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知事からのメッセージ
令和２年度に策定した「新・群馬県総合計画」（ビジョ

ン）では、２０年後の群馬が目指す姿として、「全ての
県民が、自ら思い描く人生を生き、幸福を実感できる
社会」を掲げています。この目指す姿に向けて、群馬
県の近未来構想「リトリートの聖地」「クリエイティ
ブの発信源」「レジリエンスの拠点」を実現する取り
組みを進めています。

群馬県では、こうした新たな取り組みに挑戦する意
欲を持ち自ら考えて行動する力、当事者意識を持って
困難に立ち向かう力のある人材を求めています。

群馬県の発展、そして県民の幸福度向上に一緒に取
り組みましょう！

群馬県知事

山本 一太

新・群馬県総合計画について

群馬県庁データ（令和４年４月１日現在）

群馬県では、将来予想される課題解決のために２０４０年
の群馬県の目指す姿を描いた「新・群馬県総合計画」を
策定しています。
ビジョンやその実現に向けた政策の柱など、詳細はポー
タルサイトでご確認ください。
総合計画についてわかりやすくまとめた動画も配信中
です！

平均年齢※２

43.3歳

年次有給休暇
取得日数※３

平均10.3日

１月あたり
時間外勤務実績※３

平均15.3時間

職員数※１

4,129人

※1　知事部局職員数　　　※ 2　行政職給料表適用職員　　　※３　いずれも令和３年度実績。知事部局職員の平均

ポータルサイトは
こちらから!

70.5％
29.5％
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求められる職員像

令和５年度試験の主な変更点

群馬県では、「４つのマインド（３つの基本マインド＋始動人のマインド）を高めた職員」
を求められる職員像としています。

県職
員としての基本姿勢

積極
的な
姿勢、チャレンジ精神

始動人

●自分の頭で未来を考え、
　自ら挑戦・行動をし続ける。
●現状に留まらずチャレンジ
　していく姿勢・行動をとる。

目指すべきゴール

３
つ
の
基
本
マ
イ
ン
ド

始
動
人
の
マ
イ
ン
ド

組織
の一員としての能力
協調性・
チームワーク

●組織の一員として行動し、期待
　される役割や責任を果たす。
●上司や同僚をはじめとした関係
　者と協調し、チームとして業務
　を遂行する。

使命感

●群馬県の使命を理解し、組織目
　標の達成に意欲的に取り組む。
●県民目線・現場重視の姿勢を
　持つ。
●県職員としての志を持続して
　いる。

個人と
しての能力

成長意欲

●自ら学び、専門性や業務遂行
　能力を高める。
●課題を的確に捉え、前例にと
　らわれず、自ら解決策や改善
　策を練る。
●解決や改善に向けて、
　具体的に行動する。

Ⅰ類試験（行政事務Ｂを除く）の最終合格発表日を前倒しします

社会人経験者試験（行政事務）で「ＳＰＩ３」を導入します

１

２

１次試験合格発表以降の試験日程を前倒しすることで、最終合格発表が例年より
１０日程度早まります。（詳細は４月下旬に公表する受験案内を確認してください。）

社会人経験者試験（行政事務）の第１次試験において、教養試験の代わりに民間企業の採用	
試験で広く活用されている総合適性検査「ＳＰＩ３」を導入します。
全国のテストセンターから受験でき、公務員試験対策をしていない方も受験しやすくなります。
※社会人経験者試験（森林・農業・総合土木）については、従来どおり第１次試験で教養試験と専門試験を実施します。

２次試験 ３次試験 最終合格発表

従来
（参考：令和４年度）

７月中旬～下旬
（7/11 ～ 7/21）

８月中旬
（8/16 ～ 8/19）

９月上旬
（9/2）

令和５年度
（予定）

７月上旬～中旬
（7/7 ～ 7/18）

８月上旬
（8/4 ～ 8/10） 8/23（水）

日程については

P14も
あわせて

ご覧ください
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人事委員会
労働委員会

選挙管理委員会
収用委員会

監査委員
内水面漁場管理委員会

行政事務
施策の企画・立案・推進や条例・規
則の制定など政策的なものから、予
算・経理、県税の賦課徴収、用地交渉、
福祉のケースワークまで広範囲にわ
たります。

主な配属先
県庁：県庁各課（県警本部を除く）
地域機関等：行政県税事務所、児童相談所、
保健福祉事務所、環境森林事務所、農業事
務所、土木事務所

森林
森林に関する計画・立案や整備、木材
やきのこ生産など林業・木材産業の振
興、林業の担い手育成、治山工事や林
道の整備、緑化の推進、自然環境の保
全、尾瀬等の自然解説業務、野生鳥獣
の保護管理、鳥獣被害の対策などを行
います。
主な配属先
県庁：環境森林部
地域機関等：環境森林事務所、森林事務所、
林業試験場

化学
大気汚染・水質汚濁等、公害防止の
ための環境監視・指導・調査研究、
廃棄物の適正処理の監視・指導、企
業からの依頼に基づく試験・研究、
技術相談などに携わります。

主な配属先
県庁：環境森林部、県土整備部、産業経済部、
企業局
地域機関等：環境森林事務所、環境事務所、
衛生環境研究所、産業技術センター、繊維
工業試験場、下水道総合事務所、水質管理
センター、水道事務所

建築
庁舎・学校・県営住宅など県有建物
の設計・工事監理業務、建築基準法・
都市計画法に基づく建築確認などの
許認可事務、市町村の公営住宅関係
の技術指導などを行います。

主な配属先
県庁：県土整備部、総務部、教育委員会
地域機関等：土木事務所

農業
農業施策の企画・立案、優れた技術・
品種の開発と普及指導、安全な「食」
づくり、担い手の養成、競争力のあ
る産地づくり、農産物のブランド力
強化、国内外販路の拡大、農業のグ
リーン化の推進などを行います。

