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歴史あるまち
新たな時代、新たな挑戦。市民と共に楽しむまちづくり

鎌倉市役所で活躍できる人

常に高い志を持ち自主的に考え行動する

日々のチャレンジで自ら成長し変革していく

責任感を持ち真剣に仕事に取り組む

「誰かのために市民のために」相手の目線で物事を考える

目標に向かって自ら歩むことができる人

現状に安住しない開拓心のある人

労を惜しまず、
常に謙虚で誠実な人

他人事ではなく、すべてを自分事として
捉えることができる人

　鎌倉は、日本における古代から中世への転換期に
源頼朝公によって本格的な武家政権が初めて樹
立され、それまでの貴族階級の統治に代わる新時代
の幕開けの象徴となった歴史あるまちです。
　幕府が置かれると同時にまちづくりも進み、現在
にまで至る都市形成がほぼ完成を見る西暦1230年
頃に鎌倉時代は最盛期に入り、このまちはあらゆる

面で日本の中心となりました。
　また、現存する我が国最古の築港である和賀江
島を通じて諸国との交易が盛んに行われ、新たな
文化の息吹をもたらしてきたまちでもあります。
　鎌倉は、今日でも中世の日本を支えた繁栄の歴
史とこの地で花開いた文化を今に伝える魅力的な
まちと言えます。

鎌倉市長

　豊かな自然に囲まれ、悠久の歴史に育まれてきた鎌倉。先

人から脈々と受け継いできた深い地域のつながり、そして

ゆっくりと時が流れるような日常がこのまちの魅力です。

　かつてこの地で幕府を開いた源頼朝公が時代の先駆けであっ

たように、令和の新時代においても草創の精神を持って新たな

課題に対し果敢に挑戦する姿勢が必要になるでしょう。

　私たちは今、変化を恐れることなく日々進歩するテクノロ

ジーも活用し、一人ひとりの個性を尊重し合える共生社会の

実現を目指しているところです。

　市民のために貢献することそのものをやりがいに感じるこ

とができる、それが市職員として働くことの魅力と言えるで

しょう。これからを担う皆さんには、「市民にとっての幸せ

とはなにか」を自分の肌で感じ取り、市民と共にまちづくり

を楽しむことができる職員となることを望んでいます。

　「これからの時代を切り拓いていきたい」「日本や世界の

モデルになるような自治体を作っていきたい」そんな想いを

共有できる方、私たちと共に新たな鎌倉の魅力を発信してい

きませんか。

市長メッセージ
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鎌倉市の取組

歴史を継承し、
文化を創造するまち

取組 01

●文化財の保護・継承体制の強化
●発掘調査体制の強化
●文化財に関する情報発信
●伝統芸能の保存・継承

●都市防災も考慮した道路網
●自動車利用を抑制する等の交通需要
　マネジメント施策による交通環境の改善
●生活道路への通過車両進入を抑え、
　歩行者優先の交通体系を目指す

●緑の基本計画の推進
●緑地の質の充実
●身近な緑の保全・創造

●都市農業の振興
●人・農地プランの作成及び実行
●沿岸漁業の振興及び漁業経営の安定化
●水産業振興施策の検討
●漁業施設の整備
●地産地消の推進
●鎌倉ブランド事業の推進

