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令和元年度藤沢市職員採用試験受験案内 

 

 

１．試験区分、募集人員、職務内容、受験資格 

試験区分 募集人員 職務内容 受験資格 

事務職Ｂ 

(障がいの 

ある人) 

5名程度 一般行政事務 
1984年 4月 2日以降に生まれ、障がい者手帳の交付を受けて

いる人 

事務職Ｄ 

（高校卒） 
3名程度 一般行政事務 

1998 年 4 月 2 日から 2002 年 4 月 1 日までに生まれ、高等学

校を卒業した人（2020年 3月卒業見込みを含む） 

事務職Ｅ 

（民間企業等

経験者） 

3名程度 一般行政事務 

1984年 4月 2日から 1992年 4月 1日までに生まれ、4年制大

学を卒業し，民間企業等における職務経験（＊1）を直近 7年

のうち 5年以上有する方（2019年 12月 31日現在） 

学芸員 

（埋蔵文化財） 
若干名 

埋蔵文化財に関する発掘調

査、普及啓発、保存管理な

どの専門的な業務 

1979 年 4 月 2 日以降に生まれ、4 年制大学又は大学院におい

て考古学を専攻して卒業（修了）し，学芸員の資格を有して

いる方（2020 年 3 月卒業（修了）見込み,資格取得見込みの

方も含む） 

学芸員 

（美術専門員） 
若干名 

藤沢市アートスペース等に

おいて、事業の企画立案、

進行、調整等の業務 

1979年 4月 2日以降に生まれ、学芸員の資格を有し、美術館、

アートセンター、公設ギャラリー等において、事業の企画立

案及び進行管理等の勤務経験がある方 

技術職(土木) 5名程度 
土木施設の設計、維持管理

などの専門的な業務 
1979 年 4 月 2 日以降に生まれ、4 年制大学における各試験区

分に関する学部又は学科を卒業した人(2020 年 3 月卒業見込

みを含む) 

技術職（電気） 若干名 
電気設備の設計、維持管理

などの専門的な業務 

技術職（機械） 若干名 
機械設備の設計、維持管理

などの専門的な業務 

※大学とは学校教育法に規定する大学（これに類するもので市長が認めるものを含み、短期大学を除く）を指します。 

＊1…「民間企業等における職務経験」とは，会社員等として１年以上継続して週３０時間以上勤務し，これらの職務経験

が通算（月単位で合算可）で、直近７年のうち５年以上であることを要します。 

※高等学校とは学校教育法に規定する高等学校（高等学校卒業程度認定試験の合格者を含む）を指します。 

◎地方公務員法第 16 条により、次のいずれか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）藤沢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）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 

 

第一次試験日 2020 年 1 月 16 日（木） 



 2 

２．受験申込手続 ※パソコンからお申込みください 

インターネット申込みのみで受け付けます。 

   次の期間中に「神奈川電子自治体共同運営サービス」から申込みをしてください。 

※詳細は藤沢市ホームページの職員課のページ（市職員の募集）をご覧ください。 

   （アドレス＝ http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/syokuin/shise/saiyo/shiken/shokuin.html ） 

   【インターネット申込受付期間】 

１２月２０日（金）午前９時～２０２０年１月６日（月）午後５時（期間内は 24 時間申込可） 

    

◆申込みの注意点◆ 

・藤沢市ホームページの職員課のページ（市職員の募集）にある＜職員採用試験電子申請マニュ

アル＞を必ず確認した上で，申込みしてください。 

・同日に実施する採用試験において、複数の試験区分に申込むことはできません。 

・同年度内に同一の試験区分を再度申込むことはできません（事務職Ｂ,事務職Ｄ及び技術職（土

木・電気・機械）が該当）。 

・申込内容に不備があるものは、受け付けできませんので十分注意してください。 

・受付手続完了後、１月１０日（金）までに受験番号を付番した受験票を電子申請のシステム内

で発行しますので、各自で印刷し，受験票及び指定サイズの顔写真を貼り付けた写真提出票を

当日会場へ持参してください。 

 

３．試験日程、合格発表 

 （１）第一次試験 

日程 

＜日 程＞ ２０２０年１月１６日(木)  

【集合】午前９時３０分 ＜開場：午前９時＞又は午後２時＜会場：午後１時３０分

＞（集合時間に自席に着席していない場合は受験できません） 

    所要時間：３時間程度 

＜会場＞藤沢市役所本庁舎（受験番号により会場が異なる場合があります。） 

    詳細は，１月１０日（金）に藤沢市ホームページの職員課のページ（市職員

の募集）へ掲示しますので確認してください。 

合格発表 

１月２２日(水)午前１０時頃 藤沢市役所本庁舎７階職員課及び市のホーム 

ページ（市職員の募集）に掲示します。

（http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/syokuin/shise/saiyo/shiken/shokuin.html） 

