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01 町田市ってこんなまち OVERVIEW

⇒ まちだ未来づくりビジョン2040

https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/sinokeikau/kihonkousou-kihonkeikaku/machida-miraizukuri-vision2040.html


02 『町田ならでは』のまちづくり

１．子どもにやさしいまちづくり

・ 保育所などの整備を通じた待機児童解消の取り組みや、子どもセンター

や冒険遊び場の設置などによる子どもの居場所づくりを推進しています。

・ 子どもの居場所づくりや市の事業への子どもの参画の取り組みが評価され、

（公財）日本ユニセフ協会CFCI委員会から「子どもにやさしいまちづくり事

業実践自治体」として承認されています。

・ 2016年以降、年少人口の転入超過数が全国上位を維持しています。

若者が市長と語る会

TOWN PLANNING

冒険遊び場

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html
https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html


２．賑わいのあるまちづくり

・ 2019年に南町田グランベリーパーク、2020年に町田薬師池公園四季

彩の杜西園ウェルカムゲートがオープンし、緑豊かな自然と賑わいの拠点が

生まれました。

・ そして現在、芹ヶ谷公園❝芸術の杜❝プロジェクトを進めています。

子どもから大人まで学び、楽しめるような体験型の公園「パークミュージアム」

の実現を目指しています。

町田薬師池公園
四季彩の杜

西園ウェルカムゲート

南町田グランベリーパーク

芹ヶ谷公園

02 『町田ならでは』のまちづくり TOWN PLANNING

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/park/shisetu/index.html
https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/park/shisetu/index.html


３．ゼロカーボンに向けたまちづくり

・ 町田市バイオエネルギーセンターが2022年1月に稼働開始しました。

生ごみのバイオガス化施設とごみ焼却施設を一体的に整備した、東日本初

の施設です。

・地球温暖化対策、生物多様性をはじめとした環境施策を一体的に推進

するための計画「第3次町田市環境マスタープラン」（2022年度～2031

年度）がスタートしました。

第３次町田市環境マスタープラン
ＰＲ動画

町田市バイオエネルギーセンター

02 『町田ならでは』のまちづくり TOWN PLANNING

https://www.youtube.com/watch?v=pwo7Xrm0CUA
https://www.youtube.com/watch?v=pwo7Xrm0CUA
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/zerozeromachida.html
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/zerozeromachida.html


