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令和４年度 

埼 玉 県 クリーニング師 試 験 受 験案 内 

１ 試験日程 

内容 期日・時間 場所、その他 

試 験 令和４年１１月２９日（火）               

         着席    10:00 

         開始    10:20 

         終了予定  16:45 

 埼玉県クリーニング会館 

（さいたま市西区西遊馬１２７０番地１） 

※終了予定時間は、受験者数により延長される

場合がありますのでご了承ください。 

受験願書 

受 付 

【インターネットでの出願】 

令和４年９月９日（金） 8:30 

  ～９月３０日（金）23:59 

※2ページ参照 

【出願先】 

埼玉県電子申請・届出サービスで必要な事項を入力し、出

願してください。出願ページは、保健医療政策課のホーム

ページで案内します。 

【郵送での出願】※簡易書留のみ 

令和４年９月９日（金） 

  ～９月３０日（金）（消印有効） 

※3ページ参照 

【出願先】 

〒330-9301（住所記載不要） 

埼玉県保健医療政策課 クリーニング師試験係 

「クリーニング師試験願書在中」と朱書きしてください。 

受験票 

発 送 
令和４年１１月１５日（火） 

受験票が令和４年１１月１５日（火）までに届かない

場合は、埼玉県保健医療政策課 研修・国際協力・免許

担当にお問い合わせください。 

合格発表 

（掲示） 
令和５年１月１１日（水）10:00   

   ～１月１２日（木）17:00 

※4～5ページ参照 

 埼玉県庁本庁舎１階南側エレベ－タ前に合格者の受験

番号を掲示します。また、受験者全員に試験結果を送付

します。※電話等による合否の問い合わせには応じられ

ません。 

合格発表 

(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ) 

令和５年１月１１日（水）10:00   

   ～２月１０日（金）17:00 

※4～5ページ参照 

 県ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

 ホームページアドレスは、下記の＜試験に関する案内・

問い合わせ先＞を参照してください。 

※ 新型コロナウイルス感染症等の影響により、会場を変更する場合がございます。下記埼玉県ホ

ームページにて案内しますので、試験前日に必ずご確認ください。 

 ＜試験に関する案内・問い合わせ先＞ 

  ■埼玉県保健医療政策課 研修・国際協力・免許担当  

   ☎ ０４８－８３０－３５２３ (土日祝日を除く9:00～17:00） 

  ■埼玉県ホームページアドレス 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/eiseishiken/goannai.html 

  



2 

 

２ 試験科目 

（１）衛生法規に関する知識 

（２）公衆衛生に関する知識 

（３）洗たく物の処理に関する知識及び技能（ワイシャツアイロン仕上げ）※6ページ参照 

 

３ 受験資格 

  次のいずれかに該当する者 

（１）学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第５７条に規定する者(新制中学校の卒業者) 

（２）旧国民学校令(昭和１６年勅令第１４８号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学

校令(昭和１８年勅令第３６号)による中等学校の２年の課程を終わった者又は厚生労働省令

で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者 

 

４ 出願・受験までの流れ 

（１）インターネットによる出願 

１）埼玉県電子申請・届出サービスのページで出願申込 
(令和４年９月９日（金）８時３０分から９月３０日（火）２３時５９分まで) 
埼玉県電子申請・届出サービスの所定のページで、必要な事項を入力し、申し込んでくださ

い。申込の詳細については、令和４年９月９日（金）８時３０分から埼玉県保健医療政策課の

ホームページ（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/eiseishiken/kurishiken/h30/goanna

i.html）で御案内します。申込みが終わると、申込完了メールが届きます。 

操作方法等で不明な点がある場合、下記に問い合わせてください。 

＜電子申請・届出サービス コールセンター(平日９：００～１７：００ 土日祝日を除く)＞ 

０１２０－４６４－１１９（固定電話） 

０５７０－０４１－００１（携帯電話）※有料 90円/3分 

 

２）受験手数料の支払い 
出願の申込み後、電子申請・届出サービスに記載の御案内のとおり、受験手数料を支払って

ください（ペイジーのみでの支払いとなります）。 

 

３）受験票データの交付（※紙の受験票はお送りしません） 
受験手数料の支払い後、入金状況・申込内容を埼玉県が確認します。不備等が無い場合、出願

の受理手続きを行います。入金していない場合は、受理手続きができません。 

手続き完了後、埼玉県から、受験票データを埼玉県電子申請・届出サービスのページにお送

りします。受理完了・受験票データ交付の御案内メールを必ず確認してください。 

  

受験手数料 

    ７,５００円  
・電子申請・届出サービスに記載の、納付番号にて支払いを済ませてください。 

・支払い後の返金はできかねます。ご了承ください。 
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４）受験票データの印刷・受験 
各自で受験票データを確認の上、印刷し、写真を貼付した受験票を、試験当日に持参してく