主な配属先
県庁：農政部
地域機関等：農業事務所、農業技術センター、
農林大学校

電気
発電所や浄水場の設備に関わる運転・
保守管理のほか、県庁舎や病院、教
育文化施設などの県有施設における、
電気設備の保守管理や改修工事など
を行います。

主な配属先
県庁：企業局、知事戦略部、総務部、県土
整備部、教育委員会
地域機関等：管理総合事務所、発電事務所、
工業用水道事務所、水道事務所、下水道総
合事務所、近代美術館、生涯学習センター、
県立病院

総合土木
道路・河川・砂防・都市公園・下水道
などの社会資本に関する企画・立案・
整備や維持管理に関する仕事、農地の
整備やかんがい用排水路の更新・長寿
命化などの農業農村整備に関する仕
事、団地造成、発電所や浄水場の建設・
保守管理などの仕事を行います。
主な配属先
県庁：県土整備部、農政部、企業局
地域機関等：土木事務所、上信自動車道建
設事務所、下水道総合事務所、農業事務所、
管理総合事務所、発電事務所、団地総合事
務所、工業用水道事務所、水道事務所

畜産
畜産物の生産・流通に関する振興施
策の企画・立案とその推進、生産技
術の普及指導、畜産環境の保全、県
営牧場の運営管理、家畜等に関する
試験研究などの仕事に携わります。

主な配属先
県庁：農政部
地域機関等：農業事務所、浅間家畜育成牧場、
畜産試験場

機械
県有施設の機械設備の設計・現場監
督、発電所や浄水場の建設・運転・
保守管理などを行います。

主な配属先
県庁：総務部、県土整備部、企業局
地域機関等：下水道総合事務所、管理総合
事務所、発電事務所、工業用水道事務所、
水道事務所

主な職種概要

組織図
知
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部
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産
業
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議会知事

副知事

教育委員会
事務局

公安委員会
警察本部

各部局の業務内容はホーム
ページで確認してください。



自分にあった職種を見つけよう！
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獣医師
食品・生活衛生、と畜・食鳥検査、動
物愛護、狂犬病予防、家畜伝染病等の
検査、飼養衛生管理技術の調査・指導、
牛の育成、畜産技術の開発・普及、野
生動物の保護管理や鳥獣被害の対策
を行います。
主な配属先
県庁：健康福祉部、農政部
地域機関等：保健福祉事務所、衛生環境研
究所、食肉衛生検査所、動物愛護センター、
林業試験場、農業事務所、家畜衛生研究所、
浅間家畜育成牧場、畜産試験場、鳥獣被害
対策支援センター

臨床検査技師
新型インフルエンザや新型コロナウ
イルス感染症、腸管出血性大腸菌等
に代表される感染症の予防や発生時
の対応、迅速検査、感染症発生動向
調査や科学的検査データに基づく調
査研究、食品の微生物検査等を行い
ます。
主な配属先
県庁：健康福祉部
地域機関等：保健福祉事務所、衛生環境研
究所、食品安全検査センター

病院局（医療技術者）
主な職種・・・薬剤師、診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士、作業
療法士、理学療法士、心理、精神保
健福祉士、医療ソーシャルワーカー、
歯科衛生士、言語聴覚士：専門分野
に特化した各県立病院において専門
的業務を行います。

主な配属先
県立病院：心臓血管センター、がんセンター、
精神医療センター、小児医療センター

警察事務
警察職員の給与や諸手当の支給、福
利厚生、備品の管理、各種届出の受理、
運転免許証に関わる事務、交通安全
施設の管理、統計事務、指紋の照合、
鑑定、写真撮影など広範囲にわたり
ます。
※詳しくは、群馬県警察職員採用案
内をご覧ください。
主な配属先
警察本部、警察署

福祉
児童相談所一時保護所や児童自立支
援施設の子どもの生活指導を行った
り、児童福祉司として児童虐待を受
けている子どもの安全確保や困難を
抱える家庭の支援などを行います。
これらの経験を踏まえ、生活保護業
務や福祉施策の企画立案を行うこと
もあります。
主な配属先
県庁：生活こども部、健康福祉部
地域機関等：児童相談所、ぐんま学園、保
健福祉事務所

保健師
精神保健、結核・エイズ・感染症予防、
難病対策、母子保健、児童相談業務
などを担当します。各業務ごとに家
庭訪問、健康相談、健康教育などを
地域のニーズに応じて企画・立案し、
実施します。また、職員の健康管理
に関する業務も行います。
主な配属先
県庁：健康福祉部、生活こども部、総務部
地域機関等：保健福祉事務所、こころの健
康センター、発達障害者支援センター、児
童相談所

警察官
県民の暮らしの安全を支え、人々の
生命と財産を守るために、犯罪の予
防・捜査、被疑者の逮捕、交通の取
締りなどを行います。
※詳しくは、群馬県警察職員採用案
内をご覧ください。

主な配属先
警察本部、警察署

学校事務
学校職員の給与・諸手当や旅費の支
給、福利厚生、学校予算や備品など
の管理、公金に関する事務、県立学
校における図書館司書業務のほか、
学校運営全般にわたる業務を行いま
す。

主な配属先
市町村立学校：小学校、中学校、義務教育
学校、特別支援学校、中等教育学校
県立学校：高等学校、特別支援学校、中等
教育学校

心理
心理検査、心理判定、カウンセリン
グなどを医師などと連携して行いま
す。対象は幼児から高齢者までと幅
広く、内容も様々な障害から児童の
あらゆることまで多岐にわたります。

