
※　応募者多数の場合、１次選考後に別途面接による選考を行うことがあります。

※　プレゼンテーション選考時の説明資料は事前（２月初旬頃）に提出いただきます。

※　２次選考の日程、会場は変更になることがあります。詳細は合格通知でお知らせします。

２０２２年４月１日 １人
採用日から２年間
（勤務実績等により最大

５年まで延長可能）

以下の①～⑤の要件をすべて満たす者
①ＩＣＴに関する職務経験を５年以上有する（※）
②ベンダーやクライアントとの折衝・調整の経験を
有すること
③情報システムの企画立案・導入に関するコンサル
ティングやプロジェクトでリーダーの経験を有する
こと
④デジタル化による業務改善や課題解決の実務経験
を有すること
⑤ＡＩやクラウドサービス等の最新技術に係る知見
を有すること

（以下、歓迎要件とする）
⑥以下の資格のいずれか、または同等程度の資格
　を有する
・ＩＴストラテジスト
・プロジェクトマネジメントプロフェッショナル

採用区分 役職 職務内容

特定任期付職員

ｅ-まち推進担当課
長
(政策経営部経営改革
室に配属予定)

町田市「”e-まち”実現プロジェクト」を推進し、市民の利便
性向上と市役所業務の生産性向上を図るため、担当課長（ス
タッフ職）として、次の職務を行う。
① デジタル技術を活用した業務改革・改善に向けた企画立案
② オンライン手続きやキャッシュレス決済等のＤＸ推進
   に向けた企画立案
③ 民間事業者との折衝、調整
④ 庁内関係部署との折衝、調整、相談対応
⑤ 庁内研修の企画、実施
⑥ 民間事業者・他自治体におけるデジタル技術等の活用
　 に関する調査、研究
⑦ 議会対応

２　採用予定日・採用予定人数・任用期間・受験資格

採用予定日 採用予定人数 任用期間 受験資格

１　採用区分・役職・職務内容

２０２１年度町田市職員採用選考実施要項
特定任期付職員　ｅ-まち推進担当課長（２０２２年４月１日採用）

受　付　期　間 【メール受付のみ】２０２１年１２月１日（水）～１２月２０日（月）

（※）「８　職務経験について」を参照

３　選考方法、選考日、選考会場等

選考科目 期日 会場 合格発表

１次選考 書類選考
２０２１年

１２月２０日（月)まで
【メール】

１月上旬
合否にかかわらず
受験者全員に通知

２次選考
（１次選考合格者のみ対象）

プレゼンテー
ション選考 ２０２２年

２月１０日（木）
（予定）

町田市役所市庁舎

２月下旬
合否にかかわらず

２次選考受験者全員
に通知面接選考



（１）給与

（２）勤務時間

（３）休暇

（４）服務

１次
選考

書類選考 応募書類の記載内容により、専門性及び業績等を勘案して選考します。

４　選考の内容

選考科目 選考の内容

職務遂行上必要な企画力等について、約１０分間のプレゼンテーション選考を行いま
す。

面接試験 採用予定職への適性等について個別面接を行います。

　受験資格の有無、申込書記載事項の真否等について行います。なお、申込書記載事項に虚偽があった
場合、職員として採用される資格を失うことがあります。

次に該当する人は受験できません。
・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
・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
・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６０条から第６３条までに規定
　する罪を犯し刑に処された者
・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
・平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とする者以外）
・日本国籍を有していない者

５　資格調査

２次
選考

プレゼンテー
ション選考

６　給与、勤務時間及び休暇

在職年数 年収（給与月額＋期末手当）
給与月額

(地域手当を含む。）
期末手当

（６月及び１２月合計）

　このほか、通勤手当が支給されます。扶養手当、住居手当等については支給されません。
　（「町田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」に基づく。）
　※上表は、2021年4月時点の支給水準を基に作成しております。給与改定等があった場合は、
　その定めるところにより支給額が変更される場合があります。
　※期末手当の支給額は、条例に定める在職期間割合により決定されます。そのため、1年目と
　2年目以降では、支給額が異なることがあります。

  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。

  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（１年間に２０日間）
　のほか、慶弔休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。

　地方公務員法適用（営利企業への従事制限等、服務に関する規定が適用となります。）

１年目 ９,０２２,２８２円 ６１８,８６０円 １,５９５,９６２円

２年目以降 ９,８８１,６４６円 ６１８,８６０円 ２,４５５,３２６円



下記受付期間中に応募書類をメール送付してください。

（１）職務経験の考え方

（２）経験年数及び算定時点

（３）休職期間の取扱い

（４）受験資格の確認

７　受験手続

２０２１年１２月１日（水）から１２月２０日（月）まで

　■　応募書類
①　受験申込書　(写真データを貼り付け、必要事項をすべて入力すること。)
②　資格試験の合格証書の写し（受験資格に記載のある資格を有する者のみ）

　■　提出先
　町田市役所 総務部 職員課人事係
　saiyou-info@city.machida.tokyo.jp
　※メールのタイトルは、「特定任期付職員応募_〇〇（氏名）」としてください。

