２０２０年度町田市職員採用試験実施要項（１）

＜一般事務、技術職、栄養士、保健師＞

※６～７ページに第２次試験以降の試験内容を追記しました。

【募集職種】
○一般事務(大卒程度)
○土木技術(大卒程度)
○保健師
○保健師（社会人経験者対象）

○身体障がい者対象一般事務
○建築技術(大卒程度)
○獣医師

○一般事務(考古学専攻)
○栄養士
○土木技術（社会人経験者対象）

【主な試験日程（予定）】
申込受付

２０２０年４月２８日（火）午前１０時～５月１４日（木）午後３時

第１次試験

２０２０年６月

第２次試験

２０２０年７月６日（月）～７月２２日（水）

第３次試験

２０２０年８月１１日（火）～８月１９日（水）

１日（月）午前１０時～６月１０日（水）午後３時

※受験資格等の詳細は２～５ページをご確認ください。
※試験科目等の詳細は６～７ページをご確認ください。
※日程や会場は、変更する可能性があります。最新の情報は町田市ホームページをご確認ください。
※この採用試験実施要項は、必ずよくお読みください。
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１

募集職種・受験資格・採用予定数
募集職種
一般事務
(大卒程度)

受験資格
１９９０年４月２日から１９９９年４月１日までに生まれた方

採用予定数

２５名

次の４つの要件を満たす方
（１）１９６１年４月２日から１９９９年４月１日までに生まれた方
（２）身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳の交付を受けて
いる方
身体障がい者対象
※受験申込時に身体障害者手帳の写し等を郵送していただきます。
一般事務
（１０ページ参照）

若干名

（３）通常の勤務時間（週３８時間４５分、１日７時間４５分）に対応で
きる方
（４）活字印刷文による出題に対応できる方
次の３つの要件を満たす方
（１）１９６１年４月２日から１９９９年４月１日までに生まれた方
一般事務
(考古学専攻)

（２）大学（考古学専攻）を卒業した方、又は２０２１年３月末までに卒業
見込みの方

１名

（３）博物館法に規定する学芸員の資格を有する方、または２０２１年３月末
までに資格取得見込みの方
土木技術
（大卒程度）

建築技術
(大卒程度)

次の２つの要件を満たす方
（１）１９９０年４月２日から１９９９年４月１日までに生まれた方
（２）大学でそれぞれの専門技術系学科を卒業した方若しくは２０２１年
３月までに卒業見込みの方又はそれと同等の知識を有する方
（専門技術系学科の大学卒業と同等の知識を有すれば学歴要件は必要
ありません。）

１０名

若干名

次の２つの要件を満たす方
栄養士

（１）１９９０年４月２日以降に生まれた方

若干名

（２）管理栄養士の資格を有する方又は２０２１年春までに取得見込みの方
次の２つの要件を満たす方
保健師

（１）１９９０年４月２日以降に生まれた方

１０名

（２）保健師の資格を有する方又は２０２１年春までに取得見込みの方
次の２つの要件を満たす方
獣医師

（１）１９６１年４月２日から１９９７年４月１日までに生まれた方

１名

（２）獣医師の資格を有する方又は２０２１年春までに取得見込みの方
次の３つの要件を満たす方
（１）１９６１年４月２日から１９９０年４月１日までに生まれた方
土木技術
（社会人経験者
対象）

（２）民間企業等における職務経験（４、５ページ参照）を２０１３年４月
１日から２０２０年３月３１日までの間に５年以上有する方

若干名

（３）大学で専門技術系学科を卒業した方若しくは２０２１年３月末まで
に卒業見込みの方又はそれと同等の知識を有する方
（専門技術系学科の大学卒業と同等の知識を有すれば学歴要件は必要
ありません。）
次の３つの要件を満たす方
保健師
（社会人経験者
対象）

（１）１９６１年４月２日から１９９０年４月１日までに生まれた方
（２）民間企業等における職務経験（４、５ページ参照）を２０１３年４月
１日から２０２０年３月３１日までの間に５年以上有する方
（３）保健師の資格を有する方又は２０２１年春までに取得見込みの方
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若干名