主な配属先
県庁：生活こども部、健康福祉部
地域機関等：児童相談所、心身障害者福祉
センター、発達障害者支援センター、ここ
ろの健康センター

保育士・児童指導員
福祉型障害児入所施設しろがね学園
の入所児童に対して、個々の発達段
階や身体状況に応じた生活支援、音
楽療法・感覚統合法・動作法などの
専門的な療育を提供します。また、
児童相談所において、一時保護所入
所児童の生活支援を行うことがあり
ます。
主な配属先
地域機関等：しろがね学園、児童相談所

薬剤師
医薬品・食品等の安全確保、環境保全、
調査研究・分析、商品テスト、啓発
事業、公共下水道・水道水の水質管理、
調剤・服薬指導業務などを行います。

主な配属先
県庁：健康福祉部、環境森林部
地域機関等：保健福祉事務所、衛生環境研
究所、食品安全検査センター、環境森林事
務所、環境事務所、下水道総合事務所、水
質管理センター、県立病院

年度によって募集する
職種は異なります。

募集職種及び人数は
４月下旬頃にＨＰで
公表します。
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森　林
吾妻環境森林事務所
千木良　一道
○配属歴
Ｈ３０	 利根沼田環境森林事務所
Ｒ３	 現所属

農　業
西部農業事務所
藤岡地区農業指導センター
金澤　弘晃
○配属歴
Ｈ２６	 農林大学校
Ｒ１	 蚕糸園芸課
Ｒ４	 現所属

化　学
西部環境森林事務所
熊澤　直人
○配属歴
Ｈ２６	 群馬産業技術センター
Ｒ１	 工業振興課
Ｒ３	 現所属

行政事務
戦略企画課
井上　あゆ美
○配属歴
Ｈ２６	 環境政策課
Ｈ２７	 環境エネルギー課
Ｈ２９	 太田行政県税事務所
Ｒ２	 戦略企画課
Ｒ３	 ワクチン接種推進課
Ｒ４	 現所属

現在の仕事
産業廃棄物について、法律に
基づく許可審査業務、立入検査
を行っています。具体的には、
産業廃棄物に関わる収集運搬業、
処分業及び処理施設の設置に係
る許可申請書を受理し、書面等
により法令の基準に適合してい
るか審査します。
立入検査では、産業廃棄物の
処理や保管が適正に行われてい
るかを確認し、必要に応じて改
善指導を行います。これらの業
務は許認可の権限を持つ県職員
ならではの業務です。

現在の仕事
野菜の普及指導員として、イチ
ゴ・キュウリ・ネギ等の品目を担
当しており、地域の農業者への技
術指導に取り組んでいます。
具体的には農業者のほ場（野
菜を栽培している農地）を訪れ、
生育状況の確認や栽培指導を行
うとともに、地域の農業者団体に
対して講習会を開催し、生産に係
る情報提供等を行っています。
また、雹などの自然災害によ
り被害がでた際には、市町村等
と連携し、被害の状況を調査し
ています。

現在の仕事
議会事務や、県庁内の職員向
け勉強会「寺子屋・自我作古」
の運営等を担当しています。
議会事務では、資料作成や質
問に係る照会・とりまとめなど
の各種調整、関係所属への情報
共有等を行っています。
県庁内の職員向け勉強会「寺子

屋・自我作古」は、職員が興味の
ある分野に関して外部の方へ講師
を依頼し、企画・参加する勉強会
です。主に、若手職員の能力開発
や人脈づくりを目的としています。
職員が開催する勉強会の運営
補助のほか、当課主催でも、勉
強会を開催しています。

現在の仕事
森林土木事業に関する工事の
計画・発注・監督を担当してい
ます。
具体的には、荒廃した山林の
復旧や、荒廃の予防のためにダ
ムなどの構造物を施工したり、
林業用の道路を敷設したりする
事業などを行っています。これ
らの業務では、施工業者との調
整がとても重要な要素であり、
互いに誤解のないよう、適切な
コミュニケーションを心がける
ようにしています。

印象に残った業務
群馬産業技術センターで、企
業と共同研究を実施し、技術・
製品開発、特許出願につなげら
れたことです。開発の過程で苦
労することもありましたが、企
業の方と打ち合わせを重ね、上
司や先輩に教えてもらいながら
解決することができました。

仕事の魅力・やりがい
農業職の魅力は、生産現場・

試験研究・施策立案など様々な視
点から農業に関われることです。
農業者からは、栽培に関する

技術指導はもちろんのこと、補
助金等の情報を求められること
もあり、知識を習得するのは大
変ですが、農業者に対して包括
的な支援を行うことができるこ
とも魅力であると感じています。

仕事の魅力・やりがい
工事の設計や監督業務など、専

門的な業務を中心に行う仕事も
あれば、補助金や許認可など事
務的な業務を行うこともあり、異
動によって様々な業務に携わる
ことができるのは県の森林職特
有の魅力であると感じています。

印象に残った業務
戦略企画課で、総合計画の評

価・検証を行ったことが印象に
残っています。
県の指針である総合計画に基

づき、県庁内でどのように取組
が進められたのか等をチェック
しました。細かく地道な作業でし
たが、様々な部局の事業を知るこ
とで、改めて県庁の仕事の奥深
さを理解することができました。

法律等の根拠をしっかりと確認しながら▶相談や問合せに対応しています
現地講習会でイチゴの栽培管理の
アドバイスをしています

勉強会がスムー
ズに進むよう	
念入りに準備を
行います　　▶ 現場確認をしながら工事を進めています▶

業務紹介 ※業務の紹介に掲載されている所属及び勤務内容は、令和５年２月現在のものです。

井上さんが働く戦略企画課の仕事内容を動画でチェック▶ 千木良さんが働く吾妻環境森林事務所の仕事内容を動画でチェック▶

金澤さんが働く西部農業事務所の仕事内容を動画でチェック▶ 化学職を目指す職員にむけたメッセージを動画でチェック▶

▶
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建　築
前橋土木事務所
戸塚　一将
○配属歴
Ｒ１	 管財課
Ｒ２	 財産有効活用課
Ｒ３	 現所属