●多文化共生社会への理解
●外国籍市民が暮らしやすい環境の整備
●国際交流・協力活動への支援・促進

●市民の健康づくりの支援
●健康・医療・福祉サービスの利便性
　の向上

人権を尊重し、人との
出会いを大切にするまち

取組 02
健やかで
心豊かに暮らせるまち

取組 03

安全で快適な生活が
送れるまち

取組 04
都市環境を
保存・創造するまち

取組 05
活力ある
暮らしやすいまち

取組 06

【DATA】
人　口　172,306人
世帯数　74,287世帯
総面積　39.67k㎡
昭和14年(1939年)11月3日市制施行

平成30年
（2018年）版

「鎌倉の統計」より

文化財を保存・継承します
さまざまな国籍・文化の人々が安心して
暮らせるまちづくりを推進します

市民が主体的に健康づくりに取り組める
環境の整備を整えます。

快適で安全な交通体系を確保します

※第3期基本計画より抜粋して掲載しています

緑地保全及び創造に努めます

農業・漁業経営の安定のため、後継者の
育成、地域に即した都市農業・沿岸漁業
の振興を目指します

多くの人に、鎌倉市を好きになってもらえる
ように、文化・環境・健康などの幅広い視点
から、様々な政策に取り組んでいます。

Kamakura
City

先輩職員紹介

08：30

08：40

09：30

11：30

12：00

13：00

14：30

15：00

16：00

17：15

始業・朝礼

児童福祉審議会　会議準備

児童福祉審議会　開会

閉会　片付け

休憩

会議録作成

鎌倉市幼稚園協会園長会
へ出発

園長会にて意見交換

帰庁後　意見等を上司に報告
終業

こども支援課　事務職

ある1日のスケジュール

鎌倉をより元気により魅力的に

Q. 職場の雰囲気は？
A. 

蔵並  尭土   Kuranami Takato
（2017年入庁）

Q A&

Interview
 with
senior

市内の幼稚園や子ども・子育て支援推進に
関する業務をしています。実際に仕事をし
ていくなかで、制度や規則に基づきつつ、
一人ひとりの意見や要望に沿うことが難し
いケースもあります。そのなかで心掛けて
いるのは、市民との対話を大切にし柔軟に
対応すること。最終的にご納得いただき
「ありがとう」と感謝されたときは非常に
やりがいを感じます。
職場はただ目の前の仕事をするだけで
はなく、自分の工夫次第でいくらでも成
長できるステージです。業務中の疑問点は
必ず調べ、新たな知識を得ることで自分へ
の自信にもつながっています。これからも
より幅広い知識を身につけ、市民からも先
輩や上司からも信頼され頼られるような職
員を目指しています。

Message

業務ごとにやりがいが感じられる活気あ
る環境です。クラブ活動も盛んなので、
ぜひ興味のあるクラブに入ってプライ
ベートも楽しみましょう！

優しい上司や先輩に恵まれた明るい職場で、分からない
事など気軽に相談できます。また自分の意見も発信しや
すく風通しの良い環境です。同僚とも互いに助け合い、
チーム一丸となって業務に励んでいます。

未来の私

これからの鎌倉市を私たちと一緒につくりませんか？何事にも前向きにチャレンジする
人を鎌倉市は求めています。私たちの職場に新しい風を吹き込んでください！
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ごみ減量対策課  事務職

市民と創る心地よい暮らし

Q. 仕事をするうえで心掛けていることは？
A. 

荻野  寛子   Ogino  Hiroko
（2018年入庁・民間企業等職務経験者）

Q A&

Interview
 with
senior

ごみ処理に関係する委託業務、ごみの減量・資
源化に関する啓発活動を行っています。市民、
事業者、委託会社、協力団体など様々な分野
の協力が必要な仕事です。そのため調整が大
変ではありますが、歩調を揃えて行った取組
が結果となった時にはとても達成感がありま
す。
職員同士は日々コミュニケーションを密にとっ
ており、些細な事でも先輩に相談しやすい環境
です。問題点を共に解決することで、その経験
が自分の成長に繋がっていると感じています。
今後はより豊富な知識や経験を身につけ、それ
を人に還元できる職員でありたいと思っていま
す。そして私の地元である鎌倉が、より暮らし
やすいまちになるよう尽くしていきたいです。

Message

市民皆さんの期待がそのままやりがいに
感じられる職場です。幅広い事を経験で
きる環境なので、向上心をもち色々な事
に挑戦してほしいと思います。

ごみの減量・資源化について市民の方が自発的に「協
力したい」と感じていただけるよう、一人ひとりの生
活を思い描き、同じ目線に立ってお話することを心掛
けています。