【各職種共通の受験資格】
（１）現に町田市職員（任期付職員及び非常勤職員を除く。）である人は、受験できません。
（２）地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当する方は受験できません。
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

町田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

人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章（罰則）に規定する
罪を犯し刑に処せられた者

エ

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

【注意事項】
（１）１９９９年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を
卒業又は２０２１年３月末までに卒業見込みの方も受験できます。
（この場合、学歴を要件とします。）
（２）社会人経験者対象の試験について、職務経験の考え方の詳細は、４～５ページをご確認くだ
さい。
（３）受験資格がないことが明らかになった場合、その後の試験は受験できません。最終合格発表
後に受験資格を満たしていないことが判明した場合、合格を取り消します。
（４）受験のために提出された書類は返却いたしません。
（５）受験の途中で、職種を変更することはできません。
（６）複数の職種への申込みはできません。

社会人経験者対象の試験を受験される方は、
受験資格にかかる「職務経験の考え方」について、必ず次ページでご確認ください。
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【社会人経験者対象試験

職務経験の考え方】

（１）受験資格算入期間：２０１３年４月１日から２０２０年３月３１日まで
受験資格算入期間は、上記期間内で５年以上の職務経験を要します。この期間外の経験は、受験
資格に定める職務経験に算入できません。

（２）継続勤務・活動要件：同一の企業・団体等において、２年以上継続している勤務・活動で
通算５年以上
【職務経験の考え方】
「職務経験」とは、会社員、自営業者、公務員、財団法人、社団法人、ＮＰＯ法人、
アルバイト、パートタイマー等としての経験が該当します。
※町田市職員（任期付職員及び非常勤職員を除く）としての経験は「職務経験」に含み
ません。
【職務経験として通算できるの職歴】
産前産後休業以外の
休職期間を除いた
同一企業での勤務
年数が2年以上

○

2013年4月 1日から
2020年3月31日まで
の期間に勤務して
いた

○

※職務経験として算入できるのは、
2013年4月1日から2020年3月
31日の期間内のみ

×

×
「受験資格に入らない職
歴」のため、記入不要

「受験資格に該当する職歴」として、
履歴書の一番右の欄に○を記入

「受験資格に入らない職
歴」のため、記入不要

※複数の企業に勤務した場合、
「受験資格にかかる職歴」の

【通算５年以上の勤務期間の考え方】
「通算５年以上」とは、同一の企業・団体等で休憩時間を除き、週３０時間以上の勤務を２年以
上継続し、これらの経験が通算で５年以上あることを要します。
同時期に複数の企業・団体等に勤務していた場合は、いずれかひとつの勤務期間のみを職務経験
とします。また、２０１３年３月３１日以前から２年以上勤務が継続していれば、同年４月以降の
期間は通算できます。
2013.4.1
←

2020.3.31
→

同一企業で５年以上勤務

（例１）

（例２）

受験資格算入期間

同一企業で
２年以上勤務

同一企業で２年以上 勤務

通算５年以上
…職務経験に算入できる期間
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【年数の計算方法】
・年数の数え方
勤務・活動を開始した日（起算日）から翌年の起算日の前日までを１年として計算します。
（例） ２０１７年５月１日～２０１９年４月３０日 → ２年０月
・月数の数え方
月の途中での就労・退職は、半月以上の勤務日があれば１ヶ月とみなし、期間を通算します。
（例１）２０１７年４月１５日～２０１９年５月３１日
→ 勤務期間 ４月分の１５日間 + ２年１月
（通算）
（通算）
⇒ 通算 ２年２月
（例２）２０１７年４月１５日～２０１９年６月１０日
→ 勤務期間 ４月分の１５日間 + ２年１月 + ６月分の１０日間
（通算）
（通算）
（通算しない） ⇒

通算

【休職期間の取扱い】
・産前産後休業は職務経験期間に含みます。
ただし、育休、病気等による休業・休職は職務経験期間に含みません。

【受験資格の確認】
・最終合格発表後に職歴証明書（指定用紙）をご提出いただきます。
証明書には法人名・代表者名・社判・就業期間・週当たりの勤務時間・職務内容
の記載が必要です。証明書の提出ができなかった場合は、採用されません。
※自営業の方の証明書の提出方法についてはお問合せください。
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２年２月