総合土木
中之条土木事務所
浅川　勝太郎
○配属歴
Ｈ２７	 太田土木事務所
Ｈ３０	 監理課（石巻市派遣）
Ｒ１	 都市計画課
	 （上野村派遣
	 （R1.11 月～ R2.3 月））
Ｒ４	 現所属

電　気
渡良瀬発電事務所
尾池　宏章
○配属歴
Ｈ２４	 新田山田水道事務所
Ｈ２６	 管理総合事務所
Ｈ３０	 企業局発電課
Ｒ４	 現所属

現在の仕事
建築確認申請や開発許可申請
等の許認可業務を担当しながら、
建築基準法や都市計画法等の各
種相談について窓口対応を行っ
ています。
どちらの業務も、法令に関す
る幅広い知識や経験を必要とす
るため、法令や手引き等の根拠
をよく確認しています。
また、上司や同僚との報告・
相談を密にして、出来るだけ迅
速な対応を心掛けています。

現在の仕事
ほ場整備工事の担当として、不
整形で区画の小さな農地を整形
し、併せて道路や用排水路など
も整備して大きくて使いやすい
農地に作りかえる工事に携わっ
ています。
具体的には、工事の発注や工
事監督、関係機関や関係者との
調整などの業務を行っています。
地元農家の方などから意見を
聞き、より良い工事になるよう、
上司と相談しながら整備を進め
ています。

現在の仕事
道路、河川、砂防に係る公共施
設の整備･維持について、関係者
との調整や設計検討、工事発注、
現場監督などを担当しています。
具体的には、土砂災害などから
人々の命を守る砂防施設の整備・
補修や、渋滞の解消等を目的とし
た円滑な交通環境を整備する交差
点改良工事などを行っています。
また、道路や河川等が台風や
豪雨などにより被災した際には、
災害復旧業務についても担当し
ます。

現在の仕事
群馬県の東毛エリアにある７
カ所の水力発電設備と２カ所の
太陽光発電設備の保守・管理・
運転を行っています。
具体的には、発電所毎に月２
回の巡視点検を行い、設備等の
状態を確認するとともに、機器
の更新や修繕を行うために設計
書の作成や工事発注、業者によ
る工事等の監督員業務を行って
います。
また、設備の異常等があった
際には、現地にて復旧対応等も
行います。

仕事の魅力・やりがい
建築確認申請等の許認可業務
だけでなく、県有施設の整備や
都市計画など幅広い業務に携わ
れる点が魅力の一つです。
業務範囲が広い分、学ばなけ
ればならないことも多いですが、
新たな業務に携わるたびに発見
があり、成長を実感できます。

仕事の魅力・やりがい
群馬県の農業を支える基盤を
整備する重要な仕事であり、そ
こに携わることができることが
魅力であると思います。
地元の方などに「よくなった
ね」などと声をかけていただけ
ることも多く、達成感を味わう
こともできます。

仕事の魅力・やりがい
計画から設計、工事、維持管

理までの過程に主体的に携わる
ことができるため、幅広い知識
や経験を得ることができる魅力
があります。
また、公共施設の整備によっ

て地域経済への波及効果も実感
できる、やりがいのある業務を
担っています。

仕事の魅力・やりがい
電気や水道など日々の生活に

欠かせないものの維持管理に携
わることができ、県民の方々の
暮らしを陰ながら支えていると
いうやりがいを感じます。
また、発電量等、業務の成果

が目に見えて実感できることも
魅力の一つです。

現場で施工状況を確認しています▶

工事中の現場を確認し、設計どおりに▶整備が進んでいるかチェックします工事現場の確認作業をしています▶

発電設備の点検を行っています▶

※受験時に心掛けたことなど、さらに詳しい内容をＨＰで公開しています。
https://www.pref.gunma.jp/site/saiyou/21509.html

尾池さんが働く渡良瀬発電事務所の仕事内容を動画でチェック▶ 戸塚さんが働く前橋土木事務所の仕事内容を動画でチェック▶

浅川さんが働く中之条土木事務所の仕事内容を動画でチェック▶ 酒井さんが働く利根沼田農業事務所の仕事内容を動画でチェック▶

総合土木
利根沼田農業事務所
農村整備課
酒井　大希
○配属歴
Ｒ１	 吾妻農業事務所農村整備課
Ｒ４	 現所属
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獣医師
食品・生活衛生課
福田　茂彬
○配属歴
Ｈ２４	 食肉衛生検査所
Ｈ２７	 利根沼田保健福祉事務所
	 保健課
Ｈ３０	 動物愛護センター
Ｒ２	 現所属

獣医師
吾妻農業事務所
家畜保健衛生課
小島　怜子
○配属歴
Ｒ２	 西部農業事務所
	 家畜保健衛生課
Ｒ３	 現所属

現在の仕事
動物愛護に関する業務に従事
しています。具体的には、ペッ
トショップなどを対象とした本
県独自の登録制度である「ぐん
ま犬猫パートナーシップ制度」
などを担当しています。この制
度は、県と登録店舗が連携して
広報誌の配布や飼い主への飼育
の助言を行い、適正飼養などの
普及啓発を推進するもので、私
は登録申請があった店舗の調査
業務を行っています。

現在の仕事
家畜保健衛生課では、管内の
農場で飼育されている牛、豚、
鶏（家きん）などを対象に、家畜
伝染病に関する検査や、飼養衛
生管理基準に基づく衛生指導な
どを行っています。
私は主に豚と家きんを担当し
ており、農場を訪問して検査材
料の採取や検査を行ったり、調
子の悪い家畜がいる場合には病
性鑑定を行ったりしています。
また、家畜の飼い方と衛生管
理に関する聞き取り調査や助言・
指導も行っています。	

