
職員採用試験の実施状況（大学卒業程度行政事務）

係長級昇任試験の申込状況（行政事務（司書含む。）、福祉職、技術職、消防）

人事委員会報告及び勧告の概要

円 ％ 月 月 万円 ％

※較差が小さいため据置き。

1,090 983 864 877 976

人事委員会事務局　令和４年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
採用予定人員（人） 122 100 89 111 101

受験者数（人）
277

最終合格者数（人） 203 201 149 225 168
2次試験受験者数（面接対象者数）(人) 368 320 275 362

9.7

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

受験倍率（倍） 8.9 9.8 9.7 7.9

174
対象者数（人） 590 573 597 598 593

昇任予定人員（人） 155 153 158 158

332
競争倍率（倍） 2.6 2.4 2.3 2.3 1.9
申込者数(人) 408 365 365 368

給与月額(公民較差) 期末手当・勤勉手当 平均年間給与　

額 率
年間支給 対前年比 改定による

増減額 率
月数 増減

5.2 0.83
平成30年 ※ △64　   △0.02　 4.45 0.05 2.0 0.32
平成29年 882 0.22 4.40 0.10

令和3年 ※ △82   △0.02 4.30 △0.15 △5.9 △0.93

2.0 0.31
令和2年 ※ △103   △0.03 4.45 △0.05 △2.0 △0.31
令和元年 ※83 0.02 4.50 0.05

市民満足度をさらに高め、引き続きさいたま市が「選ばれる都市」として成長・
発展していくためには、本市を取り巻く諸課題に的確に対応する取組を進めるとと
もに、常に市民目線に立った質の高い行政サービスを提供していくことが求められ
ます。

このため、職員には多様な変化への対応力、柔軟な発想や迅速な行動力を備える
とともに、絶え間ない挑戦・改革意欲を持ち続けることが求められています。

このような状況において、人事委員会では今後の市政を担う優秀な人材を確保す
るとともに、職員の意欲、能力の向上を促していく必要があります。また、職員が
全体の奉仕者として公務に対する高い使命感と倫理観を持ち、職務に専念すること
ができるよう、社会情勢に適応した職員の適正な勤務条件を確保する必要がありま
す。

（１）本市の将来を担う優秀な人材を確保するために、各試験区分において高い
競争性を保てるよう十分な受験者数を確保するとともに、人物重視の採用試
験を実施します。

（２）職員のモチベーションの向上及び組織の活性化による行政サービスの質の
向上を図り、市民満足度の向上を達成するため、能力実証主義に基づく、透
明性、公平性の高い昇任試験を実施します。

（３）給与、勤務時間等の勤務条件を社会一般の情勢に適応させるため、「情勢
適応の原則」に基づく職員の適正な勤務条件の確保に努めます。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）本市の将来を担う優秀な人材を確保します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明 概要掲載
ページ

1 職員採用試験事業 29,016 14,348 職員の採用に関する競争試験・選考の実施及 601

〔任用調査課〕 (29,006) (14,338) びリース期間満了に伴う採用試験システムの

再構築を実施

2 昇任試験事業 2,773 2,494 係長級昇任試験の実施 601

〔任用調査課〕 (2,773) (2,494)

（２）職員の適正な勤務条件の確保のため、専門的人事行政機関としての任務を遂行します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

3 人事委員会勧告事業 292 346 給与等に関する報告・勧告に向けた取組 601

〔任用調査課〕 (292) (346)

4 公平審査事業 567 528 勤務条件に関する適切な措置を求める要求及 601

〔任用調査課〕 (567) (528) び不利益処分に関する審査請求についての公

平な審査・判定

本市の将来を担う優秀な人材を確保するため、職員採用説明会の開催、大学等の就職説明会への参
加など、積極的な広報活動を展開し、受験者数の増加を図るとともに、受験者の能力をより適切に評
価するため、採用試験の手法の充実に努めます。
また、係長級昇任試験を行うことにより、職員のモチベーションの向上や組織の活性化を図りま

す。
さらに、職員の適正な勤務条件を確保するため、給与制度の在り方の研究、情勢適応の原則に基づ

く民間事業所の給与水準等調査の実施のほか、職員の勤務条件に関する措置要求等の公平審査事務に
適切に対応します。

〔区分〕新規…新規事業　　拡大…拡大事業　　総振…総合振興計画実施計画事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名 見直しの理由及び内容
コスト
削減額

任用調査課
受験案内印刷部数の見
直し

過去の配布実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮
小する。

△ 158

任用調査課
採用試験申込書印刷の
廃止

採用試験の申し込みを原則電子申請のみとしたため、
予算計上を廃止する。

△ 85

任用調査課
説明会等案内チラシの
廃止

説明会等の周知方法をＳＮＳ及びホームページを活用
することで、予算計上を廃止する。

△ 77
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 113 24款

-

＜主な事業＞
１ 8,524 ４ 292

２ 29,016 ５ 567

３ 2,773 ６ 74

41,246

款/項/目 2款 総務費/10項 人事委員会費/1目 人事委員会費 諸収入 10

局/部/課 人事委員会事務局/任用調査課

事務事業名 人事委員会運営事業 予算額

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 41,236

　人事委員会は、中立的かつ専門的人事行政機関として、本市の将来を担う優秀
な人材を確保するとともに、職員の意欲、能力の向上を図り、また、職員が全体
の奉仕者として公務に対する高い使命感と倫理観を持ち、職務に専念することが
できるよう、社会情勢に適応した職員の適正な勤務条件の確保等を図ります。

＜特記事項＞

　現行の採用試験システムリース期間満了に伴う再構築を実施します。 前年度予算額 26,358

増減 14,888 

人事委員会運営事業 人事委員会勧告事業
　人事行政に関する中立的かつ専門的な機関として人事
委員会を運営し、公正、公平な人事行政を推進します。

　職員の給与と民間従業員の給与を比較するため、市内
民間事業所を対象に、職種別民間給与実態調査を行うと
ともに、職員の給与等勤務条件の調査研究を行い、市議
会と市長に対して勧告等を行います。

職員採用試験事業
　本市の将来を担う優秀な人材の確保を図るため、大学
等での説明会に参加するとともに、職員の採用に関する
競争試験・選考を実施します。また、リース期間満了に
伴う採用試験システムの再構築を実施します。

公平審査事業
　勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する審
査請求について、所要の審査、調査研究を行います。ま
た、職員からの苦情相談に適切に対応します。

昇任試験事業
　職員のモチベーション向上と組織の活性化を図るた
め、係長級昇任試験を実施します。

労働基準監督事業
　職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権を行
使します。
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