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「日本一暮らしやすい埼玉県」の実現へ。 

自ら考え果敢に挑戦し、未来を切り拓くチャレンジャーを求めています！ 
― 令和３年度埼玉県職員採用試験の概要 ― 

 

  

 埼玉県は今、大きな変革期にあります。 

 私たちの生活に様々な影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症をはじめ、人

口減少、急速な少子高齢化という大きな変化に対応し、持続的な発展を可能にする「日

本一暮らしやすい埼玉県」をつくり上げること、それが職員の使命です。 

 その使命を果たすため、自ら考え果敢に挑戦し、未来を切り拓ける「人財」を埼玉

県は募集します。 

 申込はリニューアルした採用情報のホームページからお願いします。 
 

 

● 採用予定者数の概要 

 埼玉県では ４６４人の職員を新たに募集します。 

（１）全  体  ４６４人（４８２人） 

（２）上級試験  ３０２人（３２５人） 

    うち一般行政  １６９人（１９３人） 

 注 （ ）内の数字は、令和２年度の採用予定者数 

（３）募集を増やす主な職種（上級試験等） 

  ア 上級試験：福 祉 ＋ ７人（３０人→３７人） 過去３０年において最多 

  イ 免許資格職試験：保健師 ＋１２人（ ８人→２０人） 過去３０年において最多 

  ウ 経験者試験：心 理 ＋ ５人（ －人→ ５人） 新設 

 

 

● 申込受付期間及び第１次試験日 

 １ 上級試験等 

   受 付 期 間：５月 ７日（金）～５月１７日（月） 

   第１次試験日：６月２０日（日） 

 ２ 初級試験等・経験者試験 

   受 付 期 間：８月２０日（金）～８月３０日（月） 

   第１次試験日：９月２６日（日） 

 

人事委員会事務局 任用審査課 
採用試験担当 梶村・内海・根本 

直通 048-830-6425 
内線 6425 

E-mail: a6402-10@pref.saitama.lg.jp 

令和３年 ４月３０日 
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１ 採用予定者数の内訳 

 (1) 上級試験 

  ・一般行政   １６９（１９３） 

  ・福  祉    ３７（ ３０） 

  ・心  理    １１（ １２） 

  ・設  備    １２（ ２０） ※うち新方式 ２人程度 

  ・設備（警察）   ２（  －） 

  ・総合土木    ４１（ ４１） ※うち新方式 ５人程度 

  ・建  築     ５（  ５） ※うち新方式 ２人程度 

  ・化  学     ５（  ２） 

  ・農  業    １４（ １６） 

  ・林  業     ６（  ６） 

     計     ３０２（３２５） 

 (2) 免許資格職試験 

  ・薬 剤 師     ５（  ９）    

  ・獣 医 師    １３（ １５） 

  ・保 健 師    ２０（  ８）    

  ・保健師（警察）     －（  ２） 

  ・栄 養 士     ２（  －） 

  ・司  書     ６（  ６） 

     計      ４６（ ４０） 

 (3) 小・中学校事務上級試験 

  ・小・中学校事務  ２４（ ２０） 

 (4) 警察事務上級試験 

  ・警察事務    ２１（ ２０） 

 (5) 初級試験  

  ・一般事務    １１（ １６）    

  ・設  備     ２（  ３） 

  ・総合土木     ４（  ５） 

     計      １７（ ２４） 

 (6) 小・中学校事務初級試験 

  ・小・中学校事務  １８（ １３） 

 (7) 警察事務初級試験 

  ・警察事務    １０（ １０） 
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 (8)経験者試験  

  民間企業等職務経験者区分 

  ・一般行政     ５（ １０）  

  ・心  理     ５（  －） 

  ・設  備     ５（  ５） 

  ・総合土木     ６（  ７）    

  ・建  築     ２（  ３） 

  ・農  業     ３（  ３） 

     計      ２６（ ２８） 

 

 注 （ ）内の数字は、令和２年度の採用予定者数 

   経験者試験における海外活動等経験者区分については、令和３年度から廃止 

 

２ 日程及び受験案内の入手方法 

 (1) 日程 

ア 上級試験等 

（上級試験、免許資格職試験（薬剤師、獣医師及び保健師）、 

 小・中学校事務上級試験及び警察事務上級試験） 

   (ｱ) 受験案内提供開始日 

     ５月 ６日(木) 

   (ｲ) 受付期間 

     ５月 ７日(金)～５月１７日(月) 

   (ｳ) 第１次試験日 

     ６月２０日(日) 

  イ 初級試験等 

（初級試験、免許資格職試験（栄養士及び司書）、小・中学校事務初級試験及び

警察事務初級試験） 

   (ｱ) 受験案内提供開始日 

     ５月 ６日(木) 

   (ｲ) 受付期間 

     ８月２０日(金)～８月３０日(月) 

   (ｳ) 第１次試験日 

     ９月２６日(日) 
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  ウ 経験者試験 

   （民間企業等職務経験者区分） 

   (ｱ) 受験案内提供開始日 

     ５月 ６日(木) 

   (ｲ) 受付期間 

     ８月２０日(金)～８月３０日(月) 

   (ｳ) 第１次試験日 

     ９月２６日(日) 

 

 (2) 受験案内（申込書）の入手方法 

  埼玉県人事委員会事務局ホームページからダウンロードしてください。 

  注 ホームページ上のみでの提供となります。冊子による受験案内は配布しませ 

   ん。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症の状況等による対応 

  新型コロナウイルス感染症の状況等により、採用試験の日程を変更する場合な

ど、緊急のお知らせについては、埼玉県人事委員会事務局ホームページに掲載し

て受験者にお知らせします。 

 

４ 問い合わせ先 

  採用試験についての問い合わせ先は、次のとおりです。 

  ・埼玉県人事委員会事務局任用審査課採用試験担当 

  ・所 在 地 さいたま市浦和区高砂３－１５－１（県庁第二庁舎３階） 

  ・電  話 ０４８（８２２）８１８１ 

  ・メ ー ル a6402-10@pref.saitama.lg.jp 

   ・ホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/f1903/saiyou/ 

 

５ 参考情報 

  採用情報のホームページは令和３年４月２７日（火）に、「より見やすく、アク

セスしやすく」リニューアルしました。ホームページでは、「令和３年度職員募集

パンフレット」のほか、新たに作成した、県庁で活躍する女性職員を紹介する「女

性活躍職員紹介リーフレット」などを公開しています。 

  ・埼玉県職員採用情報ホームページ 

     https://www.pref.saitama.lg.jp/f1903/saiyou/index.html 

  ・令和３年度職員募集パンフレット 

    https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/172789/panfret-a4.pdf 

  ・女性活躍職員紹介リーフレット  

        https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/172789/210401reefret.pdf 
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