「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」▶の申請店舗を調査しています

農場を訪問し家きんの検査を行っています▶ 児童のマラソン大会を監督しています▶

印象に残った業務
犬猫の譲渡事業を担当したこと
です。保護した犬猫の健康状態
の確認などを行うとともに、譲渡
希望者に対して講習会を行いまし
た。円滑に譲渡が成立するよう、
希望を聞きながらその家庭に合っ
た犬猫を積極的に紹介し、実際
に譲渡が成立した際には職員とし
てのやりがいを感じました。

仕事の魅力・やりがい
県獣医師の仕事は、所属によっ

て幅広い業務に従事することがで
きる点が魅力であると感じます。
また、牛、豚、家きんなど多くの
畜種に関わることができるのは、
県獣医師ならではの魅力であると
思います。

福　祉
ぐんま学園
長谷川　実祐
○配属歴
Ｒ１	 中央児童相談所
Ｒ４	 現所属

薬剤師
薬務課
藤澤　美希
○配属歴
Ｈ２８	 水質検査センター
Ｒ１	 桐生保健福祉事務所保健課
Ｒ３	 現所属

現在の仕事
ぐんま学園という、児童自立
支援施設の男子学齢児寮の職員
として働いています。
児童と一緒に部活や勉強をし
たり、その他にも自立支援計画
の作成や、行事・イベントの企
画など、幅広く業務を行ってい
ます。
個々の児童の状況に応じた適
切な指導内容を職員全体で考え、
児童の自立支援のために日々取
り組んでいます。

現在の仕事
麻薬及び向精神薬取締法に基
づく業務を担当し、麻薬取扱者
などの免許事務や麻薬事故届出
等の各種届出の受付事務を行っ
ています。また、麻薬を取り扱
う病院等への立入調査を行い、
適切な管理や記録が作成されて
いるか確認しています。
関連法令に違反する事案が起
きた場合は、麻薬取締員として
調査することもあります。
その他にも、県営ワクチン接
種センターで、ワクチン充填業
務にも携わりました。

入庁前後の印象
入庁前は、デスクワークが多い

印象でしたが、実際には薬局等
への立入調査や講習会の講師な
ど出張も多い印象を受けました。
また、薬事や食品衛生、調査

研究など幅広い分野で県の薬剤
師が活躍していることも知りま
した。

細心の注意をはらって薬剤を充填しています▶

仕事の魅力・やりがい
直接県民とやり取りできること
が福祉職の魅力の一つです。
対人援助の仕事は正解がなく
難しさはありますが、入所児童の
日々の小さな成長にやりがいや喜
びを感じます。

藤澤さんが働く薬務課の仕事内容を動画でチェック▶ 福田さんが働く食品・生活衛生課の仕事内容を動画でチェック▶

小島さんが働く吾妻農業事務所の仕事内容を動画でチェック▶ 長谷川さんが働くぐんま学園の仕事内容を動画でチェック▶

業務紹介 ※業務の紹介に掲載されている所属及び勤務内容は、令和５年２月現在のものです。
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他校の学校事務職員と集まって▶共同処理を行うこともあります

保健師
桐生保健福祉事務所
浦野　聡美
○配属歴
Ｈ２５	 館林保健福祉事務所
Ｈ２８	 総務事務センター
Ｒ２	 現所属

心　理
西部児童相談所
山口　萌香
○配属歴
Ｈ２９	 中央児童相談所
Ｒ３	 現所属

現在の仕事
難病と診断された方の医療費
助成の申請事務や窓口・電話相
談を行っています。難病と診断
されて驚きや戸惑い、不安を感
じている療養者とその家族が前
向きな気持ちになれるよう、相
手の気持ちに寄り添った支援を
心がけています。
また、県民や関係機関からの新
型コロナウイルス感染症に関す
る相談等にも対応しており、正し
い情報を伝えて安心してもらえ
るよう、上司や係員に確認・相談
しながら業務を進めています。

現在の仕事
学校の管理・運営に関わる業
務を行っています。
具体的には、教職員の給与や
旅費の支給に関する事務、休暇
の申請に関する事務、学校予算
の執行（消耗品や備品の購入）、
生徒の教材費等の口座振替事務、
就学援助や給食費に関する事務
など、担当する業務は多岐にわ
たります。
また、電話や来校者対応も行
い、学校の窓口としての役割も
担っています。

現在の仕事
児童相談所では、児童本人や
保護者から寄せられる様々な相
談に応じています。
心理職は、相談に応じる中で、
児童との面接や行動観察、心理
検査等を通じて心理判定を行っ
たり、心理療法を行ったりするこ
とが業務の中心となっています。
必要に応じて、児童福祉司と
一緒に児童の関係機関が集まる
会議に出向き、支援の対象となっ
ている児童の情報共有や支援の	
アドバイスを行うこともあります。

面談時はわかりやすい説明を心がけています▶心理検査を用いて支援を行います▶

仕事の魅力・やりがい
県の心理職の魅力は、「幅広さ」

にあると思います。
異動を重ねることで幅広い年齢

層の県民を支援でき、様々な領域
の関係機関と協力してうまく支援
のバトンをつなぐことができた時
は、やりがいを感じます。

仕事の魅力・やりがい
学校事務職員は直接生徒と関わ

ることは少ないですが、学校予算
の執行、備品や施設の管理などを
通じて、自分も生徒の学校生活を
支えているという実感があります。
また、教職員から相談されるこ

とも多く、調べて丁寧に説明する
と「ありがとう」と感謝される場面
もあり、これも私がこの仕事のや
りがいを感じる瞬間のひとつです。

仕事の魅力・やりがい
県の保健師は、直接県民と関
わる保健事業から県民の健康増
進に向けた制度づくりなど幅広い
業務を経験できること、難病対策
や感染症対策、精神保健など専
門性の高い保健事業に携われるこ
とが魅力であると感じています。