２

試験科目、試験日、試験会場等

第１次試験

６月１日（月）
～
６月１０日（水）

＜合否＞６月１８日(木）予定

第２次試験

７月６日（月）
～
７月２２日（水）

＜合否＞８月上旬予定

一般事務
（大卒程度）

身体障がい者対象
一般事務

その他の職種

SPI3
（基礎能力検査、
性格検査）

SPI3
（基礎能力検査、
性格検査）

SPI3
（基礎能力検査、
性格検査）

会場：自宅等（※）

会場：自宅等（※）

会場：自宅等（※）

個別面接
(Web面接)

個別面接
(Web面接)

個別面接
(Web面接)

会場：自宅等（※）

会場：自宅等（※）

会場：自宅等（※）

GAB
（知的能力テスト）

GAB
（知的能力テスト）

GAB
（知的能力テスト）

作文

作文

専門試験
※市が指定する資格を
有する者は、免除

最終個別面接

最終個別面接

最終個別面接

会場：町田市役所
市庁舎

会場：町田市役所
市庁舎

会場：町田市役所
市庁舎

８月１６日（日）

第３次試験
８月１１日（火）
～
８月１９日（水）
＜合否＞９月上旬予定

【注意事項】
※第１次試験は、インターネットが使用できるパソコン環境があればどこでも受験可能です。
※第２次試験において、Webを使用した個別面接を行います。動作環境についてのご案内は
町田市ホームページに掲載しますので、必ずご確認ください。
また、面接当日と同じ手順でアクセスしていただき、音声・映像を確認する「接続テスト」
を６月下旬に行う予定です。接続テスト期間中に連絡が取れない場合は、辞退したものと
みなしますので、あらかじめご了承ください。面接で使用するアプリの操作に慣れていた
だくために、接続テストは必ず受験者本人が行ってください。
詳細は、第１次試験合格発表後に町田市ホームページに掲載します。
なお、Web面接や接続テスト等によって発生する通信料は自己負担となります。
※第３次試験において、いずれか１科目でも受験しなかった場合はその時点で棄権となり、
他の科目を受験することはできません。
※各試験の実施方法や日程、会場の変更等については、町田市ホームページに掲載します。
必ず、最新の情報をご確認ください。

【土木技術職における専門試験の免除】
※土木技術職（大卒程度・社会人経験者対象）で受験される方のうち、以下の資格のいずれかを
有する者は、専門試験の受験を免除します。
第１次試験合格後に提出する「身上調書」に必ず記載してください。記載がない場合は、専門
試験の受験が免除されません。

専門試験の受験が
免除される資格

土木施工管理技士（1級）、
技術士（建設部門、上下水道部門、総合技術監理部門）
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３

試験の内容

（１）筆記試験（Web受験）
試験科目

試験の内容

SPI3
（基礎能力検査、性格検査）

基礎能力検査（言語能力、非言語能力の測定）および性格検
査をWEB方式にて行います。
※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。
※必ず、指示された期間内に全ての科目の受験を完了してく
ださい。期間内に受験が完了していない場合は、未受験と
して扱います。
※受験の際に電卓・筆記用具・メモ帳をご用意ください。

試験時間

基礎能力検査
約３５分
性格検査
約３０分

（２）筆記試験（集合試験）・面接試験
試験科目

試験の内容

GAB
（知的能力テスト）

言語理解、計数理解についてマークシート方式にて行います。

作文
※GABが一定の成績に達していない
場合、採点の対象とならない
ことがあります。

一般事務
（考古学専攻）

土木技術
（大卒程度）
・
土木技術

出題された課題について、記述方式にて行います。

歴史学及び埋蔵文化財に係る専門知識について論文形式にて行います。

数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（都市計画を含
む。）及び土木施工について択一式にて行います。

（社会人経験者対象）

専門試験
※GABが一定の
成績に達して
いない場合、
採点の対象と
ならない
ことが
あります。

建築技術
（大卒程度）

数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画
（都市計画、建築法規を含む。）、建築設備及び建築施工について択一式に
て行います。

