採 用 試 験 日 程・募 集 要 項
募集職種

福祉職

試験区分

試験日程等

受験資格

お問い合わせ先

勤務先

心理職

児童福祉司

職員採用上級試験

職員採用選考（児童福祉司）

詳細は埼玉県のホームページに掲載されている受験案内で確認してください
※採用予定者数は、例年4月下旬に決定します
（参考：令和3年度日程）
受付期間：令和3年5月7日
（金）〜5月17
（月）
第1次試験：令和3年6月20日
（日）
第2次試験：令和3年7月12日
（月）〜16日
（金）
のいずれか1日及び8月2日
（月）〜20日
（金）
のいずれか1日

詳細は埼玉県のホームページに掲載さ
れている受験案内で確認してください
（参考：令和2年度日程）
受付期間：令和2年7月8日
（水）
〜8月7日
（金）
任命権者選考：令和2年9月6日
（日）
人事委員会選考：令和2年10月7日
（水）
又は10月8日
（木）
のいずれか1日

（令和3年度試験）
・日本国籍を有する人
・平成3年4月2日から平成12年4月1日
までに生まれた人（令和3年4月1日現
在21歳〜29歳）
・社会福祉法第19条の社会福祉主事の
任用資格を有する人又は令和4年3月
31日までに取得見込みの人

（令和3年度試験）
・日本国籍を有する人
・昭和37年4月2日以降に生まれた人
で、児童福祉法第13条第3項に規定す
る児童福祉司の任用資格を有する人
又は令和4年3月31日までに同任用資
格を取得することが見込まれる人

（令和3年度試験）
・日本国籍を有する人
・平成3年4月2日から平成12年4月1日
までに生まれた人（令和3年4月1日現
在21歳〜29歳）

埼玉県人事委員会事務局
任用審査課 採用試験担当
TEL.048-822-8181
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

福 祉 部の本 庁 各 課 又は児 童 相 談 所 、
福祉事務所等の地域機関

子供達の 笑 顔 。
創ろう、
埼玉県の 未 来 。

埼玉県福祉部福祉政策課
TEL.048-830-3389
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

福 祉 部の本 庁 各 課 又は児 童 相 談 所 、
総合リハビリテーションセンター等の
地域機関

児童相談所
（採用後は、県の人事異動方針に基づ
き、他の勤務課所へ異動になる場合が
あります。）

勤務時間

勤務時間は、原則として8時30分から17時15分までです
（月〜金曜日）。

休日・休暇

週休2日制(土日)、祝日
休暇は、年間20日
（4月1日採用の場合は15日）
の年次休暇及び結婚・忌引・出産等の場合に与えられる特別休暇などがあります。

福利厚生

結婚祝金、就学祝金等の制度があります。普通貸付、特別貸付、住宅貸付等の制度があります。

給与

守ろう、

約207,500円
（地域手当を含む初任給）
・職務の内容によって金額が変更になる場合があります。
また、一定の経歴がある場合は、経歴に応じた額が加算されることがあり
ます。
・上記の初任給のほか、支給要件に該当する人は、特殊勤務手当
（20,000円）、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が
支給されます。
・上記は、令和3年4月1日現在のものであり、採用時までに給与改定があった場合は、
それによります。

埼玉県 こども安全課
TEL：048-830-3362
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番１号

埼玉県のマスコット
「コバトン＆さいたまっち」

受験案内は
こちらから
https://sjisou.net

埼玉県 児 童相談 所職 員 採 用試 験 案内

皆さんは「児童相談所」という場所に対して、どんなイメージをお持ちでしょうか？
決して、ポジティブではない想像をされる方も、中にはいらっしゃるかもしれません。
そんな方にお伝えしたいのは、児童相談所にしか救えない子供達がいるということ。
決して簡単なミッションではないけれど、社会に絶対に必要な役割であるということ。
そして、大きなやりがいのもとで、埼玉県の未来を創っていく仕事であるということ。
だから本書を手に取ってくれたあなたにこの仕事の魅力を正しく知ってほしいんです。
「誰かの笑顔を見たい」
「自身の知識を社会のため役立てたい」
「埼玉で長く働きたい」
もしそんな想いを抱えながら就職先に迷っているならぜひとも応募をご検討ください。
きっと埼玉県の児童相談所で描けるキャリアは、あなたの想像をこえていくはずです。