※合格発表当日に合格者へのみ通知を発送します。合格者で通知が１月２４日

(金)までに届かない場合は、１月２７日(月)にご連絡ください。 

（２）第二次試験  

日程 

〇筆記試験（適性試験・作文試験）・・・１月２８日（火） 

〇面接試験・・・１月２８日（火）から１月３１日（金）の期間のいずれか１日 

※会場、日程などの詳細は、第一次試験合格通知書でお知らせします。 

合格発表 ２月上旬(予定)  

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/syokuin/shise/saiyo/shiken/shokuin.html
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/syokuin/shise/saiyo/shiken/shokuin.html
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（３）第三次試験 

日程 ２月上旬～中旬（予定） 

合格発表 ２月下旬（予定） 

 

４．試験の方法及び内容 

試  験 

試 験 の 内 容 
区分 方 法 

一次 

教養試験 
社会、人文及び自然に関する一般的知識並びに文章理解、判断推理、数的推理及び資

料解釈に関する択一式の筆記試験 

性格検査 職務遂行上の適性、素質などについての検査 

二次 

適性試験 職務遂行上の適性に関する択一式の筆記試験 

作文試験 表現力、構成力などについての試験 

面接試験 個別面接 

三次 

面接試験 個別面接 

集団討論 集団による討論形式の試験 

 ※第一次試験に実施する性格検査は、第二次試験以降の面接試験の資料として使用します。 

 

５．合格から採用まで 

 （１）この採用試験に最終合格した方は、藤沢市職員採用候補者名簿に登載され、欠員状況によって順

次採用されます。ただし、採用候補者名簿の有効期限は、2021 年 3 月 31 日です。 

 （２）受験資格がないこと又は申込書記載事項などが正しくないことが明らかになった場合は、採用さ

れないことがあります。 

 （３）受験資格で必要とされる免許を「取得見込み」で最終合格した後に、2020 年 3 月 31 日までに、

その免許を取得できなかった場合は、採用されません（採用候補者名簿から除外されます）。 

（４）外国籍の人も受験できます。ただし、採用日において就労が制限される在留資格の人は採用さ

れません。 

 

６.勤務条件 

 （１）１日の勤務時間 

   午前８時３０分～午後５時１５分 休憩時間 正午～午後１時 

   （勤務形態に応じて始業時間及び終業時間が異なる場合があります。） 

   業務の必要から時間外勤務が発生する場合があります。 

（平成２９年度実績 １月当たり平均約１１時間） 

（２）週の勤務時間 

  １週当たり３８時間４５分，職場によっては４週当たり１５５時間 
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（３）休日 

  週休日 土曜日及び日曜日 

  休 日 国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から３１日，１月２日及び３日） 

   職場によっては，土曜日，日曜日及び国民の祝日が勤務日となる場合があります。 

 （４）社会保険（健康保険，年金等） 

   神奈川県市町村職員共済組合に加入します。 

 

７．給与＜初任給の例＞ 

藤沢市一般職員の給与に関する条例に基づき支給されます。［2019 年(平成 31 年)4 月 1 日現在］ 

試験区分 最終学歴等 民間企業等の経験 初任給（地域手当含む） 

事務職Ｂ、学芸員、技術職 新規大学卒 なし ２１５，４９１円 

事務職Ｄ 
新規高校卒 なし  １７９，１０５円 

新規短期大学卒 なし １９７，１８５円 

事務職Ｅ 大学既卒 ５年 ２６３，６２９円 

※上記の金額は一例です。基準学歴卒業後に職務経歴がある場合は、規定に基づき算出された額が加算されます。 

※このほか扶養手当、通勤手当、住居手当、期末勤勉手当などが条件に応じて支給されます。 

※給与や諸手当の支給額は、条例や規則などの改正により改定されることがあります。 

 

８．注意事項ほか 

（１）受験資格を満たしていない場合、提出書類（送信内容）に不備がある場合及び申込期限を過ぎ 

た場合は受付できません。 

 （２）合格発表について、電話や郵便などによるお問い合わせにはお答えできません。 

 （３）この試験に関して提出された書類は、お返し致しません。 

（４）試験日時や会場などは予定ですので、変更する場合があります。 

 （５）受験者用の駐車場・駐輪場はありません。（試験会場へは公共交通機関等をご利用ください）。 

（６）台風・地震などの非常時のお知らせや、試験当日の注意事項などがある場合には、藤沢市ホーム

ページの職員課のページ（市職員の募集）でお知らせしますので、ご確認ください。 

 

９．第一次試験会場 

   藤沢市役所本庁舎（藤沢市朝日町１番地の１）※受験番号により会場が異なる場合があります。 

    ＪＲ藤沢駅北口、小田急線藤沢駅下車 徒歩５分程度 

 

１０．試験実施に関する問い合わせ 

（平日の午前８時３０分～午後５時、１２月２８日～１月５日は除く） 

   ◎職員課 人事担当 電話０４６６（２５）１１１１ 内線２２５２ 

             FAX０４６６（５０）８２４４  