08：30

09：00

12：00

13：00

15：00

16：00

17：15

始業・朝礼

法人指導監査

休憩

委託業者との打ち合わせ

所管施設の点検業務

会議文書等の作成

終業

福祉総務課　事務職

世界に誇れるまちを目指す

Q. これからの目標は？
A. 

能野  岳之   Nouno  Takayuki
（2016年入庁）

08：30

09：30

10：00

12：00

13：00

15：00

16：30

17：15

始業・朝礼・メール
チェック

自治会への説明会準備

自治会への説明会対応

休憩

電話・窓口対応

市民向け啓発資料の作成

委託業者との打ち合わせ

終業

Q A&

Interview
 with
senior

子どもからお年寄り、障がいのあるないに関係
なく、誰もが暮らしやすく親しみやすいまちづ
くりに貢献したいと思い入庁しました。
健康福祉部内の経理・庶務業務のとりまとめ、
鎌倉市福祉センターの施設管理などを行ってい
ます。部内各課からの相談も多く、個々の案件
に応じた庁内各課との調整や打ち合わせは大変
ですが、職員同士のコミュニケーションを密に
とることで信頼関係を築き、仕事が円滑に進む
よう心掛けています。
市民と直接関わる機会は少ないですが、自分
達の取組一つひとつが市民の幸せに繋がって
いることを思うと嬉しく感じます。今後も自
分が育った鎌倉の魅力を多くの方に知っても
らい、世界に誇れるまちづくりに貢献したい
と思います。

Message

豊かな自然に囲まれた好きな街のため、
仕事ができることにとても生きがいを感
じています。より鎌倉が好きになれる職
場で、ぜひ一緒に頑張りましょう！

目の前の仕事をただ行うのではなく、一つひとつの仕事
に対し責任をもち取り組んでいきたいです。そして市民
皆様の笑顔をより増やすことのできるよう邁進していき
たいと思います。

農業委員会事務局  事務職

かけがえのない農地に潤いを

Q. 仕事のやりがいは？
A. 

名塚  友則   Nazuka  Tomonori
（2016年入庁）

Q A&

Interview
 with
senior

大学時代に英語研究部に所属し、鎌倉市内の寺
社でフリーガイドを行っていました。そのため鎌倉
に興味をもち、また多くの人の役に立つ仕事に魅
力を感じ入庁しました。
仕事を行ううえでは農業委員会の委員を含め、
農業者との連携が不可欠です。信頼関係を築け
るよう、常に農業者の目線に立って話を聞くよ
う心掛けています。相手の方が名前と顔を覚え
てくださり、困ったときに相談いただけるとや
はり嬉しいです。
職場はとても暖かい雰囲気でチームワーク抜
群。時には意見をぶつけ合いながら、課題解決
に向け協力し合っています。
今後は遊休農地解消の促進や農業者がより働
きやすい環境をつくるなど、今まで培った知
識と経験を糧に、一歩進んだ取組をしたいと
思います。

Message

クラブ活動等も盛んで、所属を超えた付
き合いがあり庁内の雰囲気も良いと感じ
ています。ぜひ一緒に古都鎌倉で楽しく
働きましょう！

私たちの取組によって荒地だった畑が良好な農地に復元
され、農業者に使われている様子を見たとき、農業振興
における課題に自分達のアイデアが活かされたとき、そ
こに大きな達成感があります。

都市景観課　建築職

仕事もオフも充実の日々

Q. 鎌倉市役所への志望動機は？
A. 

伊藤  夏美    Ito  Natsumi
（2016年入庁）

Q A&

Interview
 with
senior

鎌倉のまちの景観を守る仕事をしています。新
しくできる建物や看板が周りに調和するよう色
や高さの指導を行ったり、古くから残る建物の
維持保全を行ったりしています。
事業者や市民、様々な立場の方と関わるうえで
心掛けているのは、相手の話をよく聞き、相手
の気持ちになって考えることです。景観行政は
地域の特性や事例と併せながら指導することが
多く、ケースにより柔軟に対応しなければなり
ません。そのなかで市民や事業者と調整し合い
一緒にまちづくりをすることは、大変ではあり
ますがとてもやりがいのある仕事です。
これからの目標は臨機応変な対応力をつけるこ
と。そして建築士の資格をとること。常に向上
心を忘れず、自分の目標に向かい有意義な毎日
を送っています。

Message

仕事もプライベートも充実している方が
多く刺激をもらえます。先輩も親切に相
談に乗ってくれます。鎌倉が好きな方、
ご応募をお待ちしています！

自然豊かで観光客にも人気の鎌倉は「まちを歩く」こと
に適したスケール。緑、海、谷戸、路地などまちを構成
する要素が多彩です。そんな鎌倉ならではのまちづくり
に魅力とやりがいを感じ入庁しました。
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12：00