守ろう、子 供 達 の 笑 顔。 創ろう、埼 玉 県 の 未 来。
実は、全国の一歩先を進むのが、埼玉の児童相談所です
埼玉県では、中央(上尾)・南(川口)・川越・所沢・熊谷・越谷・草加と7か所に児童相談所を設置しており、
それぞれが担当エリアを分割す
ることで細かなニーズにも柔軟に対応しています。現在、既存施設のリニューアルをおこないつつ、令和7年度には8か所目となる
児童相談所を県南西部に設置予定。
さらなる体制強化にも余念がありません。
そんな埼玉県の児童相談所ですが、常に全
国の“一歩先”を進み、独自性の高い取り組みに励んできた組織でもあります。一例を挙げると、虐待通告の受理後
に児童の安全確認をおこなうまでの時間を定めた
『48時間ルール』。実はこれ、1999年に埼玉県が制定し、
そ
の後全国へと広がっていったものなんです。近年では、養育者が抱える子育ての不安や親子関係に関する
悩み、家族からの虐待に関わる児童の訴えなどをスマートフォンから相談できる無料相談窓口を開設
しました。県庁の仕事、児童相談所の仕事と聞いて、
「なかなか新しい試みをしづらいのでは？」
と
想像される方もいますが、
それは大きな誤解。皆さんがイメージする以上に、
先進的な組織です。

「今の子供達」に寄り添い、
社会に欠かせない「支援」に挑む
かつては非行少年・少女の存在が大きな社会問題になったことがありました。
しかし近年では「虐
待相談」
に関わる業務のウエイトが大きくなっています。
そんな風に、児童相談所の役割は、時代と共に
徐々に変化しています。当然“今の子供達が抱える問題”に正しく対応できるよう常に支援の内容をアップ
デートし、感度の高い人材を育成していく必要があるんです。
そんな特別な仕事だからこそ、組織の運営体制は非常に重要。
その点、
「チャレンジングな風土」
と
「安定した基盤」
を兼ね備えた埼玉県であれば、
お約束事だけで終わらない
「人に寄り添った福祉」
を追求
できるはずです。
そして、将来的には、
あなた自身が「埼玉県に欠かすことのできない存在」
へと成長していってください。
もちろん学
校や警察をはじめとした様々な関係各所と連携しながら、地域社会を守る――その責任は決して小さくないですし、簡単なことでは
ありません。
しかし、大きな誇りを胸に取り組める仕事であることは、
お約束いたします。
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児童心理司