　■　受付期間

８　職務経験について

　産前産後休業期間は職務経験として経験年数に含めます。育児休業期間は、休業後に引き続き同一の企業・団体
等に復職した場合に限り、職務経験として経験年数に含めます。病気休職等による休業・休職は職務経験に含めま
せん。

　最終合格発表後に在職証明書（指定用紙）をご提出いただきます。証明書には、事業所名称・代表者名・在職期
間・週当たりの勤務時間・職務内容などの記載が必要です。証明書の提出ができない場合は、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。

９　その他

（１）受験のために提出された書類は返却いたしません。

（２）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。

　２０２２年３月３１日までの間に「通算５年以上」のICTに関する職務経験を有することを要します。
　なお、「通算５年以上」に含むことができる職務経験とは、企業・団体等で休憩時間を除き、週３０時間以上の
勤務を経験した期間のことを指します。

　「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。
　なお、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。

お問い合わせ先

〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22

町田市役所総務部職員課人事係
042-724-2199（直通）



　
　町田市では、2020年3月に“e-まち”実現プロジェクトを立ち上げ「市民の利便性向上
と市役所業務の生産性向上を目的に」を合言葉として、組織横断的に行政のデジタル化を
進めています。
　本プロジェクトにおける、主な取組を紹介します。

　
　

1　行政手続のオンライン化

　市民が窓口に出向くことなく、インターネット経由で申請・届出等の行政手続ができる
よう、行政手続のオンライン化を推進しています。
　本取組では、国が示す「デジタル・ガバメント実行計画」に基づき税務や子ども子育
て、介護保険など、基幹業務と言われる業務の手続に関するオンライン化を進めるととも
に、それ以外の手続のオンライン化に向けた推進方針の検討を行っています。

2　キャッシュレス決済導入

　市税や保険料等を納付書で納付していただく際や、市民課・市民センター・連絡所の窓
口において住民票や印鑑証明書等の発行手数料をお支払いいただく際に利用できるキャッ
シュレス決済を導入しています。

町田市版DX“e-まち”実現プロジェクト
～デジタル技術を活用した行政経営改革によるスマートシティの実現に向けて～

オンライン申請

キャッシュレス
決済

【方針３】

『二度手間』をなくす
【方針１】

『来る手間』をなくす

【方針２】

『書く手間』をなくす

【期待する成果１】

市民サービスの向上
【期待する成果２】

市役所の生産性向上

“ｅ－まち”実現プロジェクト ～ できることから を始めよう！ ～

市役所の
機械化・自動化

ＤＸ

分類 所属 科目 支払方法 導入時期

財務部納税課

市・都民税（普通徴収）

固定資産税・都市計画税

軽自動車税（種別割）

国民健康保険税

いきいき生活部保険年金課 後期高齢者医療保険料

いきいき生活部介護保険課 介護保険料

子ども生活部児童青少年課 学童保育クラブ育成料

子ども生活部保育・幼稚園課 保育料

子ども生活部子育て推進課 市立保育園給食費

学校教育部保健給食課 市立学校給食費

市民部市民課

各市民センター

証明書等発行手数料

（住民票や印鑑証明書等、

　 計12科目）

2021年5月

財務部市民税課

証明書等発行手数料

（課税・非課税証明書、納税証明書等、

　 計14科目）

2022年3月（予定）

キャッシュレス決済に関するこれまでの導入実績及び今後の導入予定

・LINE Pay

　2020年4月(※)

　2020年9月（6科目拡充）

・PayPay

　2020年11月

※対象科目は、以下4科目

 ・市・都民税（普通徴収）

 ・固定資産税・都市計画税

 ・軽自動車税（種別割）

 ・国民健康保険税

窓口払い ・電子マネー

　（iD、交通系電子マネー、nanaco、WAON、

　　 楽天Edy）

・コード決済

　（LINE Pay、PayPay、楽天Pay、d払い等）

・クレジットカード（VISA、Master）

請求書払い

※納付書バーコード読取

・コード決済（LINE Pay、PayPay）



3　窓口申請支援システム導入

　2021年11月4日から、窓口申請支援システムの運用を開始しました。
　本システムでは、住所異動の手続の際に、市民が持参する転出証明書や在留カードに記
載がある氏名や住所などの文字情報をデータ化し、住民異動届や証明書の交付請求書と
いった申請書にあらかじめ印字することができるため、市民の負担を軽減することができ
ます。
　また、データ化した文字情報は、住民記録を管理するシステムに自動入力されるため、
職員の入力作業が効率化されます。

4　その他の代表的な取り組み

（1）介護認定業務における相談・調査支援システムの導入
　介護認定調査対象者の心身の状況等を、調査員がタブレット端末を活用して入力できる
　ようにするとともに、誤入力・入力漏れ等のチェック機能等を、介護システムの更改
　（2022年4月予定）に合わせ追加します。

（2）NTT東日本とのスマートシティ共同検討協定に基づく取り組み
　道路占用許可申請のオンライン化や、災害時のインフラ資産早期復旧のための情報共有
　プラットフォームについて、実証実験を行っています。

（3）市民向けデジタルデバイド対策の実施
　デジタル利用支援講座「なんでもスマホ相談室」や、介護予防のためのオンライン活用
　講座等を開催することで、デジタルデバイド対策を強化しています。