栄養士

栄養指導及び管理に関することについて論文形式にて行います。

保健師
・
保健師

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論について論文形式
にて行います。

（社会人経験者対象）

獣医師

保健所業務に必要な専門的知識（公衆衛生学、食品衛生学、環境衛生学、微
生物学等）について論文形式にて行います。

※筆記試験は、集合から解散までに３～４時間程度の時間がかかります。
※全職種において、試験は活字印刷文で行います。

（３）面接試験
試験科目
個別面接（Web面接）
最終個別面接

試験の内容
主として人物についてWebを使用した個別面接を行います。
主として人物について個別面接を行います。

※個別面接、最終個別面接は、集合から解散までに３０分～１時間程度の時間がかかります。

7

４

各種問合せ先、申込・受験時の注意事項
【問合せ先】
■電子申請システム操作やパソコン環境設定に関する問合せ先
東京都電子自治体共同運営サービスコールセンター
TEL:０１２０－０３－０６６４（平日８：３０～１８：００）、FAX：０１２０－６０－５３９２
■SPI受験にかかる操作やパソコン環境設定に関する問合せ先
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ WEBテストヘルプデスク
TEL:０５７０－０１２９２１（土日祝含む毎日９：００～１８：００）
メール：webtest@s2waku-2.com（氏名、受験者ID、受験企業名、連絡先を記載してください。）
■その他採用試験全般に関する問合せ先
町田市役所総務部職員課 採用担当
TEL：０４２－７２４－２５１８（平日８：３０～１７：００）
FAX：０５０－３０８５－４１０７
※FAX・メールは、電話が使用できない方のみご利用ください。
【申込みにおける注意事項】
■メールの受信設定
メールのフィルター機能等により、電子申請の到達メール・受付確認メールや第１次試験（ＳＰＩ）の受験
に必要なメールの案内が届かない場合があります。以下のアドレスを受信許可ドメインに設定してください。
メールの不達については一切責任を負いません。
電子申請完了通知 ： 東京共同 電子申請・届出サービス
SPI受験依頼メール ： 町田市 総務部 職員課

【shinsei-tokyo@elg-front.jp】
【saiyou-info@city.machida.tokyo.jp】

■受験申込みから第１次試験のネットワーク環境
受験申込み及び第１次試験にはインターネットを使用します。利用環境をご確認の上で受験をしてくださ
い。締め切り間際のアクセス集中等、予期せぬ通信障害が起きた場合のトラブルについては、一切責任を
負いません。
受験申込みや第１次試験の受験は、期日・時間に余裕を持って行ってください。
【身体障がい者対象一般事務の申込みにおける注意事項】
■申込みの手続き
以下の２つの手続きを行なってください。
（１）東京共同 電子申請・届出サービスメールを使用して、申込書を提出してください。
（２）身体障がい者手帳の写しを送付してください。
※申込期間内に電子申請での申込みと提出書類が到達し、不備がなければ、申込完了となります。
※「簡易書留」以外で郵送した場合の事故については、責任を負いません。
【提出書類】
（１）身体障害者手帳の写し（交付機関、手帳番号、交付年月日、障害等級、障害名が確認できるもの）
（２）氏名、生年月日、電子申請申込日、電話番号、メールアドレスを記載した用紙（書式自由）
【提出先】
〒１９４－８５２０ 東京都町田市森野２－２－２２ 町田市役所総務部職員課 採用試験担当
【郵送期限】
５月１４日（木）
※当日消印有効。但し、受付は５月１５日（金）到着分まで。
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５

受験申込手続～第１次試験の流れ
※例年、締め切り間際に申込みが集中します。町田市職員を志望する意欲・熱意が高い方は早めの
申込みをお願いします。

1 準備 （ネットワーク利用環境等の確認）
（１）利用環境確認及
び設定

・電子申請による申込みおよび第1次試験（ＳＰＩ）の受験には、インターネットに繋がる環境が必要
です。利用環境は「東京共同電子申請・届出サービス」ホームページおよび１１ページ「４ 第１次試
験受験」の「（１）利用環境確認及び設定」をご確認ください。