学校事務
高崎市立豊岡中学校
松本　夏子
○配属歴
Ｈ２６	 高崎市立城山小学校
Ｈ３０	 神流町立中里中学校
Ｒ３	 現所属

山口さんが働く西部児童相談所の仕事内容を動画でチェック▶ 保健福祉事務所の仕事内容を動画でチェック▶

学校事務の業務内容を動画でもチェック▶

職員に関連する動画を配信中です！▶

人事委員会が実施する試験のほか、任命権者において次の職種に 
ついても試験を実施する場合があります。
受験資格など詳細については、各実施機関へ問い合わせてください。

他の職種も活躍中です！

ＩＣＴを活用した政策
立案、システム企画、
開 発、 内 製、 運 用、
セキュリティ対策など
の専門 的業 務に従事
します。

主な配属部署
• デジタルトランスフォーメーション戦略課
• 業務プロセス改革課　など

実施機関
知事戦略部
業務プロセス改革課
☎ 027-226-2334

gyoukai@pref.gunma.lg.jp

ICT

詳細は
ＨＰへ！

「すべての人により添
い、その人らしさを支
えられる看護 」を理
念に県立病院で看護
業務に従事します。

実施機関
病院局経営戦略課
☎ 027-226-2710

看護師

病院
事務

詳細は
ＨＰへ！

県立病院で診療報酬
請求事務の管理等の
医事事務及び県立病
院経営の管理などの
業務に従事します。

ＩＣＴの活用により個
別 最 適な学びと協 働
的 な 学 び を 展 開 し、
児 童 生徒の可能 性を
伸ば す学習指導 等を
行います。

実施機関
教育委員会事務局
学校人事課

義務教育人事係
☎ 027-226-4593

県立学校人事係
☎ 027-226-4597

公立学校
教員

詳細は
ＨＰへ！

小学校・中学校・養護教員

高等学校・特別支援学校教員 実施機関
警察本部警務課
☎ 0120-449803

警察官
（サイバー
 犯罪捜査）

警察官
（国際捜査）

詳細は
ＨＰへ！

通常の警察官の業務
に加え、外国語を活
用して国際犯罪の捜
査等に従事します。

通常の警察官の業務
に加え、サイバー犯
罪の捜査等に従事し
ます。

県庁職員の意外な

素顔も見てみよう
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H17.2～ H18.9
産休・育休

実際に働いている職員の声を集めました！
県庁に入った自分をイメージしながら
ご覧ください。

メディアプロモーション課
係長　武井  由美子

Q. 県職員の仕事の魅力・やりがいについて
　地方公務員のミッションは「地域を次の世代に引き継ぐこと」
だと思います。
　様々な施策の企画立案や折衝・調整業務は、困難に直面する
時もありますが、試行錯誤の過程が最大の魅力です。
　自分の経験（就職・転職、出産・育児、地域活動など）や生
活者の視点を活かすことができ、「県民の生活をより豊かにす
る仕事」という点も魅力の一つです。 

Q. 仕事と家庭の両立で心がけていること
　子どもが小さなときは、急な発熱などに対応できる
よう、情報共有を特に心がけていました。現在は両立
を目指す後輩の方にとっての良き理解者でありたいな、
と思っています。

後輩（受験生）へメッセージ
　女性の管理職の割合、男性職員の育休取得者ともに
年々増加しています。男女ともに働きやすい環境が整っ
ていますので、ぜひ、新しい群馬県をつくるために一
緒に働きましょう。

VOICE 1

▲係員と業務の打合せをしています

職員の 声
キャリアパスについて
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未来投資・デジタル産業課
主任　目黒  達往

Q. 育休を利用した感想
　３人目の子どもが産まれた際に育児休業
を取得しました。毎日の家事に奮闘する
日々でしたが、子どもの成長をそばで感じ
ることができ、とても充実した時間を過ご
せました。
　育児休業中で一番苦労したことは、意外
にも晩ご飯のメニューを考えることでし
た。栄養バランスを考え、毎日違った料理
を作ってくれていた妻の苦労を実感し、改
めて感謝の気持ちがわきました。
　また、職場復帰後は、周囲の仕事にも関
心が向くようになり、職場全体への貢献を
より意識するようになりました。

Q.仕事と家庭の両立で心がけていることは？
　仕事にメリハリをつけ、早く帰宅した際には絵本
の読み聞かせや寝かしつけなど、子どもたちと多く
関わるようにしています。また、朝食の準備や洗濯
などのできる限りの家事を受け持つことや、日頃か
ら感謝の気持ちを伝え合うなど、妻や子どもたちと
のコミュニケーションも大切にしています。

VOICE 2

主な育児介護等休暇制度（令和５年４月１日現在）

49.4％
100.0％

男女別育休取得率
※令和３年度の知事部局職員の実績

インタビュー記事の詳細は、ホームページに掲載しています。ぜひ、ご覧ください。
 https://www.pref.gunma.jp/site/saiyou/21471.html

私は、この制度を利用しました！

育児休業について
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群馬県では、テレワークや無線ＬＡＮの整備などさまざまな方法で「働き方改革」を
進めています。職員一人ひとりが多様な働き方を実現し、業務を効率化することで質
の高い県民サービスの提供を目指します。

VOICE 3

テレワーク（在宅勤務）
個人に配布されるノートパソコンや自分のパソコンを利用して、自宅にいながら職場と同じよう
に仕事をすることができます。通勤時間を育児・介護や家事の時間に充てられ、ワークライフ	
バランスの充実を図ることができます。

時差出勤
通常の始業時間である８：３０のほか、職員のライフスタイルに合わせて、７：００から１０：３０までの
１５分又は３０分刻みの１０区分の中から、始業時間を柔軟に選択することができます。