ださい。試験当日に受験票を持参していない又は受験票に写真を貼付していない場合は、受験

ができませんので、注意してください。 

 

※受験時に用意するもの 

 
 
（２）郵送による出願 

１）願書の取り寄せ(令和４年９月９日（金）から９月２０日（火）まで(消印有効)) 
受験願書の配布は郵送のみです。県内保健所、県庁での配布はしていません。 

受験願書等を郵送で取り寄せてください。取り寄せ希望の封筒が届き次第、埼玉県から受験願書

等の書式をお送りします。 

 

〈受験願書の取り寄せ先〉 

〒330-9301（住所記載不要） 

埼玉県 保健医療部 保健医療政策課 クリーニング師試験係 

※「クリーニング師試験願書希望」と必ず朱書きしてください。 

 

※願書取り寄せ時に送付するもの 

 

※切手金額の目安 

希望部数 金額 

１部 １２０円 

２～４部 １４０円 

５～６部 ２１０円 

７～１０部 ２５０円 

 

  

写真 
・縦4.5㎝、横3.5㎝、出願前6か月以内に撮影した無帽無背景上半身の正面向

きの写真を受験票の下の写真票欄にのり付けしてください（スナップ写真不可）。 

・のり付けする前に、写真の裏面に必ず黒ボールペンで氏名を記入してください。 

返信用封筒 ・必ず、A4サイズの紙が入る封筒を送付してください（角形2号など）。 

願書希望数等を記載

した紙 

・願書の希望数、氏名、連絡先を記載した紙（書式問わず）を、封筒に入れて送付

してください。 

※記載例：クリーニング師試験願書○部希望・埼玉 太郎・090-1234-5678・住所 

返信用封筒に貼付す

る切手 

・願書の希望数に応じて、必要な金額の切手（※下記参照）を、返信用封筒に貼付

してください。 

・金額が不足していた場合、願書をお送りすることができません。 
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２）出願(令和４年９月９日（金）から９月３０日（火）まで(消印有効)) 
受験願書等に所定の内容を記入の上、下記の提出先に簡易書留郵便で提出してください。 

〈受験願書の提出先〉 

〒330-9301（住所記載不要） 

埼玉県 保健医療部 保健医療政策課 クリーニング師試験係 

※「クリーニング師試験願書在中」と必ず朱書きしてください。 

 

※出願時に提出するもの 

 

３）受験 
受験票が届きましたら、記載内容を確認し、試験当日に持参してください。試験当日に受験

票を持参していない場合は、受験ができませんので、注意してください。 

 

  

受験願書 ・黒ボールペンで枠内項目を記入してください。 

・本籍地、氏名、生年月日は、戸籍（外国籍の人は住民票）の記載どおり記入して

ください。 

・住所は実際にお住まいの住所を記入してください。（この住所宛に試験結果を発

送します。） 

履歴書 ・黒ボールペンで枠内項目を記入してください。 

・本籍地、氏名、生年月日は、戸籍（外国籍の人は住民票）の記載どおり記入して

ください。 

・「最終学歴」の「学校名・勤務先」欄には、学校名（専門学校を除く。）及び学校

所在地（都道府県名）を記入してください。 

・「職歴」の欄には、現在までの職歴を記入してください。 

写真 ・縦4.5㎝、横3.5㎝、出願前6か月以内に撮影した無帽無背景上半身の正面向

きの写真を受験願書の下の写真票欄にのり付けしてください（スナップ写真不

可）。 

・のり付けする前に、写真の裏面に必ず黒ボールペンで氏名を記入してください。 

受験手数料 

    ７,５００円  

・埼玉県収入証紙７,５００円分を、受験願書の所定欄に貼り付けてください。 

・受験願書等の書類を受理した後は、受験手数料は返還しません。 

・埼玉県収入証紙は、県内の市役所（さいたま市除く）、町村役場、埼玉りそな銀

行県内各支店等で販売しています（詳細は、以下のホームページを参照）。 

 http://www.pref.saitama.lg.jp/a1201/shoushi/index.html 

・絶対に消印しないでください。 

・収入印紙と間違えないように注意してください 

受験票送付用封筒 

※８４円切手を貼付

すること 

・各自で用意した長形 3 号の封筒に８４円切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を

記入してください。受験票を郵送する際に使用します。 
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５ 個人情報の開示制度について 

  埼玉県では個人情報保護条例による個人情報の開示制度を実施しており、合格発表日以降６か 

 月間、埼玉県県政情報センター（埼玉県衛生会館１階）で、本人に限り自分の得点を知ることが 

 できます。この場合、受験者本人が受験票を持参してください。 

      受付時間：月～金（土日祝日及び年末年始を除く。）                                   

                         9:00～12:00 及び 13:00～17:00 

 