（２）メールアドレスの
準備

・申込みの際に登録したメールアドレスに、第１次試験受験（ＳＰＩ）に必要となる情報（受験者ID・受
験用URLおよび注意事項）を送信します。第１次試験（ＳＰＩ）の受験はＰＣのみ使用できます。
※必要に応じて、フリーアドレスを取得するなどの対応をしてください。
・フリーメールは、フリーメール側のフィルター機能等により、こちらからのメールが届かない場合があ
ります。以下のアドレスからのメールを受信できるよう設定してください。メールの不達については一
切責任を負いません。

注意事項

電子申請完了通知 ： 東京共同 電子申請・届出サービス
【shinsei-tokyo@elg-front.jp】
SPI受験依頼メール ： 町田市職員課
【saiyou-info@city.machida.tokyo.jp】

2 受験申込 （電子申請 ： ４月２８日（火）午前１０時～５月１４日（木）午後３時）
・「東京共同電子申請・届出サービス」
（https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/index.html）にアクセスします。
（当ホームページへは、町田市ホームページのトップページ「サイト内検索・よくある質問」の下にあ
る「電子申請・申告」⇒「東京都電子自治体共同運営サービスポータルサイト」からもアクセスできま
す。）
・「利用上の注意」をよく読み、必要に応じて利用環境を設定してください。（電子署名の設定は不要
です。）

（１）申請者情報登録

・申請者情報登録をしてください。なお、「登録先自治体」で「町田市」を必ず選択してください。
・登録時に発行されるユーザID、パスワードは必ず控えてください。
※既に登録済の方は、再登録の必要はありません。ただし、「登録先自治体」で「町田市」が選択さ
れているか確認してください。
※東京共同 電子申請・届出サービスのアドレス【shinsei-tokyo@elg-front.jp】を受信許可ドメイン
に設定してください。
・同ホームページにアクセスし、町田市を選択してください。
・町田市電子申請の中から職員採用の手続きを選択し、電子申請・届出システムにログインし、申込
みを行ってください。

（２）町田市電子申請
からの申込み

・入力間違いがないよう、よくご確認ください。申込書に記載されたメールアドレスに第１次試験の受
験依頼メールを送信します。
・到達番号、問合せ番号は必ず控えてください。
※申込後、同サービスより電子メールで到達通知が送信されます。また、不備なく受付されると電子
メールで受付通知が送信されます。
・上記期間に「東京共同電子申請・届出サービス」に正常に到達したものを有効とします。
・申込みに不備があった場合は、受験申込書を差戻します。修正の上で、再度、電子申請申込期
間内に申込してください。締め切り間際の申込みに不備があった場合は受験できませんので、期
日、時間に余裕をもってお申込みください。

注意事項

・電子申請・届出サービスはメンテナンスにより利用できない場合があります。また、締め切り間際の
アクセス集中等、予期せぬ通信障害が起きた場合のトラブルについては一切責任を負いません。
・試験受験時に配慮事項がある方は、受験申込書の該当欄に記載してください。
記載内容に基づいて、事前に準備を行いますので、担当から連絡する場合があります。
・「身体障がい者対象一般事務」の職種で受験される方は、次ページに記載されている手続きも
行なってください。
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「身体障がい者対象一般事務」の職種で受験される方

※他の職種で受験される方は不要

・「身体障がい者対象一般事務」でお申込みの場合は、「東京共同電子申請・届出サービス」からの申込みの後、以下の書類を
郵送してください。（メール便、直接持参等不可。）
・申込期間内に電子申請での申込と郵送書類が到達し、不備がなければ、申込完了となります。
郵送物の再提出についても、以下の郵送期限までに完了してください。期日、時間に余裕をもってお申込みください。
・「簡易書留」以外で郵送した場合の事故については、責任を負いません。
【提出書類】
（１）身体障害者手帳の写し（交付機関、手帳番号、交付年月日、障害等級、障害名が確認できるもの）
（２）氏名、生年月日、電子申請申込日、電話番号、メールアドレスを記載した用紙（書式自由）
【提出先】
〒１９４－８５２０ 東京都町田市森野２－２－２２ 町田市役所総務部職員課 採用試験担当
【郵送期限】
５月１４日（木）
※当日消印有効。但し、受付は５月１５日（金）到着分まで。