無線 LANの整備
無線ＬＡＮが整備され、庁舎内のさまざまな場所で気軽に打ち合
わせができ、ペーパーレス化促進にもつながっています。また、
県庁内の一部のフロアではフリーアドレスが採用されています。

新たなクラウドサービスの導入
令和４年１０月からＭｉｃｒｏｓｏｆｔ３６５が導入されました。職員全員がチャットやＷｅｂ会議を使用	
できるため、今までよりもさらにコミュニケーションがとりやすくなっています。

フリーアドレスで
フロアもすっきり！

デジタルトランスフォーメーション戦略課
主任　小池  隼
Q. テレワークやＭｉｃｒｏｓｏｆｔ３６５の導入で
　　　　　　　　働き方はどのように変化しましたか？
　テレワークを行うことで、通勤時間を掃除等の家事に充てられるようにな
りました。終業直後に夕飯の準備ができるので、家族からも好評です。
　また、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ３６５が導入されたことにより、遠隔地の職員とも移動
時間なしで会議ができるようになり、業務効率化に大活躍しています。

後輩へメッセージ
　新たなツールの導入等により多様な働き方が可能になりつつありますが、
当然、職員一人ひとりに情報セキュリティについての高い意識などが求めら
れます。
　テレワークが難しい職場もありますが、業務プロセスの改革をさらに進め、
一緒に、より働きやすい職場に変えていきましょう！

※多様な働き方については知事部局の例です。

多様な働き方について
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研修制度 充実の研修制度で、本人のやる気を
積極的にバックアップします

職員一人ひとりが質の高い行政を担っていけるよう、入庁直後から始まる「新規採用職員研修」
のほか、各種研修でサポートします。受講形式は、対面、オンライン、動画視聴があり、より
効果的な方法で実施しています。

新規採用職員が、さまざまな不安を解消・緩和し、円滑な県庁生活を送れるよう、メンター	
制度を実施しています。
職種や職場が異なる複数の先輩職員（メンター）と新規採用職員（メンティ）でグループを作り、
仕事の進め方に限らず、プライベートのことなども幅広く相談ができます。

新規採用職員研修　職員としての志や心構え、職務上必要な基礎知識を身につけるため、接遇、
文書事務、法令の基礎、県財政のしくみなどの研修を行います。また、県政の課題を調査・考察し、
政策を立案するグループ演習も行います。

派遣研修　県政課題の解決に向けた専門的知識・能力の習得や官民連携の推進を目的として、
国や民間企業等へ職員を派遣しています。

目的別研修（希望制研修）　各職員が自由に希望して申し込むことができます。残業ゼロの仕事
術、Ａ４一枚にまとめる資料作成術、折衝・交渉力など、個々のニーズに応じて専門的知識を
身につけることができます。

階層別研修　勤務年数や役職に応じて、業務改善、チームワーク、マネジメントといった、必
要な知識や能力を身につけるための研修を実施します。

（令和４年度の主な派遣先）※順不同
内閣府、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、
日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）群馬貿易情報センター、ボストン・コンサルティング・グループ、
ソフトバンク（株）、東京海上日動火災保険（株）、丸紅（株）、住友林業（株）

メンター制度

新規採用職員
研修の様子

※研修制度およびメンター制度は知事部局の例です。
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勤務条件

Ｑ＆Ａ

勤務時間 休　日

休　暇 諸手当

初任給 期末・勤勉手当（ボーナス）

原則　８：３０～１７：１５
（休憩時間　１２：００～１３：００）
※一般的な例です。所属や職務によって異なります。

令和５年４月１日時点の初任給の一例は以下のとおりです。
Ⅰ類 大学卒 190,200 円
Ⅱ類 短大卒 171,200 円
Ⅲ類 高校卒 157,900 円
薬剤師 大学６年制卒 215,200 円
獣医師 大学６年制卒 245,200 円（注）

福祉 大学卒 196,100 円
保健師 大学卒 217,200 円

（注）初任給調整手当を含めた月額。初任給調整手当は、	
月額３０，０００円を超えない範囲の額を、採用の日から１５年
以内の期間、１年経過ごとに額を減じて支給します。

原則　土・日・祝日、年末年始
ただし、交替制勤務が必要な職場は週休日に相当する日が別に定められます。

年間４．４月分
（６月、１２月に支給）
※採用初年度の支給額は、実際に勤務した期間によって異なります。

年間２０日の年次有給休暇があり、
時間単位の取得も可能です。
そのほか、夏季休暇、病気休暇、
結婚などのための特別休暇もあります。

地域手当・扶養手当・通勤手当・住居手当・特殊勤務手当
などがその人の条件に応じて支給されます。

福利厚生

サークル活動
野球、サッカー、スキー、馬術などの運動系や、囲碁、将棋、
茶道などの文化系の活動があります。

給付・貸付制度
病気・出産などのときは種々の給付が受けられます。また、
住宅の取得などで資金が必要な場合は貸付制度が利用でき
ます。

厚生活動
職員の親睦や元気回復を目的に、勤務する地域単位で行う
レクリエーション事業や家族で参加できる観劇事業、民間
スポーツクラブの割引利用などを実施しています。

健康管理
年１回の定期健康診断のほか、希望により各種がん検診や
人間ドック、メンタルヘルス相談、医師、保健師による巡
回健康相談などを実施しています。

Ｑ１　試験の併願はできますか？
Ａ１　Ⅰ類試験（行政事務Ｂ）を除き、受験資格に該当し、試験日が異なれば複数受験することができます。
　　　（Ⅰ類試験（行政事務Ｂ）を受験した方は、その他のⅠ類試験を受験することはできません。）
Ｑ２　受験資格に学歴は必要ですか？
Ａ２　Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類試験の受験資格は年齢のみで、学歴は必要ありません。
　　　その他の試験・選考考査は年齢の他に学歴や職歴、免許・資格等が必要になります。
　　　なお、「Ⅰ類（大学卒業程度）」などとあるのは、試験問題の難易度を示すものです。
Ｑ３　最終合格すると必ず採用されますか？
Ａ３　群馬県の場合、合格者は例年ほぼ全員採用されています。しかし、試験に合格しても採用されない場合があります。
Ｑ４　配属先はどのように決まりますか？
Ａ４　配属先は、本人の希望や適性、能力などを考慮して決定されます。そのため、本人の希望どおりにならないことも	
　　　あります。入庁後は、２～５年くらいのサイクルで職場を異動します。
　　　また、毎年、異動希望調査を行い、本人の希望を尊重するような配慮がされています。

