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電子申請の申込画面で入力する項目 

・試験区分 ・氏名、フリガナ ・性別（消防・保育士は入力必須、その他の試験区分は任意） 
・生年月日（※年齢（令和４年４月１日現在）は自動計算） ・郵便番号、住所 ・電話番号 
・学歴 ・職歴、具体的な仕事内容（８０字以内） ・免許、資格 ・趣味、特技（４０字以内） 
・クラブ活動等の経験（４０字以内） ・学生時代や社会人時代に特に取り組んだこと（１００字以内） 
・志望動機（２００字以内） ・受験上配慮を要する事項（６０字以内） 

 
電子申請による方法（郵送による申込はできません。） 

※パソコン又はスマートフォンから申込み可 

申込方法 

必ず相模原市ホームページ【電子申請】よりお申込みください。 
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/141500-u/ 

 
１．利用者情報を入力し、利用者ＩＤ登録をしてください（既に利用者ＩＤを登録して

いる人は、新たに登録する必要はありません）。 
２．登録した利用者ＩＤでログインしてから、検索メニューの手続き名から検索し、 

「令和３年度 相模原市職員採用試験【大学卒業程度・免許資格職】」を選択して受

験申込を行ってください。 
３．申込後は必ず申込内容照会を行い、申込みが完了していることを確認してくださ

い。申込みが確認できなかった場合は、すみやかに相模原市人事委員会事務局にご連

絡ください。 
 
※必ず時間に余裕を持ってお申込みください。 
※申込完了後もＩＤ及びパスワードを使用しますので、必ずメモを取り、忘れないよう

に管理してください。 
ＩD・パスワード メモ欄 
 

※機種や環境等により利用できない場合があります。 
※システム機器の保守点検等により、電子申請受付期間中にシステムを停止する場合

がありますので、ご注意ください。 
※使用される機器や通信回線上の障害によるトラブルについては、一切責任を負いま

せん。 
受付期間 令和３年４月１５日（木）午前９時から５月１３日（木）午後５時まで ［受信有効］ 

受験票 

・ 

写真票 

の交付 

受付後、資格審査をして、６月１日（火）に【電子申請】の申込内容照会画面から交

付します。交付が完了したらメールでお知らせしますので、【電子申請】にログイン後、

Ａ４サイズの用紙に印刷してください。６月２日（水）を過ぎても発行されていない場

合にのみ、お問い合わせください。 
受験票と写真票はご自身で作成し、第１次試験当日に必ずご持参ください。 

 
※受験票・写真票を印刷するため、プリンターが必要です。 
※写真票を忘れた場合、又は写真の貼付がない場合は、受験できません。 

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/141500-u/
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◆その他注意事項                             

◎ 同一日（６月２０日）に当人事委員会が実施する複数の試験区分の申込は受け付けません。 
◎ 申込締切後の試験区分の変更は認めません。 
◎ 教養試験・専門試験等は活字印刷文により出題します。 
◎ この試験において提出された書類は、一切返却しません。 
◎ この試験において市が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的への使用は

一切しません。ただし、採用者の個人情報は人事情報として使用します。 
◎ 第１次試験当日（６月２０日）の持ち物は以下のとおりです。 

・受験票 ・写真票 ・ＨＢ以上の濃い鉛筆又はシャープペンシル ・消しゴム 

◎ 集合時間（着席時間）を過ぎた場合は受験ができません。ただし、鉄道の不通、遅れによるときは、

鉄道事業者発行の遅延証明書の提出を条件として受験を認める場合があります。 
◎ 不正行為が発覚した場合は、その時点で当該試験を失格とします。 
◎ 試験中、腕時計（計算機能、通信機能がないもの）以外の電子機器（スマートフォン等）の使用を

固く禁じます。使用した場合は失格となります。 
◎ ゴミは必ずお持ち帰り下さい。 
◎ 試験会場周辺で、合格通知等の発送を理由に個人情報の収集を行う業者等がいる場合がありますが、

当人事委員会とは一切関係ありませんので、ご注意ください。 
◎ 受験に際し、配慮を要する場合（車いすを使用されている方など）は、その旨を申請時に「受験上

配慮を要する事項」に入力してください。 
◎ 新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用や咳エチケット等にご協力くださいますよう

お願いします。 

◎ 日程変更等の重要なお知らせは、相模原市人事委員会事務局 Twitter に掲載します。 

https://twitter.com/sagamiharajinji 

 
 
◆採用に関するＱ＆Ａ                           

Ｑ 「大学卒業程度」の試験は大学を卒業していないと受験できないのですか？ 
Ａ 「大学卒業程度」の試験とは、大学卒業程度の学力を必要とする試験という意味です。年齢要件な

どの受験資格を満たしていれば、学歴に関係なく受験することができます。 
 
Ｑ 居住地や、年齢、性別による有利・不利はありますか？ 
Ａ 受験者の住所、年齢、性別、学歴や職歴によって有利・不利になることはありません。 
 
Ｑ 最終合格したら、必ず採用されますか？ 
Ａ 最終合格した方は採用候補者名簿に登録され、近年は辞退した場合などを除いて、全員採用されて

います。ただし、必要とされる資格・免許が取得できない場合などは採用されません。 

  

https://twitter.com/sagamiharajinji
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第１次試験会場   青山学院大学 相模原キャンパス 

（神奈川県相模原市中央区淵野辺 5-10-1） 

ＪＲ横浜線淵野辺駅／北口より徒歩７分 

 

 

※着席時間は厳守です。正門から試験教室まで距離がありますので、移動時間を考慮して、必ず時間に

余裕を持って来場してください。 

※試験会場への車・バイク・自転車での来場は、ご遠慮ください。 

なお、障害等の理由により、やむを得ず上記交通手段を利用する場合や、車いす等をご利用の方で、

車での送迎等を予定している方は、申込書の「受験上配慮を要する事項」欄にご記入ください。 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症による影響について 

今後、新型コロナウイルス感染症の影響により、日程、会場、内容等が変更となる可能性

があります。変更の際には、相模原市人事委員会事務局 Twitter や電子申請による申込み時

のメールアドレスに変更内容をお知らせしますので、ご承知おきください。 

 

  

◀八王子 横浜▶ 
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お問い合わせ先 

 

相模原市人事委員会事務局 

電 話 042-769-8320（直通） 

ＦＡＸ 042-769-6705 

（平日 8 時 30 分～17 時 15 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市ホームページ 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 

相模原市人事委員会事務局 Twitter 

https://twitter.com/sagamiharajinji 

 

 

 

 

 

この受験案内は、全ての採用試験が終了するまで使用しますので、

必ずお手元に保管しておいてください。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
https://twitter.com/sagamiharajinji

