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   試験区分・受験資格・勤務内容                  

 

試験区分  受験資格 採用予定者数 

初級行政 
平成１3年４月２日～平成１7年４月１日に生まれた方 
（４年制大学を卒業した方及び卒業する見込みの方を除く。） 

若干名 

初級行政 
（障害者対象） 

平成１3年４月２日～平成１7年４月１日に生まれた方で、障害
者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の
交付を受けている方 
（４年制大学を卒業した方及び卒業する見込みの方を除く。） 

若干名 

技能職 昭和５8年４月２日～平成１7年４月１日に生まれた方 若干名 

消防士 

平成5年４月２日～平成１7年４月１日に生まれ、原則として採
用後鶴岡市に居住することができ、普通自動車運転免許（ＡＴ車
限定を除く）を有する方又は令和5年４月末までに取得見込みの
方 

若干名 

※ 若干名については、おおむね１～２名程度を予定していますが、変更する場合があります。 

※ 複数の試験区分を受験することはできません。 

○次のいずれかに該当する方は受験できません。 

 (1) 日本国籍を有しない方 

 (2) 禁こ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方 

(3) 鶴岡市職員として懲戒免職処分を受け、その後２年を経過しない方 

 (4) 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方 

  

○受付期間 令和４年 8 月 1 日（月）～令和４年 8 月 31 日（水） 

○試 験 日 令和４年 9 月 16 日(金)から令和４年 9 月 25 日(日)までの受験者が選択する日 

 ※第１次試験は総合適性検査（基礎能力試験・パーソナリティ検査）で、テスト

センター方式（P6 参照）による試験となります。  

○申込手続 原則として電子申請による受験申込みとなります。事情により電子申請が難しい

場合は下記宛てにお問い合わせください。 

○問合せ先 〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町９番２５号 鶴岡市役所総務部職員課 

 TEL:0235-35-1159 FAX:0235-24-9071 
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試験区分  勤務内容 

初級行政 各種施策の企画立案、各種証明の窓口業務、市税の賦課徴収、農林水産、商工業

の振興など対外的な仕事から、条例案の作成、予算編成、職員管理などの内部的

な仕事まで、幅広い市政の業務に従事します。 初級行政 
（障害者対象） 

技能職 
市内の小中学校において、学校技能士として学校の環境整備やその他の用務

に従事するほか、学校給食センターにおいて給食調理業務に従事します。 

消防士 
消防本部や消防署において、消火活動、救命救急、人命救助、火災予防業務に

従事します。 

   第１次試験                             

 第１次試験は、テストセンター方式による受験となりますので、指定された期間内で手続きを進

め、受験してください。詳細についてはP６「テストセンター方式について」を参照してください。 

試験日・試験方式 

試  験  日 試験区分 試験方式 

令和４年９月１６日(金)から 

令和４年９月２５日(日)までの 

受験者が選択する日時 

初級行政・ 

初級行政（障害者対象）・ 

技能職・消防士 

テストセンター方式による試験 

※初級行政（障害者対象）区分の受験時に配慮を希望する場合は申請時に所定の項目に記載してく

ださい。ただし、試験の実施上配慮できない場合もあります。 

試験種目・試験時間 

試験区分 試験種目 試験時間 

初級行政・ 

初級行政（障害者対象）・ 

技能職・消防士 

基礎能力試験 ６０分 

パーソナリティ検査 ３５分 

試験内容（第１次試験出題分野） 

試験区分 出題方式 出 題 分 野 

基礎能力試験 

多肢選択 

文章読解能力、数的能力、推理判断能力、人文・社会、自然に関する

一般知識等の分野について基礎的な能力及びその応用力を問う試験 

パーソナリティ検査 意欲、性格特徴、気質など、個人の持ち味を測定する適性検査 

第１次試験合格発表 

受験者全員に第１次試験の合否の結果を通知します。（令和４年１０月上旬予定）また、鶴岡市

役所前掲示場、鶴岡市ホームページに合格者の受験番号を掲示します。 
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   第２次試験                                            