児童福祉司
三島 剛史

福田 まゆ子

福祉職

理想通りにはいかない。
でもその先には必ず活路があります！
漠

いうことですね。対処するケースによって、支援

決して孤独じゃない。
子供達にもこの仕事を志す方にも伝えたい。
供達の心をケアする仕事に就きた

子

制度も充実しており、職員それぞれの経験値に
合わせた道筋を示してもらえます。
そうやってス

不登校を目にしたところが原点で

キルを磨き、子供達がだんだんと心を開いてく

す。子供ながらに
「私にもっとできる事はないの

れる姿を見ることで、自身の成長を直に感じら

だろうか？」
と考えました。そんな思いもあり、

れました。
また業務以外の部分で嬉しかったの

いと思います。だからこそ、1件1件の仕事を丁

様々な学習はしてきたつもりでしたが、いざ、児

は、
ライフステージの変化に対する配慮ですね。

寧に…決して手は抜けません。そういう意味で

童心理司として業務に取り組んでみるとセオ

私自身、
出産・産休・育休を経て職場復帰したの

ないことも多く、大きな壁にぶつかった感じで

経験豊富な先輩方の存在には非常に助けられ

リー通りには進まない難しさに直面。心理判

ですが、
そのことでなにかハンデを感じるような

した。
「 先週会った時はいろいろ話してくれた

ていますね。粘り強く子供達に寄り添いながら

定って、子供達にストレスを与えるリスクもある

ことは一切ありませんでした。時短での勤務を
認めてもらえるだけではなく、急なお休みや早

の在り方は様々なので、柔軟な対応が求められ
ます。公務員の業務ということで、ルーティン

の仕事をしていたのですが、児童福祉に取り組

ワークのイメージを持つ方もいるかもしれませ

むなら児童相談所で…児童相談所で働くなら

んが、児童相談所においては全く当てはまらな

パイオニア的存在である埼玉で…という思いに
至り転職を決意。
でも、
当初は思った通りにいか

e

いと思ったきっかけは、同級生の

できたらなあ」
という気持ちがずっ
とあったんです。
それまでも福祉系

役 職 者 の声

役 職 者 の声

子が、今日は一言も発してくれない」なんてこと

も、一人で抱えるのではなく、上司や同僚に相談

し、工夫しておこなうことが大事…頭では理解

も…。ですが、考えてみれば虐待を受けていた

しながら取り組んでいけば、少しずつ成果につ

していても、理屈だけで進めようとすると、子供

退に対してもメンバーがしっかりとサポートして

り、大人を信用できなくなっていると、
こちらが

ながっていく、
そんな仕事だと思います。
もちろ

達にも伝わらないんだなと痛感しました。
でも、

くれました。
そのほか、
男性の育休取得だって珍

理想とするようなリアクションをしてくれるとは

ん今でも落ち込んじゃうことはたくさんありま

経験を積む中で様々な価値観を尊重することの

しくありません。男女問わず、
プライベートと仕

大事さを学びましたし、決して孤独な作業では

事を両立したキャリアを目指す学生さんに、自

限らない。当然ですよね。
それに気づいて、背景

すよ(笑)。
でも、子供達の笑顔をみれば、
その苦

の部分…つまり
「なぜ？」を想像することで、や

労もふきとんじゃいますね！誰かの人生をいい

るべき事が見えてくるようになりました。
そのう

方向に導くって、そうそうできることじゃありま

えで、常に意識しないといけないこと、それは

せん。ぜひあなたにもこの感動を味わってほし

「子供が抱えている事情は千差万別である」
と

児 童 福 祉司
とは
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中央児童相談所勤務

ic
Vo

然とですが、
「子供を支える仕事が

心理職

熊谷児童相談所勤務
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いです！

担当課長

橋本 彩

担当部長

杉浦 希

なく、
ここには頼れる仲間がいるということにも

信を持ってオススメできます！やりがいだけで

気づけました。皆さん、温かみのある方ばかりで

は仕事は長く続かないもの…心身共に充実し

川越児童相談所

南児童相談所勤務

どの職員にも共通しているのは、一つひとつの業務

心理学に限らず、学問は日々アップデートされま

すし、遠慮なく疑問をぶつけて、
スムーズな問題

ながら、
あなたならではの「児童福祉の正解」
を

に対して真面目に、真摯に取り組んでいるというこ

す。新たな課題も生まれる中、常に学びが必要な仕

解決に取り組んでいけるんです。もちろん研修

見つけてくださいね♪

と。
当たり前の事なんですけどね(笑)。
でも、
「自分

事です。
その点、
ここで働く職員達は皆、勉強熱心。

たちは専門職である」
というプロ意識をしっかり

間違いなく刺激を得られる環境だと思います。ま

持ったメンバーが多いのは、
ウチならではかも。
ま

た、
これからこの仕事を志す方にアドバイスするな

児童相談所に勤務し、18歳未満の児童に関する虐待や養育、

た職員同士の支え合いを自然におこなっています

ら
「子供とたくさん遊んでほしい」
ということ。子供

児童相談所に勤務し、知的障害のある児童への療育手帳交付

非行、障害といった様々な相談に対応。面接や家庭・施設訪問

し、仲間意識が強いのも特徴。新しく参加される方

達をより深く知ることで、視野がぐっと広がります

における検査、虐待された児童との面談、里子などの心理判定

を経て、問題解決に向けた支援や指導といったケースワークを

も、
きっと馴染みやすい環境だと思いますよ。

よ♪

行っていきます。

児 童心理司
とは

を担当。
そのほか、
ケースワーカーと協力して、児童達の“これ
から”を見据えた支援プログラム作成にも関わります。
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私 たち の 一 日