3 受験依頼メールの受信

（

５月２０日（水）予定

）

･受験申込書に入力したメールアドレスに、第１次試験受験に必要となる情報（受験者ID・受験用URLおよび注意事項）を送信しま
す。
・万が一メールが届かない場合は、５月２２日（金）午後１時までに町田市総務部職員課へ連絡 してください。
・第１次試験の受験依頼メールの送信完了を町田市ホームページでお知らせします。
※受験ができる期間は、６月１日午前１０時～６月１０日 午後３時です。
受験期間までは、URLを開いてもログインすることができません。
※事前に町田市職員課のアドレス【saiyou-info@city.machida.tokyo.jp】を必ず受信許可ドメインに設定してください。
受信できないと、受験に必要な情報を確認することができません。
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4 第１次試験受験

（ ６月１日（月）午前１０時～６月１０日（水）午後３時 ）

・第1次試験（SPI）受験には、以下の利用環境が必要です。
※受験にはＰＣが必要です。携帯電話スマートフォンでの受験はできません。
システム

必要な環境

備考

日本語版Windows 8.1
OS

日本語版Windows 10
日本語版MacOS 10.9以降
Internet Explorer 11.0

（１）利用環境確認及
び設定

Microsoft Edge

ブラウザ

いずれかのブラウザが必要

Safari 7.0以上
Google Chrome
CPU：1GHz以上

機能スペック

メモリ：1GB以上（32bitOS）／2GB以上（64bitOS）
解像度：1,024×768以上

（２）受験者ログイン画
面にアクセス

回線

パソコン1台あたり5Mbps相当以上

拡大設定

ブラウザの拡大設定が100％となっている

・受験依頼メールに記載されているURLから、受験者ログイン画面にアクセスします。
・同メールに記載されているIDと登録したメールアドレスを入力し、パスワードを発行します。

・発行したパスワードを使用し、ログインします。

（３）発行されたパス
ワードでログインし、
第１次試験を受験

・必要事項を入力し、受験を開始します。
※操作方法は、町田市ホームページに掲載します。
【受験時に用意するもの】
電卓、筆記用具、メモ帳
※SPIの問題は、電卓を使用して回答することを前提として作成されています。

（４）「受験完了メー
ル」を受信

・受験が完了すると、「受験完了メール」が自動送信されます。
受験が完了した直後にメールが届かない場合は、「株式会社リクルートマネジメントソリューション
ズ WEBテストヘルプデスク（８ページ参照）」にお問合せください。
・受験可能時間は以下のとおりです。
【日曜日～金曜日 ８：００～２９：００（翌５：００）、土曜日 ８：００～２８：００（翌４：００）】
・受験期間中に全ての科目の受験を完了する必要があります。一度ログインすると、受験期間終了
後も試験を続けることができますが、町田市で定める期間内に受験が完了しない場合は未受験と
して扱います。時間に余裕を持って受験してください。

注意事項

・受験中にパソコンがフリーズするなどして中断した場合、WEBテストヘルプデスクへ連絡し対応を
確認してください。なお、非常時すぐに問合せができるよう、WEBテストヘルプデスク営業時間内
（土日祝を含む毎日９：００～１８：００）に受験することをおすすめします。
・締め切り間際のアクセス集中等、予期せぬ通信障害が起きた場合のトラブルについては一切責任
を負いません。
・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。

5 第１次試験合格発表

：

６月１８日（木）予定

･町田市ホームページに合格者の受験者IDを掲載します。
・第２次試験以降のご案内は町田市ホームページに掲載しますのでご確認ください。
・第２次試験以降は受験票が必要となります。町田市ホームページから様式をダウンロードし、写真（横３cm×縦４cm・上半身
脱帽・正面・６ヶ月以内に撮影のもの。裏面に職種、氏名を明記。）を貼付した受験票を切り離した状態で持参してください。
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■よくある質問
受験手続全般
Q 自宅にパソコンがないのですが・・・。
A 申込手続および受験は自宅のパソコンでなくても構いません。友人・知人・学校・職場のパソコンなど、インター
ネット環境が整っていれば申込・受験は可能です。電子申請・届出サービスホームページおよび１１ページのシス
テム利用環境をよくご確認ください。
Q スマートフォンでも申込み・受験はできますか？
A 電子申請は、スマートフォンとＰＣで申込みができます。
第1次試験（ＳＰＩ）は、パソコンのみで受験できます。スマートフォンでの受験はできませんので、ご注意ください。