６ その他注意事項 

（１）申込に関すること 
・受験願書等の入力内容・提出書類に不備や不足がある場合は、受理できません。不備・不足の解

消の為に、埼玉県が電話で問い合わせることがあります。受理できない場合、申込の取下げ又は受

験願書一式を返送させていただくことがあります。 

・受験の申込みに当たって虚偽又は不正があった場合や試験中に不正行為が判明した場合は、受験

を無効とします。試験実施後に判明した場合も同様です。 

・身体に障害のある方で、受験時の配慮が必要な方は、申込前に、必ず埼玉県 保健医療政策課

（研修・国際協力・免許担当 ☎０４８－８３０－３５２３）まで御相談ください。 

 

（２）受験・合格発表に関すること 
・試験日時、会場の変更等、試験の実施に係る情報については、埼玉県ホームページに掲載します

ので、最新の情報を必ず確認してください。 

・試験会場には駐車場がありません。自動車での来場・送迎は御遠慮ください。近隣店舗等の駐車

場に無断駐車した場合には、警察署に連絡します。 

・試験開始後２０分以上遅刻した場合は、受験を認めません。 

・試験結果は令和５年１月１１日（水）以降に受験者全員に郵送します。電話による合否の問い合

わせには応じられません。 
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～「洗たく物の処理に関する知識及び技能」の試験について～ 
 

 試験科目の１つである「洗たく物の処理に関する知識及び技能」については、ワイシャツアイ
ロン仕上げの技能試験を行います。下記の作業標準規格のとおり、準備作業が１分間で、仕上げ
作業が９分間です。  
 
 
 
 
 

ワ イ シ ャ ツ の ア イ ロ ン 仕 上 げ 作 業 標 準 規 格 

                                                                 

作業区分  作業項目 技術的処理操作 

 

準備作業 

 

（１分） 

アイロン 

の準備 

 １ アイロンの滑り面をふきとる。 

 ２ アイロンの滑り面に滑り剤を塗る。 

アイロン 

の点検 

 ３ アイロンが正常に作動するかを点検する。 

仕上げ作業 

の準備 

 ４ 袖の縫い目を基準として、ワイシャツを仕上げ台の上  

 に広げて置き、準備をして待つ。 

 

 

 

 

 

 

仕上げ 

 

作業 

 

 

（９分） 

 

袖の 

仕上げ 

 

 １ 袖から仕上げを開始する。 

 ２ カフスの裏側を仕上げる。 

 ３ カフスの表側を仕上げる。 

 ４ 袖のタックを合わせて仕上げる。 

      （左右どちらからでもよい。） 

えりの 

仕上げ 

 ５ えりの裏側を仕上げる。 

 ６ えりの表側を仕上げる。 

背中の 

仕上げ 

 ７ 両肩を持ち、背を下にして仕上げ台に置く。 

 ８ 背中を内側から仕上げる。 

肩うらの 

仕上げ 

 ９ 肩うらを内側から仕上げる。 

身頃･前肩 

の仕上げ 

 10 えりを整えながら両肩・身頃を合わせ、上から4番目のボタンを 

  かける。 

 11 前身頃から前肩を仕上げる。 

 （左右どちらからでもよい。） 

ボタンかけ  12 整えながら仕上がりを点検し、えりを折り、えりボタン（第一ボタ

ン）をかける。 

 
［注］  ワイシャツの指定 

   白色、綿100％、無地、シングルカフスのあるもの(形状記憶品(形態安定品)は不可。)で、湿し込みの

してあるものを使用する。 
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新型コロナウイルス感染症の影響による 

重要なお知らせ 
 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の試験日程や会場等を

変更する可能性があります。 

随時ホームページでお知らせしますので、ご確認ください。 

 

〇埼玉県ホームページ「衛生試験のご案内」 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/eiseishiken/goannai.html 

 埼玉県ホームページ  埼玉県 衛生試験  

 

※ホームページの閲覧が難しい環境の方については、埼玉県保健医療政策課（研修・国際協力・免

許担当）に電話によりお問い合わせください。 

 電話番号：０４８－８３０－３５２３ 

 時 間：９：００～１７：００（土日祝日を除く。） 

 

 

 

＜受験申込みに当たってのお願い＞ 

・ クリーニング師試験は、都道府県ごとに実施しております。新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、都道府県をまたいでの受験はお控えいただきますようお願いいたします。 

・ 風邪の症状、37.5度以上の発熱、倦怠感（強いだるさ）、呼吸困難（息苦しい）等の症状を感じ

る方は、受験をお控えください。また、これらの症状がある方は受験をお断りすることがありま

す。 

・ 会場敷地内ではマスクを必ず着用していただきますようお願いいたします。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、会場敷地内での私語は慎んでください。 

 

検索 