※勤務条件および福利厚生は知事部局の例です。

よく
確認してね
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受験資格（年齢）

例題

令和５年度採用試験実施予定
試験区分 受験案内

ＨＰ掲載日 申込期間 第１次
試験日

最終合格
発表日

Ⅰ類試験
（大学卒業程度）

行政事務Ｂ
（SPI 方式） 3/1（水） 3/3（金）～

3/17（金）
4/4（火）～
4/17（月）注2 6/9（金）

行政事務A・森林・農業・
電気・総合土木など 4/25（火） 5/2（火）～

5/19（金） 6/18（日） 8/23（水）

Ⅱ類試験
（短大卒業程度） 4/25（火） 5/2（火）～

5/19（金） 6/18（日） 8/10（木）

Ⅲ類試験
（高校卒業程度） 7/4（火） 8/4（金）～

8/22（火） 9/24（日） 11/17（金）

社会人経験者試験
行政事務

6/30（金） 7/19（水）～
8/14（月）

9/8（金）～
9/21（木）注2

12/1（金）
森林・農業・総合土木 9/24（日）

就職氷河期世代試験 6/30（金） 7/19（水）～
8/14（月） 9/24（日） 12/1（金）

警察官試験
警察官Ａ・Ｂ特別 3/1（水） 3/6（月）～

4/7（金）注1 5/14（日） 8/18（金）

警察官Ｂ・Ａ第２回 7/4（火） 7/14（金）～
8/15（火）注1 9/17（日） 12/8（金）

選考考査

薬剤師・獣医師
・福祉・心理など 4/25（火） 5/2（火）～

5/19（金） 6/18（日） 8/10（木）注3

保健師
・臨床検査技師など 7/4（火） 8/4（金）～

8/22（火） 9/24（日） 11/17（金）

障害者 7/4（火） 7/19（水）～
8/14（月） 9/17（日） 11/10（金）

注１　電子申請の締切は前日の２３時５９分までとなります。郵送の場合は最終日の消印有効です。
注２　試験日として示した期間のうち受験者が選択する日に、全国のテストセンターで受験できます。
注３　獣医師の最終合格発表は７月２６日（水）です。

注 1　Ｂ区分のみ下限があります（１８歳）。
注 2　心理、保健師、臨床検査技師など。
これ以外の職種については、受験案内で確認するか人事委員会事務局にお問い合わせください。

令和６年４月１日年齢 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 53

試
　
験

Ⅰ類 22 29
Ⅱ類 20 27
Ⅲ類 18 21
社会人経験者 30 45
就職氷河期世代 38 53
警察官A・B（注１） 18 33

選
考
考
査

獣医師・職業訓練指導員 45
薬剤師・福祉・病院局（医療技術者）など 35
障害者 18 35
その他（注２） 29

※試験区分によって、職務経験や資格等が必要になります。
詳細は必ず受験案内で確認してください。

群馬県職員採用試験（選考考査）、警察官採用試験の例題を公表しています。
県職員・警察官採用情報ホームページまたは県民センター（県庁２階）で閲覧できます。

過去の採用試験
実施状況はこちら

受験資格・採用日程
の詳細はこちら

例題はこちら



受験案内の入手方法
原則、インターネットで入手してください。
インターネットを利用できない方は、郵送で受験案内を請求することができます。
請求方法は人事委員会事務局までお問い合わせください。
なお、郵送で請求する場合は、受験申込締切の期日を考慮し、余裕を持って請求
してください。

受験申込方法
◦「ぐんま電子申請受付システム」（https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/）から、必要事項を入力して申し込んで
ください。
◦詳しくは、県職員・警察官採用情報ホームページ「インターネット申込み（電子申請）」及び各受験案内で確認
してください。
◦インターネットで申込みできない方は、各受験案内記載の期日までに人事委員会事務局までお問い合わせください。

受験から採用まで
人事委員会が実施 任命権者が実施

第
１
次
試
験

▶

第
１
次
試
験
合
格

▶

第
２
次
試
験

▶

第
２
次
試
験
合
格

▶

第
３
次
試
験

▶
最
終
合
格
=

採
用
候
補
者
名
簿
へ
登
載

▶

任
命
権
者
の
面
接

▶ 内
定 ▶ 採

用

※ 1　警察官採用試験の第２次試験、第３次試験は警察本部が実施
※ 2　Ⅰ類（行政事務Ｂを除く。）、社会人経験者及び警察官試験のみ実施
※ 3　選考考査を除く

群馬県職員採用公式Ｔｗｉｔｔｅｒ
@gunmaken_saiyou

採用試験、採用説明会、県職員の仕事内容などの情報を発信しています。

群馬県人事委員会事務局
〒３７１－８５７０　前橋市大手町一丁目１－１　県庁２６階
ＴＥＬ．０２７－２２６－２７４４,２７４５（ダイヤルイン）

※本パンフレットの内容は、令和５年２月現在のものであり、今後変更される可能性があります。最新の情報はホームページ等でご確認ください。

県職員・警察官採用情報ホームページ
https://www.pref.gunma.jp/site/saiyou/

群馬県　採用試験

受験案内の
ダウンロード
はこちらから

※１
※２ ※３

※１
※２

熱意あるみなさんを
待ってます！！