13：00

14：00

16：30

17：15

始業・朝礼

来客対応

まち歩きイベント打合せ

休憩

窓口対応

まち歩きイベントの下見

建築図面の確認

終業
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09：00

12：00

13：00

15：00

17：15

始業・朝礼

農地調査

休憩

農地に関する相談対応

農業委員会総会の資料作成

終業

ある1日のスケジュール ある1日のスケジュール

ある1日のスケジュールある1日のスケジュール



ごみ減量対策課  事務職

市民と創る心地よい暮らし

Q. 仕事をするうえで心掛けていることは？
A. 

荻野  寛子   Ogino  Hiroko
（2018年入庁・民間企業等職務経験者）

Q A&

Interview
 with
senior

ごみ処理に関係する委託業務、ごみの減量・資
源化に関する啓発活動を行っています。市民、
事業者、委託会社、協力団体など様々な分野
の協力が必要な仕事です。そのため調整が大
変ではありますが、歩調を揃えて行った取組
が結果となった時にはとても達成感がありま
す。
職員同士は日々コミュニケーションを密にとっ
ており、些細な事でも先輩に相談しやすい環境
です。問題点を共に解決することで、その経験
が自分の成長に繋がっていると感じています。
今後はより豊富な知識や経験を身につけ、それ
を人に還元できる職員でありたいと思っていま
す。そして私の地元である鎌倉が、より暮らし
やすいまちになるよう尽くしていきたいです。

Message

市民皆さんの期待がそのままやりがいに
感じられる職場です。幅広い事を経験で
きる環境なので、向上心をもち色々な事
に挑戦してほしいと思います。

ごみの減量・資源化について市民の方が自発的に「協
力したい」と感じていただけるよう、一人ひとりの生
活を思い描き、同じ目線に立ってお話することを心掛
けています。
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12：00

13：00

15：00

16：00

17：15

始業・朝礼

法人指導監査

休憩

委託業者との打ち合わせ

所管施設の点検業務

会議文書等の作成

終業

福祉総務課　事務職

世界に誇れるまちを目指す

Q. これからの目標は？
A. 

能野  岳之   Nouno  Takayuki
（2016年入庁）
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17：15

始業・朝礼・メール
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電話・窓口対応

市民向け啓発資料の作成

委託業者との打ち合わせ

終業

Q A&

Interview
 with
senior

子どもからお年寄り、障がいのあるないに関係
なく、誰もが暮らしやすく親しみやすいまちづ
くりに貢献したいと思い入庁しました。
健康福祉部内の経理・庶務業務のとりまとめ、
鎌倉市福祉センターの施設管理などを行ってい
ます。部内各課からの相談も多く、個々の案件
に応じた庁内各課との調整や打ち合わせは大変
ですが、職員同士のコミュニケーションを密に
とることで信頼関係を築き、仕事が円滑に進む
よう心掛けています。
市民と直接関わる機会は少ないですが、自分
達の取組一つひとつが市民の幸せに繋がって
いることを思うと嬉しく感じます。今後も自
分が育った鎌倉の魅力を多くの方に知っても
らい、世界に誇れるまちづくりに貢献したい
と思います。

Message

豊かな自然に囲まれた好きな街のため、
仕事ができることにとても生きがいを感
じています。より鎌倉が好きになれる職
場で、ぜひ一緒に頑張りましょう！

目の前の仕事をただ行うのではなく、一つひとつの仕事
に対し責任をもち取り組んでいきたいです。そして市民
皆様の笑顔をより増やすことのできるよう邁進していき
たいと思います。

農業委員会事務局  事務職

かけがえのない農地に潤いを

Q. 仕事のやりがいは？
A. 

名塚  友則   Nazuka  Tomonori
（2016年入庁）

Q A&

Interview
 with
senior

大学時代に英語研究部に所属し、鎌倉市内の寺
社でフリーガイドを行っていました。そのため鎌倉
に興味をもち、また多くの人の役に立つ仕事に魅
力を感じ入庁しました。
仕事を行ううえでは農業委員会の委員を含め、
農業者との連携が不可欠です。信頼関係を築け
るよう、常に農業者の目線に立って話を聞くよ
う心掛けています。相手の方が名前と顔を覚え
てくださり、困ったときに相談いただけるとや
はり嬉しいです。
職場はとても暖かい雰囲気でチームワーク抜
群。時には意見をぶつけ合いながら、課題解決
に向け協力し合っています。
今後は遊休農地解消の促進や農業者がより働
きやすい環境をつくるなど、今まで培った知
識と経験を糧に、一歩進んだ取組をしたいと
思います。

