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令和３年度（2021 年度） 

就職氷河期世代を対象とした 

鎌倉市職員採用試験受験案内 

 

鎌倉市総務部職員課 

 この試験は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、正規雇用の機会に恵まれなかったいわゆる就

職氷河期世代の方を対象として、これまでの様々な経験を通じて培ってこられた能力や意欲を存分に発

揮していただくことで、鎌倉市をより一層強化していくことを目的に、鎌倉市の行政機関に勤務する一

般職職員を採用するために行うものです。 

 

１ 募集する職種、採用予定人数及び職務の内容 

職 種 等 採用予定人数 職   務   内   容 

事    務 若干名 

行政機関の事務（企画、財政、税務、防災安全、 

戸籍、福祉、環境、都市計画、下水道、教育等） 

に従事します。 

障害者採用 

（事務） 
若干名 

上記行政機関の事務に従事します。 

※障害の特性を考慮し、試験会場や採用後の職場環境に

配慮します。 

 ※ 採用予定人数は、募集時におけるものであり、今後変更する場合があります。 

 

２ 受験資格 

      内  容 

 

職 種 等     

受  験  資  格 

職務経験・資格 年 齢 

事    務 

次の①、②及び③のすべてに該当する人 
① 学校教育法による高等学校を卒業した人

又は同程度の学力を有する人又は高等学校
卒業程度認定試験に合格している人 

② 令和２年（2020年）９月１日から令和３
年（2021年）８月31日の間に正規雇用労働
者（注1）として雇用されていない人（注2） 

③ 平成 28 年（2016 年）９月１日から令和２

年（2020 年）８月 31 日の間に正規雇用労働

者としての雇用期間が通年１年以下（注 3）の

人 

昭和45年（1970年）４月２

日から昭和61年（1986年）

４月１日までに生まれた人 

障害者採用 

(事務) 

受験しようとする職種の職務経験及び資格に
加え、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障
害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けて
いる人 

 

※ 令和３年度（2021 年度）に実施された鎌倉市職員採用試験に応募したことがある人は、申込 

  みすることができません。 

  

注１ 正規雇用労働者とは、次の（１）から（４）のすべてに該当する労働者をいいます。 

（１）期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。 

（２）派遣労働者として雇用されている者でないこと。 

（３）所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であるこ
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と｡（週の所定労働時間が 30 時間未満の場合を除く。） 

（４）同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び

支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提

とした待遇が適用されている労働者であること。 

 注２ 就職氷河期世代を対象とした採用試験について、申込開始日以前１年間（令和２年（2020

年）９月１日から令和３年（2021 年）８月 31 日の間）に正規雇用労働者としての経験のある人は

本選考を申し込むことはできません（正規雇用労働者としての休職、休業等の期間も、正規雇用

労働者としての経験に該当します）。  

 注３ 平成 28 年（2016 年）９月１日から令和２年（2020 年）８月 31 日の間に正規雇用労働者とし

 て雇用されていた人の雇用期間の通算方法は次のとおりです（正規雇用労働者としての休職、

 休業等の期間も、雇用期間として通算します。）。 

なお、「雇用期間が通算１年以下の人」には、正規雇用労働者として雇用されたことがない人

 を含みます。 

【通算方法】 

○ 月の途中に入社又は退社した場合は、その月は雇用期間としてカウントしません（平成 28 年８

月 31 日以前から雇用されていた場合は、平成 28 年８月分は雇用期間としてカウントしませ

ん。）。 

○ 12 か月を１年として換算します（受験資格の雇用期間は通算１年以下）。 

＜雇用期間のカウント例＞ 

① 平成 28 年８月１日から同年 10 月 15 日→ １か月（８月、10 月はカウントしない） 

② 平成 30 年１月 15 日から同年 12 月 31 日→ 11 か月（１月はカウントしない） 

③ ①１か月＋②11 か月＝通算 12 か月 → １年（１年は受験資格内） 

 

※ 試験区分ごとの受験資格にかかわらず、次に該当する人は受験できません。 

地方公務員法第 16 条の規定に該当する人 

ア 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 

 者 

イ 鎌倉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年を経過しない者 

ウ 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者 

 

３ 受験申込手続 

  電子申請による受付となります。 

  次の期間中に市ホームページから、「神奈川電子自治体共同運営サービス（e-kanagawa 電子申

請）」にアクセスして申込みしてください。 

 ※ホームページに「電子申請に関するマニュアル」も掲載します。申込方法の詳細については、そ

 ちらを御覧ください。 

（ＵＲＬ：https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syokuin/saiyo-hyogaki.html） 

 

※ 電子申請の際に、「エントリーシート及び論文」の提出も必要となります。「電子申請に関する 

マニュアル」を御確認の上、添付してください。 

 

【申込受付期間】 

令和３年（2021 年）８月 30 日（月）午前９時から９月 10 日（金）午後５時まで 
 

※ 電子申請のみの受付となります。郵送や持参等での提出はできませんので御注意ください。 

 

