
市役所職員の仕事
法務 人事
福利厚⽣

広報 広聴
シティセールス

産業 建築
観光 環境

消防 選挙
議会

学校 児童
⻘少年育成

福祉 保険
健康 年⾦

企画 政策
予算 契約

幅広い分野
配属先180以上 職員約7,800人配属先180以上 職員約7,800人(教職員含む)
色々な仕事があり、幅広い知識が⾝に付きます。
多くの経験、人との出会い、仕事への充実感など



市役所職員の様々な職種

消防 土木 建築
電気 設備学校事務

獣医師
薬剤師

⻭科衛⽣⼠
保健師 保育⼠

管理栄養⼠ 教職員

化学

⾏政

社会福祉
⼼理

医師
理学療法⼠

年齢要件のみ
※消防のみ色覚要件あり

年齢要件＋
免許・資格要件
※職種により異なる

※記載の受験資格は参考情報です。実際の受験資
格は受験する職種の受験案内で確認してください。



免許資格職など各職種について

○職員採用案内パンフレット
・職種の紹介
・市の事業の紹介
・勤務条件（休暇制度、
福利厚生など）について

・一日、一週間の働き方
・先輩職員からのメッセージ

○各職種の紹介
採用説明会（セミナー）の

職種別説明で各職種の職員が
使用した資料を掲載

各職種について、詳しくは
相模原市ホームページの
【職員採用案内】 市役所で働く

NEW

インタビュー
動画もあるよ！



令和４年度相模原市職員採⽤試験(予定)
◆大学卒業程度・免許資格職
職種
行政・行政【就職氷河期世代】・社会福祉・心理・土木・
建築・設備・機械・化学・消防・学校事務(大学卒業程度)、
保健師、獣医師、保育士

受験案内配布：４⽉１５日〜
受付期間 ：４⽉１５日〜５⽉１３日午後５時
※申込みは「電子申請」のみです。

第１次試験日：６月１９日(日)
最終合格発表：８月中旬〜９月中旬頃



令和４年度相模原市職員採⽤試験(予定)
◆高校卒業程度
職種
行政・消防(高校卒業程度)

受験案内配布：７⽉１日〜
受付期間 ：７⽉１日〜７⽉２７日午後５時
※申込みは「電子申請」のみです。

第１次試験日：９月２５日(日)
最終合格発表：１１月中旬〜下旬頃



相模原市の採⽤試験の特徴

・筆記試験は、教養試験もしくは専門試験のみ。

・個別面談の実施(一部職種のみ)
対話形式で人物的側面を評価。
受験者と試験官の距離が近く、⾃⼰アピールしやすい状況の中
で受験いただけます。

・試験段階ごとに評価し、合格者を決定します。
２次試験の合格者は２次試験科目の結果のみで決定します。
１次試験の結果は２次試験の合格者判定には反映されません。

※実際の試験内容等は受験する職種の受験案内で確認してください。



相模原市の採⽤試験の特徴

・個別面談の実施

個別面談 個別面接



１次試験

◆行政(大学卒業程度)
筆記試験(教養試験：択一式３０問)
社会・時事、文章、判断推理、数的推理、資料解釈など

◆行政【就職氷河期世代】(大学卒業程度)
筆記試験(教養試験：択一式６０問)
社会への関心と理解、言語的な能力、論理的な思考力など

２次試験 適性検査、論述試験、個別面談(対象者のみ)

３次試験 個別面接

最終合格後
採用候補者名簿に登載
就職の意思確認、個別懇談会、ジョブセミナー、採用前説明会など
⇒採用

※試験内容については、必ず受験案内で確認してください。

【参考】令和３年度採⽤試験内容(⾏政)



１次試験

筆記試験(教養試験もしくは専門試験)

個別面談、適性検査(対象者のみ)

２次試験
体力検査(消防のみ)、身体検査(消防・保育士のみ)、
個別面接

最終合格後
採用候補者名簿に登載
就職の意思確認、個別懇談会、ジョブセミナー、採用前説明会
⇒採用

※試験内容については、必ず受験案内で確認してください。

職種 試験
学校事務・消防 教養 択一式(３０問)

土木・建築・設備 専門 択一式(４０問)
専門 記述式(４問)

社会福祉・心理・保健師・管理栄養士 専門 択一式(４０問)
保育士 専門 択一式(３０問)
理学療法士・⻭科衛生士 専門 記述式(６問)

【参考】令和３年度採⽤試験内容(⾏政以外)

※試験内容については、必ず受験案内で確認してください。



１次試験

筆記試験(教養試験：択一式３０問)

社会・人文・自然、文章理解、判断・数的推理、資料解釈など

論述試験(行政のみ)、適性検査
個別面談(対象者のみ)

２次試験 個別面接

最終合格後
採用候補者名簿に登載
就職の意思確認、個別懇談会、ジョブセミナー、採用前説明会など
⇒採用

※試験内容については、必ず受験案内で確認してください。

【参考】令和３年度採⽤試験内容(高卒)



令和３年度採⽤試験の結果
◆６月試験(大学卒業程度・免許資格職)及び９月試験(高校卒業程度)

試験区分 採用予定人数 申込者数 第１次試験
受験者数

最終
合格者数 倍率

1 行政(就職氷河期世代) 5 343 253 5 50.6
2 行政(大卒) 56 737 559 61 9.2
3 土木(大卒) 15 30 22 5 4.4
4 建築(大卒) 6 9 8 1 8.0
5 設備(大卒) 若干名 5 4 1 4.0
6 学校事務(大卒) 6 73 61 6 10.2
7 社会福祉(大卒) 20 46 41 7 5.9
8 心理(大卒) 若干名 22 17 4 4.3
9 消防(大卒) 15 175 143 20 7.2
10 保健師 7 20 19 9 2.1
11 管理栄養士 若干名 100 85 4 21.3
12 理学療法士 若干名 11 7 1 7.0
13 ⻭科衛生士 若干名 21 13 2 6.5
14 保育士 23 172 146 29 5.0
15 行政(高卒) 5 110 82 5 16.4
16 消防(高卒) 4 122 96 5 19.2



試験勉強に偏ると落とし⽳に…

受験先のリサーチ(企業研究)

本気で入庁したいと感じるか

面接など
どこにあるの︖

どんな特徴︖

どんなサービスが

ある︖

町の雰囲気は︖

建物に⾏ってみる

職員に会ってみる

主催の説明会に

参加してみる

なぜその⾃治体を
受験したのか︖
⼊庁する決意は︖
※意欲や熱意に
繋がる



・総合計画

・発表資料（ニュースリリース）

・広報紙バックナンバー

・組織、各事業の担当課

・各分野進⾏中の事業、イベント
等々･･･

相模原市ホームページ

色々と研究しましょう



広報紙のバックナンバー

※「広報さがみはら（広報紙）」のバックナンバー
はすべてHPで確認できます。

市が力を入れている取組や、イベント情報、
などが分かりやすく掲載されています！
職員採用試験・選考の案内も掲載されます。



あなたの知らない相模原が⾒つかるかも

さがみはらファンサイト

相模原コラムやさがみはら検定など、相模原の様々な魅力を発信中！