 第２次試験は、第１次試験合格者を対象に行います。新型コロナウイルス感染症の状況によっては

日程、会場等を変更する場合もあります。 

 

 試験種目・試験会場・試験時期 

試 験 区 分 試 験 種 目 試 験 会 場 試 験 時 期 

初級行政・ 

初級行政（障害者対象）・ 

技能職 

作文試験 

面接試験 
鶴岡市役所ほか 令和４年１０月下旬（予定） 

消防士 
体力検査 

面接試験 
鶴岡市消防本部 令和４年１１月上旬（予定） 

※２次試験は鶴岡会場での対面面接と、東京会場等でのWeb面接を予定しています。詳細につい

ては第１次試験合格者に対して通知します。 

 
試験内容（第２次試験出題分野） 

試験内容 出題方式 出 題 分 野 

作文試験 
初級行政・ 
初級行政（障害者対象）・ 
技能職 

記述 
文章による表現力、課題に対する理解力その
他の能力についての記述式による筆記試験 

体力検査 消防士 実技 
懸垂、握力、反復横跳び、上体起こし及び
シャトルラン 

面接試験 共通  

※第２次試験受験にあたり、次の書類を提出していただきます。 
○住民票謄本、成績証明書（最終卒業（見込）学校）、自己申告書 
 

第２次試験合格発表 

受験者全員に第２次試験の合否の結果を通知します。（令和４年１１月中旬予定）また、鶴岡市

役所前掲示場、鶴岡市ホームページに合格者の受験番号を掲示します。 
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   受験の申込                                               

申込手続 

(1) 受験申込は、原則として電子申請による受験申込みといたします。市ホーム

ページ（https://www.city.tsuruoka.lg.jp/）の電子申請（やまがたｅ申請）

から手続きを行ってください。スマートフォンでも申請することができます。 

(2) 事情により電子申請が難しい場合は、下記宛てにお問い合わせください。 

(3) 受験申込の記載事項等が受験資格の要件を満たしていない場合は、受理できませんので、

確認のうえ提出してください。 

(4) 受験票は申込期間終了後概ね３営業日以内に発行します。 

(5) 申込後に別途送付されるメールに従い、都合の良い日時でテストセンター会場を予約し、

受験してください。 

申込に必要となるもの 

注意事項 

(1)鶴岡市公式ホームページの職員採用情報に掲載している「鶴岡市職員採用試験インターネッ

ト申込手続きガイド」の手順に従い申し込みを行ってください。ガイドの手順に従わずに申

し込んだ場合の事故等については責任を負いません。 

(2)使用されるパソコンやスマートフォンの操作、通信回線上の障害等によるトラブルについて

はお問い合わせいただいてもお答えできません。 

申込先・問合せ先 

鶴岡市総務部職員課  〒997-8601 鶴岡市馬場町９番２５号 ０２３５－３５－１１５９ 

申込受付期間 

令和４年８月１日(月) ～ 令和４年８月３１日(水) 

試験区分 必要となるもの 備考 

初級行政・ 

初級行政（障害者対象）・ 

技能職・消防士 

電 子 申 請 サ ー ビ ス
に接続できる環境 

パソコン・スマートフォン・タブレット等
の情報端末とインターネット環境 

申請者本人の 
メールアドレス 

受験に関する各種連絡は基本的にメール
で行います。 

申請者本人の 
顔写真データ 

申込前６か月以内に脱帽・上半身正面向
きで撮影したもので本人確認が可能なも
のでサイズが２M以下のもの 

プリンタ及び用紙 
申込受理後に発行する受験票は各自で印
刷願います。 

初級行政（障害者対象） 障害者手帳の写し 

障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳）の次の事項が
記載された部分の写しを添付してくださ
い。 

①顔写真 ②氏名・生年月日  
③障害の等級及び障害の内容 

鶴岡市電子申請サービス 
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   受験上の注意                               

(1) 受験票に記載の「受験注意事項」をよく読んでくるとともに、試験当日は、受験票（テストセ
ンター会場は本人確認のための身分証明書も）を必ず持参し、係員に提示して確認を受けてくだ
さい。 