03 先輩職員紹介（一般事務職）

経済観光部観光まちづくり課

渡邉 早絵
主事（2017年入職）

財務部財政課

一面 大毅
主事（2019年入職）

環境資源部環境政策課

石阪 啓介
主任（2012年入職）

学校教育部
新たな学校づくり推進課

渡邊 智恵美

担当係長（2012年入職）

※職員の所属・役職名等は、取材当時（2022年8月）のものです。

事務 事務

事務 事務

Sae Watanabe Daiki Ichimen

Chiemi Watanabe
Keisuke Ishizaka

INTERVIEW

※インタビューの詳細は、「職員採用パンフレット（先輩職員紹介版）」からご覧ください。



04 先輩職員紹介（専門職） INTERVIEW

道路部道路整備課

池内 達哉
主事（2020年入職）

都市づくり部土地利用調整課

大溝 健介
主事（2017年入職）

子ども生活部子育て推進課

酒澤 彩乃
主事（2021年入職）

※職員の所属・役職名等は、取材当時（2022年8月）のものです。

保健所保健予防課

山田 薰
主任（2009年入職）

保育士 保健師

土木 建築
Tatsuya Ikeuchi Kensuke Omizo

Ayano Sakazawa Kaori Yamada

※インタビューの詳細は、「職員採用パンフレット（先輩職員紹介版）」からご覧ください。



05 ワーク・ライフ・バランスの推進

時差勤務制度

子育てや介護に関するサポート制度

時差勤務時間は、5パターンから選択できます。

出生サポート休暇、 妊娠症状対応休暇

産前・産後の休養、 出産支援休暇

妊娠から出産期

育児期

育児休業、 育児参加休暇、 子どもの看護休暇

育児時間、 部分休業、 子育て部分休暇

短期の介護休暇、 介護休暇、 介護時間

WORK・LIFE・BALANCE

介護期

パターン１

午前 ７時３０分

午後 ４時１５分

～

パターン３

午前 ９時００分

午後 ５時４５分

パターン２

午前 ８時００分

午後 ４時４５分

～

基本時間

午前 ８時２０分

午後 ５時０５分

～

～

パターン４

午前 ９時３０分

午後 ６時１５分

～
パターン５

午前１０時００分

午後 ６時４５分

～
職員の約４人に１人が「時差
勤務制度」を利用しています

（2021年度実績）

Q.子育て部分休暇とは？
A.小学１年生の子の養
育のために取得できる時
短制度（30分単位で1
日2時間以内）

町田市独自の制度
都内初！

Q.出生サポート休暇とは？
A.不妊治療に係る通院等
のために取得できる休暇

NEW
（2022年4月から）

男性の「育児休業」
取得率は56.7％！
（2021年度実績）

全国平均 19.5％
（2021年度実績）



28歳～59歳

3年以上

06 人を育てる制度

入職後、市職員としての基礎的知識修得のための研修、コミュニケーション能力向

上のための研修、問題解決能力向上のための研修を段階的に実施していきます。

研修制度

新規採用職員研修の様子

入庁前

内定者交流会

入庁後
新規採用
職員研修

～3年目 以降
主任研修、係長研修
など職層に応じた研修

職員として必要な能力
を修得する研修

入職後のキャリア

一般事務職の昇任制度は以下のとおりです。

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。

係長職選考では複数のルートがあり、自身のライフステージに応じて選考に

チャレンジする時期を選択できます。

主
事

主
任

係
長

主任職
選考

主事職

係長職
選考

管理職
選考

管
理
職

（
課
長
・
部
長
）

年齢

4年以上

32歳～56歳

主任職

年齢

係長職

7年以上

39歳～56歳

年齢

GROW IN THE SYSTEM

※ 主任職の職歴や年

齢要件により、複数の

選考区分があります。

※



07 待遇・勤務条件 WORKING CONDITIONS

職種 初任給基準 月

一般事務
一般技術系
（土木・建築等）

大卒程度 約217,900円

・上記の金額には、地域手当を含んでいます。

・学校卒業後に職歴等がある場合は、一定の基準により加算される場合があります。

・上記以外の職種（保育士・保健師等の資格職）の初任給は、 「町田市職員採用試験実

施要項」をご確認ください。

※2023年1月1日時点

給与

手当

通勤手当、住居手当

扶養手当、期末手当

勤勉手当 等

原則

午前８時２０分 ～ 午後５時５分

・勤務場所によって、上記と異なる場合

があります。

・時差勤務制度あり

勤務時間

休日

土日・祝日・年末年始

・勤務場所によって、上記と異なる

場合があります。

休暇

年次休暇（年間20日）

特別休暇（結婚休暇、産休等）等

職員は市町村職員共済組合、町田市互助会に加入し

共済制度、給付金、契約宿泊施設・娯楽施設等の福利

厚生事業を利用できます。

福利厚生

年次休暇の平均取得日数
16.4日

多摩26市中2年連続1位！
（2021年度実績）



08 求める人材

09 受験しやすい試験制度

チャレンジ精神 市民目線

「みんなを思いやり、
自ら考え、自ら行動し続ける職員」

コミュニケーション

能力

目指す職員像を実現するため、以下の３つの資質を持つ方をお待ちしています

⇒ HP町田市職員採用試験情報

第１次試験

SPI３
申込み

第２次試験

Web個別面接

第３次試験

・GAB
・作文または専門試験
・最終個別面接
（対面）

内定

※保育士は
グループワーク

・試験内容は変更になる場合があります。

・募集職種により、特定の専門資格保有者の一部試験科目免除制度があります。

・詳細については、職員採用試験の際に公表する、「町田市職員採用試験実施要項」を

ご確認ください。

⇒ HP町田市職員採用試験情報

DESIRED STAFF IMAGE

EXAM SYSTEM

公務員試験
対策不要

自宅から
受験可能

町田市が目指す職員像

https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/syokuin/bosyu01/index.html
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/syokuin/bosyu01/index.html


町田市総務部職員課人材育成推進係 採用担当

〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
TEL 042-724-2518
（月曜日～金曜日 8：30～17：00）

10 YouTube ・ Twitter 情報

⇒ 町田市ホームページからご覧ください

職員採用試験に関するYou Tube動画を配信中です。
この動画は、既存のツールやサービスを最大限活用し、職員のみで制作したオリジナルアバター
や音楽等を使用して作成しています。ぜひご覧ください！

Twitterによる情報発信をしています。

町田市職員採用試験に関する情報を発信します。

ぜひフォローしてください！

【アカウント名】

「町田市職員採用試験情報（町田市公式）」

【ID】

「＠ｍachida_saiyou」

１． YouTube（町田市採用試験ちゃんねる）

2． Twitter （町田市職員採用試験情報）

- MACHIDA CITY -

第４回サムネイル

⇒ Twitter（町田市職員採用試験情報）

RECRUITMENT INFORMATION

https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/syokuin/bosyu01/syokuinka-twitter.html
https://twitter.com/machida_saiyou