電子申請について
Q 申請者情報を登録したのに、電子申請にログインできません。（エラーメッセージとして、「町田市の利用団
体が登録されていないため、申請手続きを行う権限がありません。」と表示されます。）
A 申請者情報変更を行い、「登録先自治体」で「町田市」を選択してください。
Q 電子申請・届出サービスのID・パスワードを忘れてしまいました・・・。
A 電子申請・届出サービスの「よくある質問」にある ３．申請者情報の登録・申請者ID/パスワードを参照し、
手続を行ってください。
Q 電子申請の申込書が到達しているかどうか確認できますか？
A 電子申請・届出サービスの「申請状況照会」からログインし、取扱状況の項目に『受け付け待ち』と表示されたことを
確認できれば、申込書は到達しています。但し、申込書に不備があった場合は、申込書を差し戻します。
※申込時、到達番号と問合せ番号は必ず控えてください。
Q 電子申請の申込書に不備がなかったかどうか確認できますか？
A 電子申請・届出サービスの「申請状況照会」からログインし、取扱状況の項目に『受付済み』と表示された
ことを確認できれば、申込書は不備無く受け付けられています。
なお、申込書に不備があった場合は差戻します。再提出は受付期間内に行ってください。なお、締め切り間際に
到達した申込書の確認は、受付期間終了後になる場合がありますので、余裕をもってお申込みください。
Q 電子申請システムの操作方法や利用環境について教えてください。
A 電子申請システム操作やパソコン環境設定に関しては、東京都電子自治体共同運営サービスコールセンターに
お問合せください。 TEL:０１２０－０３－０６６４（平日８：３０～１８：００）、FAX：０１２０－６０－５３９２

SPIについて
Q 受験途中でパソコンがフリーズしてしまいました。
A 再受験の手続きを行うため、WEBテストヘルプデスク（０５７０－０１２９２１）へ電話し、ご相談ください。
※受付時間は土日祝含む毎日９：００～１８：００です。
Q 受験途中で受験期間が終了してしまった場合、どのような取扱いになりますか？
A 未受験だったものとして扱います。一度ログインすると、受験期間終了後も受験できますが、町田市で定める期間
内に受験が完了しない場合は未受験として扱います。必ず時間に余裕を持って受験してください。なお、受験が完
了した際には「受験完了メール」が届きます。

６

採用に向けて

（１）合格から採用まで
ア

最終合格者は、採用候補者名簿に登載されます。

イ

採用候補者名簿の有効期間は、原則として名簿確定後１年です。

ウ

採用候補者は、欠員状況等により順次採用されます。

エ

年齢・職歴にかかわらず、１級の職務（主事の職務）に従事する職員として採用されます。
※町田市一般職の職員の給与に関する条例の別表第５により、町田市の一般職員の職務は、職務の内容等に
基づき、１級から５級までに分類されます。
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（２）時期
ア

採用は、原則として２０２１年４月１日の予定です。

（３）注意事項
ア

卒業見込みで申込・受験された方で、当該学校を２０２１年３月末までに卒業できない場合は採用
されません。

イ

資格取得見込みで申込・受験された方で、当該資格を２０２１年春までに取得できない場合は採用
されません。

ウ

社会人経験者対象の職種で申込・受験された方で、最終合格発表後に職歴証明書の提出ができない
場合は採用されません。

エ

申込書記載事項に虚偽があった場合や不正行為が明らかになった場合は採用されません。

オ

合格から採用までの間に、採用するにふさわしくない非違行為等があった場合は採用されません。

カ

採用時に心身の故障のため職務の遂行に支障をきたすこと、又はこれに堪えないと認められるとき
には採用の内定を取り消すこととなります。

７

職務内容
職種

職務内容

一般事務
（大卒程度）
市役所や、出先機関に配属され、一般行政事務に従事
身体障がい者対象
一般事務
一般事務
（考古学専攻）
土木技術
（大卒程度）
土木技術
(社会人経験者対象)
建築技術
（大卒程度）
栄養士