Message

クラブ活動等も盛んで、所属を超えた付
き合いがあり庁内の雰囲気も良いと感じ
ています。ぜひ一緒に古都鎌倉で楽しく
働きましょう！

私たちの取組によって荒地だった畑が良好な農地に復元
され、農業者に使われている様子を見たとき、農業振興
における課題に自分達のアイデアが活かされたとき、そ
こに大きな達成感があります。

都市景観課　建築職

仕事もオフも充実の日々

Q. 鎌倉市役所への志望動機は？
A. 

伊藤  夏美    Ito  Natsumi
（2016年入庁）

Q A&

Interview
 with
senior

鎌倉のまちの景観を守る仕事をしています。新
しくできる建物や看板が周りに調和するよう色
や高さの指導を行ったり、古くから残る建物の
維持保全を行ったりしています。
事業者や市民、様々な立場の方と関わるうえで
心掛けているのは、相手の話をよく聞き、相手
の気持ちになって考えることです。景観行政は
地域の特性や事例と併せながら指導することが
多く、ケースにより柔軟に対応しなければなり
ません。そのなかで市民や事業者と調整し合い
一緒にまちづくりをすることは、大変ではあり
ますがとてもやりがいのある仕事です。
これからの目標は臨機応変な対応力をつけるこ
と。そして建築士の資格をとること。常に向上
心を忘れず、自分の目標に向かい有意義な毎日
を送っています。

Message

仕事もプライベートも充実している方が
多く刺激をもらえます。先輩も親切に相
談に乗ってくれます。鎌倉が好きな方、
ご応募をお待ちしています！

自然豊かで観光客にも人気の鎌倉は「まちを歩く」こと
に適したスケール。緑、海、谷戸、路地などまちを構成
する要素が多彩です。そんな鎌倉ならではのまちづくり
に魅力とやりがいを感じ入庁しました。
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鎌倉市

アカウントURL

鎌倉市職員課公式ツイッター

鎌倉市職員課の公式アカウントです。職員の
採用試験など、職員課からのお知らせや最新
情報を発信します。

職員などの募集ページ

受験案内入手方法は下記のいずれかになります

市のホームページからダウンロード

市役所・支所等で入手

勤務条件

給料と手当

■勤務時間と休日　　 職場により異なる場合があります

8:30～17:15（休憩12:00～13:00）実働7時間45分です。休日
は、土、日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）です。

■休暇制度 　

有給休暇:1年に20日（翌年への繰越可）その他、夏季休暇、結婚
休暇、療養休暇などの特別休暇があります。

昇　給　年1回
賞　与　期末・勤勉手当　年2回（6月・12月）支給
諸手当　通勤方法、住まいや家族の状況、勤務実績に応じて、通

勤手当、住居手当、扶養手当、超過勤務手当などを支給
します。

仕事・子育て　両立支援

受験の
申し込み

第一次試験
（筆記）

第二次試験
（面接）

第三次試験
（面接）

最終合格
発表

採用関係書類の提出
～採用

福利厚生
健康保険　神奈川県市町村職員共済組合
福利厚生事業　人間ドック助成、映画・宿泊・レクリエーション
施設利用等の助成
神奈川県市町村職員共済組合における給付事業・貸付事業・貯金
事業など

■クラブ活動　
体育系　空手、サッカー、野球など17部
文化系　園芸、写真、茶道など7部

初任給 219,400円（地域手当を含む。大学新卒の例）

女性 ・妊娠に伴う検診休暇
・産前産後休暇

男性 ・出産補助休暇
・育児参加休暇

共通
・育児休業（※1）
・育児時間（※2）
・部分休業（※3）

  （※1）子どもの3歳の誕生日の前日ま
で取得可能。育児休業中は無給ですが、
条件により最長2歳まで育児休業手当の
支給があります。
  （※2）子どもの3歳の誕生日の前日ま
で取得可能（有給休暇）1日当たり30分
×2回（または1時間×1回）の休暇が取
得できます。
   （※3）小学校就学前まで取得可能。
1日2時間まで取得できます。ただし取
得した時間分は無給となります。

お問い合わせ

鎌倉市総務部職員課　人財育成担当
〒248-8686　鎌倉市御成町18番10号
　 0467-23-3000（代表）内線2232・2234　
　 syokuin@city.kamakura.kanagawa.jp

申し込みから採用までの流れ

DATA

※各試験項目は変更となる場合があります

受験案内を入手して所定の期日までに申し込んでください。
募集の時期は市のホームページ・広報紙でお知らせします。