(2) 受験予約の変更、キャンセルについては、申込後に送付されるメールに従い手続きを行ってく
ださい。 

  

   合格から採用まで                             

(1) 最終合格者は採用候補者名簿に登載され、これに基づいて採用者が決定されます。 

(2) 採用の時期は、原則として令和５年４月１日ですが４月２日以降に採用される場合があり
ます。また、場合によっては、令和４年度中の採用になる場合もあります。 

(3) この採用候補者名簿の有効期間は、来年度の職員採用試験実施時期までです。 

 

   勤務条件                                 

 給  与 

(1) 給与は、職員の給与に関する条例・規則に基づき支給されます。 

(2) 基準となる現行初任給は月額で次のとおりです。 

(令和４年４月１日現在) 

初級行政 

初級行政（障害者対象） 
技 能 職 消 防 士 

152,300円 144,700円 156,800円 

※各人の学歴、経歴等によりこれらと異なる初任給となる場合があります。 

 

(3) 上記の初任給（給料）のほか、通勤手当、扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当

等の手当があります。 

 勤務時間・休日・休暇 

(1) 勤務時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

 日曜日・土曜日・祝日は休日です。 

（これとは異なる交替勤務・時差勤務等となる場合もあります。） 

(2) 1年間に20日間（4月採用の場合、その年（12月まで）は15日間）の年次有給休暇のほか、

夏季休暇や結婚休暇などの特別休暇があります。 

 福利厚生 

 福利厚生として、各種健康診断や人間ドックの実施、職員共済組合等が運営する全国各地の保養所

の利用など種々の充実した制度となっています。
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   【重要】テストセンター方式について               

（1）テストセンター方式とは 

  市が設定する受験可能期間中の都合の良い日時に、都合の良い会場を予約し、受験していただ

く方式です。 

（2）第１次試験までの受験の流れ 

日程・期間 鶴岡市 受験者 

８/１～８/３１ 申込受付 電子申請により申込 

申請受付後 
概ね３営業日以内 申請者へ申請受理通知送付  

申込期間終了後 
概ね３営業日以内 

（９/５まで） 

・受験票発行 

・受験案内メール送信 

（第１次試験受験用 ID/パス

ワード、予約用専用サイト

の URL を通知） 

 

受験案内メール到
着後 
～ 

９／2４ 

 

受験用 ID/パスワードを用い、専

用サイトにて受験日時・会場を予

約 

９/１６～９/２５  

予約した日時に会場へ赴き、受験 

※写真付きの身分証明書が必要と

なります 

１０月上旬 第１次試験合否について通知  

（3）会場について 

  会場は全国 47 都道府県に約 340 か所用意されています。ご自身の都合の良い会場で受験い

ただけます。 

（4）注意事項 

    ①テストセンター予約に必要な ID、パスワードは申込期間終了後にメールで送付します。お使

いのメールソフトやセキュリティソフトの設定によっては予約案内メールが届かない場合が

ありますので、あらかじめ以下の内容でフィルタリング解除設定を行っていただきますよう、

お願いいたします。テストセンター予約が行われない場合は受験できませんので、必ずご対応

いただくようお願いします。 

メールアドレス指定の場合 ドメイン指定の場合 

 help@cbt-s.com 

 renraku@cbt-s.com 
 cbt-s.com 

 ②鶴岡市職員採用試験においては、他自治体、他企業で受験したテストセンター結果の流用は

できません。上記の受験可能期間中に、テストセンター会場で試験を受けていただく必要があ

ります。また、鶴岡市職員採用試験の結果を他の企業等の試験へ流用することもできません。 

  ③テストセンター会場では本人確認のため受験票と併せて身分証明書（運

転免許証・写真付学生証など）を提示していただきます。必要な身分証明書

の種類等、詳細については以下の URL からご確認ください。身分証明書を

忘れた場合は受験できませんの で 、 必 ず 確 認 し て く だ さ い 。   

http://cbt-s.com/id_verify.html 