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syokuin/
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４ 試験の方法 

（１）第一次試験 

内容 

エントリーシート及び論文により書類選考を実施します。 

【論文テーマ】 

「正規雇用の機会に恵まれなかった厳しい雇用環境に対しどう向き合ったか、ま

た、その苦難をどう乗り越えたかを踏まえ、その経験を鎌倉市にどのように活か

したいか、具体的に述べてください。」 

合格発表 
令和３年（2021年）10月上旬 

（市のホームページに合格者の受験番号を掲載します。郵送による通知は行いま

せん。） 

（２）第二次試験 

内容 

ＷＥＢ試験（知的能力の測定と適性検査）を行います。 

インターネットが使用できるパソコン環境が必要となります。次の推奨環境をよ

く御確認のうえ、受験してください。 
※推奨ＯＳ：Microsoft Windows8.1/10 

推奨ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge / Google Chrome 

推奨画面サイズ：画面サイズ 13 インチ以上 

日程 令和３年（2021 年）10 月中旬 

会場 自宅等のパソコンから、インターネット上の試験サイトにアクセスして受験 

合格発表 
令和３年（2021年）10月下旬 

（市のホームページに合格者の受験番号を掲載します。郵送による通知は行いま

せん。） 

※本人以外の者が代理で回答する、回答中に他者から助言を受ける等の不正行為を固く禁じま

す。 

※第三次試験の際「本人確認テスト」を実施します。 

※ＷＥＢ試験によって発生する通信料は自己負担となります。 

※受験の際に電卓・筆記用具・メモ帳を御用意ください。 

※詳細については、受験申込された方に対して、ＷＥＢ試験に必要な情報（ＵＲＬ、受験番号等）

を通知します。 

（３）第三次試験 

内容 
第二次試験合格者に対し、会場を指定のうえ、個人面接及び本人確認テストを行

います。 

日程 令和３年（2021 年）11 月上旬～中旬（市のホームページにてお知らせします。） 

会場 
鎌倉市役所本庁舎等（試験会場等の詳細は、第一次試験合格者にお知らせしま

す。） 

合格発表 

令和３年（2021 年）11 月下旬 

（市のホームページに合格者の受験番号を掲載します。郵送による通知は行いま

せん。） 

（４）第四次試験 

内容 第三次試験合格者に対し、会場を指定のうえ、個人面接を行います。 

日程 令和３年（2021 年）12 月下旬（市のホームページにてお知らせします。） 

会場 
鎌倉市役所本庁舎等（試験会場等の詳細は、第二次試験合格者にお知らせしま

す。） 

合格発表 
令和４年（2022 年）１月上旬（市のホームページに合格者の受験番号を掲載する

ほか、合格者全員に郵送にて通知します。） 
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５ 合格から採用まで 

（１）最終合格者は、職種区分ごとに作成される職員採用候補者名簿に登載されます。 

（２）採用の時期について、原則として令和４年（2022年）４月１日となります。 

（３）採用後６か月は条件付採用となります。この期間の実績により、正式採用しない場合がありま

す。 

（４）受験資格がないこと又は申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合、また、採用日ま

でに受験資格要件が満たされなかった場合は、合格を取り消し、職員採用候補者名簿から削除し

ます。 

（５）外国籍の方について、就労が制限される在留資格の方は、採用しません。 

 

６ 給与 

  給与は、鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例施行規則に基づいて支

給されます。また、初任給は、職務経験年数、最終学歴等に応じて一定の基準により決定します。 

最終学歴 新卒 職務経験 10 年 職務経歴 20 年 

大  学 ２２１，１００円以上 ２６２，８００円以上 ２８４，７４０円 

短  大 ２００，５００円以上 ２５４，８００円以上 ２８０，８００円以上 

高  卒 １８２，７００円以上 ２４１，７００円以上 ２７３，３００円以上 

※上記は、鎌倉市職員と同種とみなされる職務経験があって採用された場合の金額です。 

このほか、期末勤勉手当や通勤、住まい、家族の状況などに応じて諸手当を支給します。 

上記の給与額は、令和３年（2021 年）８月１日における初任給（地域手当を含む。）であり、

今後条例改正等が行われたときは、その定めるところによります。 

 

７ その他注意事項 

（１） 試験の途中で、受験資格がないことが明らかになった場合は、その後の試験を受験できませ

ん。合格している場合は、合格を取り消します。 
（２）採用後、本人の適性等の理由により、受験職種とは異なる業務を行っていただく場合がありま

す。 

（３）複数の試験区分に重複して申込みすることはできません。 

（４）災害等で試験が実施できない場合などの緊急のお知らせは、市ホームページ及びツイッター（鎌

  倉市職員採用情報）で行います。 

 

鎌倉市総務部職員課  〒248－8686 鎌倉市御成町 18 番 10 号 ℡ 0467（23）3000 内線 2232 

 

職員課ホームページ https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syokuin/saiyo-t.html 

 

ツイッター（鎌倉市職員採用情報） https://twitter.com/kamakura_saiyou 
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