埋蔵文化財に関する開発事業との調整、試掘、発掘調査、発掘調査の監理及び普及啓発その他
文化財の保護等に関する業務に従事

主に総合的な都市整備や、道路・河川・下水道などの計画・建設など、土木関係の専門技術業
務に従事

都市計画、公共建築物の設計・工事の施工監理、建築確認申請の審査など、建築関係の専門技
術業務に従事
栄養管理、調理指導、栄養指導および環境衛生・食品衛生等の専門業務に従事

保健師
市役所、保健所、健康福祉会館などで、保健福祉に関する相談・支援等の専門的業務に従事
保健師
(社会人経験者対象)
獣医師

保健所等における食品衛生・環境衛生監視業務・薬事監視等に関する業務、および狂犬病予
防・動物愛護管理に関する業務に従事
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８

給与、勤務時間、休暇及び昇任制度

（１）給与
一般事務（大卒程度）、身体障がい者対象一般事務、一般事務（考古学専攻）、
土木技術（大卒程度）、建築技術（大卒程度）
初任給基準

大学卒程度

初任給（地域手当を含む。）

約２１３，０００円

左記の金額は、新卒者の初任給であり、学校卒業後に採用職種と同
等の職歴等がある場合は、一定の基準により加算されます。また、採
用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによります。

栄養士、保健師、獣医師
職

種

初任給基準

初任給（地域手当を含む。）

大学卒

約２１５，１００円

短大卒

約１８７，５００円

保健師

大学卒

約２２１，５００円

獣医師

大学卒

約２３２，２００円

栄養士
左記の金額は、新卒者の初任給であり、学校卒業後
に採用職種と同等の職歴等がある場合は、一定の基準
により加算されます。また、採用前に給与改定等が
あった場合は、その定めるところによります。

土木技術(社会人経験者対象)、保健師(社会人経験者対象)
職
種
土木技術
(社会人
経験者
対象)
保健師
(社会人
経験者
対象)

初任給基準

初任給（地域手当を含む。）

大学卒程度

約２１３，０００円

大学卒

約２２１，５００円

左記の金額は、新卒者の初任給であり、学校卒業後に
採用職種と同等の職歴等がある場合は、一定の基準によ
り加算されます。また、採用前に給与改定等があった場
合は、その定めるところによります。

※下記の職種で、大学卒業と同時に就職し、正規職員として１０年の職務経験がある場合
職
種
初任給（地域手当を含む。）
身体障がい者対象一般事務

約２９４，１００円

土木技術(社会人経験者対象)

約２９４，１００円

保健師(社会人経験者対象)

約２９４，５００円

このほか、町田市一般職の職員の給与に関する条例に基づき扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手
当、勤勉手当等が支給されます。
（２）勤務時間
原則として勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前８時２０分から午後５時５分まで
（週３８時間４５分）で、土曜日、日曜日及び休日が休みとなります。なお、変則勤務職場等、
別途勤務時間が定められた職場に配属されたときは、それによります。
（３）休暇
町田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に基づき年次休暇、特別休暇があります。
（４）昇任制度
学歴等に関係なく能力・業績主義に基づく選考により昇任する仕組みです。
（日本国籍を有しない職員は、管理職選考を受験できません。）
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みんなを思いやり、
自ら考え、自ら行動し続ける職員
職員がめざす職員像を実現することで「市民も職員も満足する町田市」を
より推進することができます。

そのために、市民志向・経営志向・チャレンジ志向・チームワーク志向・
信頼獲得志向の５つの志向を育みながら、日々の職務を遂行しています。

町田市職員採用試験に申込みをされる皆さまへ
町田市職員採用試験は、皆様の申込みによって試験の準備が
行われます。これらは全て市民より納められた税金を使って行わ
れるものです。貴重な税金を有効に活用するためにも、試験を申
込みされる方は必ず受験されるようお願いいたします。
町田市に就労の意思の無い方の受験、模擬試験代わりの受験
は固くお断りします。
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お問合せ先
〒194-8520
東京都町田市森野２－２－２２
町田市役所総務部職員課
０４２（７２４）２５１８
採用試験担当
（月～金 8:30～17:00）