組 織 としての 将 来 性

児 童 福 祉司・児 童 心 理 司 の 一日の
業務内容をご紹介します

埼玉県は、全国でも有数の「転入超過」
となっている自治体。
つまり
人口がまだまだ増えています。東京に隣接し、都心部へのアクセス
にも優れ、交通網も発達。
そんな中でも多くの自然が残されたエリ

児 童 福 祉司 の 一日

アもあり、関東屈指の住みやすさを誇ります。
そんな埼玉ならば、将
来の展望も見出しやすいですし、実際、児童相談所職員の勤続年数
は、全国平均を大きく上回っています。
これはまさに将来性の表れ

8:30

9:30

10:00

12:00

14:00

であり、働きやすさの証と言えるのではないでしょうか。

17:15

退勤

面接後には報告書を作成
し︑完了次第退勤︒

児童との面接

ご自宅や学校などを訪ね
て面接︒緊張をほぐし︑
丁寧にお話を聞きます︒

お昼休憩

外出に伴う形でお昼休
憩︒時間は面接予定に合
わせて前後します︒

保護者との面接

何度かお会いしている保
護者の方に近況を伺い︑
状況を把握します︒

事務作業

メールや電話で必要な返
答をし︑事務連絡をおこ
ないます︒

出勤

まずはメールチェックや
前日までの申し送りなど
を確認します︒

着 実 な人 材 育 成
児童相談所は「人が主体」の組織です。
いくら体制が整っていても、

やっぱり
対話力
が
重要！

意外と
い！
外出も多

業務に取り組む職員のスキルが追い付かなければ、
より良い“支
援”は提供できません。
そこで埼玉県では、独自の研修プログラムを
用意し、年齢の近い先輩からのOJT指導や、
自主的な勉強会、職種
を横断した研修などを実施。
そして何より、各所とも職員同士が悩
みを共有し、支え合う風土が根づいています。
あなたの理想とする
成長曲線を描ける環境です。

埼 玉 県 ならで は の 魅 力

児 童心 理 司 の 一日
8:30

12:00

13:00

16:00

17:15

退勤

育児勤務で周囲のサポー
トもあるため︑残業はほ
とんどありません︒

記録作成や
電話応対

報告書類を作成する他︑
児童相談所への問合せは
所員全体で対応します︒

療育手帳
交付の検査

児童の検査をおこない︑
保護者の方からもお話を
伺います︒

お昼休憩

その日の検査予定に合わ
せて︑時間は前後︒柔軟
に対応します︒

児童の心理判定

児童の体調や心理状態も
踏まえ︑一時間程度の検
査を実施します︒

出勤

メールチェックやその日
の予定確認︑資料整理な
どをおこないます︒

児童
基本は
での
内
所
相談
勤務！

10:00

県内に複数の児童相談所が設置される中、3〜4年スパンで定期的
な人事異動をおこなうのも、埼玉県ならでは。居住地から通いやす
い場所で働きながら様々な経験が積めるのはもちろん、意欲に応じ
たキャリアステップも用意され、本庁勤務を含めた様々な可能性も
見出せます。
また、育児と仕事の両立にも理解が深く、育児中の職
員も数多く在籍。
ライフステージが変わっても長く働ける職場環境
であるのは、埼玉県の密かな自慢です。

育児との
両立だっ
て
バッチリ
♪

POINT

POINT

POINT

充 実の休日・休 暇

ダイバーシティへの配慮

抜 群の定着率

年間休日は126日。それに加
えて年5日の夏季休暇も。有給
休暇の取得率も高水準です。
(※1)

県職員全体の男女比は6：4。
男性の育休実績も多数で、性
別に左右されない平等なキャ
リアを築けます。(※2)

10年以上の勤務を続ける児童
福祉司の割合は33％。
これは
全国平均15％を大きく上回っ
た水準です。(※3)

1

2

3

※1：令和2年(年末年始休暇を含む) ※2：令和元年度実績 ※3：R1厚生労働省児童相談所長会議資料より作成
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