
令和3年 4月 1日採用予定 横浜市会計年度任用職員
「こども家庭支援員 (心理担当)」 募集案内

1 業務内容
(1)こ ども家庭にかかわる業務 (実情把握、情報提供、相談対応、言周警 )

(2)要支援 =要保護児童、特定妊1婦等への支援業務
(3)児童相談所等の関係機関との連携 薔協働
(4)心理アセスメントに基づく支援に関する所属内での調整業務
(5)子どもや保護者等の心理的側面からのケア
(6)その他所属長が必要と認めること
(7)そ疇 に準ずる業務

2 勤務条件

(1)勤務時間

午前 8時 45分～午後 5時 15分
1日実1動 7.5時間 (週 30時間勤務)

(2)勤務園

月～金曜日のうち所属長が定める週 4園
ただし祝日、年末年始の体庁期間 (12/29～ 1/3)を除く

(3)勤務地
18区こども家庭支援課のいずれか

3 応募要件

(1)令和 3年 4月 1日現在中学校卒業以上の方
(2)相談援助業務 (電話 壺窓口 薔家庭訪間)ができること

(3)パソコン基本操作 (エクセル・ワー ドなどの入力、端末操作など)ができること

(4)資格要件

公認心理師、大学や大学院において、心理学を専修する学科又はこれに相当する

課程を修めて卒業した者等

4 給与

(1)月額 287,8∞ 円

(2)通勤手当 実費支給 (ただし、上限あり (55,000円 ))

(3)期末手当 (6・ 12月 )

※ 退職手当の制度はありません。

5身 分

横浜市会計年度任用職員 (地方公務員法第盤条の2)
※地方公務員法上の服務!こ関する規定が適用されます。

6 任用期間

任用された年度を基準として、単年度ごとの任用となります。
※勤務成績が良好な場合等、再度任用する場合があります。(最大4回 )

※任用後 1か月間は、条件付き採用となり、1か月間の勤務日数が 15日 に満たない

場合は、15日に達するまで、条件付き採用の期間が延長されます。
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7 休暇
(1)年次有総休暇 初年度 16日 (最大20置 )

(2)特別体暇
【有給】夏季11刺段4日 (6月～9月 )病気体暇 (20日 )、 出産体暇、生理日休暇、

結婚体暇、服忌榔 霞、社会貢献活動イ都限、公民権行使イ郡隈
【無給】子の看護休暇、短期看護体暇、育児時間、介護休暇、介護時間、育児休業、

部分休業

8 社会保険

(1)健康保険

(2)雇用保険

(3)厚生年金保険

(4)職員厚生会

全国健康保険協会 (協会けんi諭 に加入
加入

加入  ※年金受給中の方は年金支総額が減額になる場合あり
任意加入 ※途中加入不可

9 採用日 (予定)

令和 3年 4月 1日

10 兼職

本業務と別に職に就く場合は、「兼職届」の提出が必要です。

兼職を行う場合でも、本業務の職務に専念する義務があります。

11 その他

本件は、令和3年度予算が横浜市会におしヽて可決されることを停止条件とします。

※ 艶 鐘墨墜塾壺重量整望亜壁盈笙回塾L_、 します。

【URL】

httns: / /wpw. citv. vokohama. le. C: ty- i nfolsa i yo-j i nj i /sonota-
boshν kalkeinendmi sinritantou. html

【QRコード】
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横浜市会計年度任用職員「こども家庭支援員 (支援担当・虐待担当・心理担当共通)」

令和 3年 4月採用選考申込みについて

1 応募書類の提出について

1「採用選考申込みについて」(ス縣Ю

2「横浜市会計年醐 職員『こども家庭支援員』募集案内」 (裏面あり)

3応募提出書類 (冽分

① 第1号様式 会計年度任用職員申込書 (こ ども家庭支援員)(写真3cIBX義韻占付)

② 第1号様式 男I孫氏       ′′       帖蓬動機等記入)

4 1第 2次選考日 日程調整表

(1)提出書類

ア 第1号様式 会計年度任用職員申込書 (写真 皿×七遷銀ど寸)

イ 第1号様式 局I蜂氏        ′′        は連動機等記入)

ウ 資格要件として挙げている資格や免許の所持が確認できる資格認定証、免許証等の:塁_し (ある方のみ)

工 :第 2次ま:饗考日 日程調整表

オ かながわ福祉人材センター、ハローワークからの紹介書類 (ある方のみ)

※応募書類の返却はできませんので、あらかじめ御了承願います。

いただいた個人情報は、本採用選考においてのみ、使用させていただきます。

(2)提出期限

令和 3年 2月 滋日 銀)生後_量時必着

郵送又は持参 (受付時間 :月 ～金 (年末年始・祝日を除く) 午前8時45分～午後 5時)

※ 応募状況等により、提出期限を延長する場合があります。その場合は本市ウェブサイトにて告

知します。

(3)提轟先

〒231-0005 横浜‐1市中区本町 6~丁目50-10(横浜市庁舎13階)

横浜市役所 こども青少年局こども家庭課 こども家庭支援員採用担当宛

X壁:塗:⊆l盪1過|:工1違:塑1塗まf薔整:菫|≧:壁I宣:壼,甕:≧|ゝ土IE査量堕

2 採用選考について

(1)第一次選考(書類)

・書類選考で第一次選考の合否を判定し、合格された方のみ第二次選考を受けていただきます。
・第一次選考の結果通知 :全整査21と左主≡⊇壺 、ゝ_塗重愛豊2』2堕__い主重≦菫韮軟重塵重墜整堂童

L重立こ_」:重:誕iにL墨ら:れ生盆fL菫:場全重菫重:重重重:菫:登i壁堕:塁二重菫h_翌:整:型:塗:墾:望:壼_ヱ撃:基:塾≧i塾_D_

(お問い合わせをこはお答えできません。合否:こかかわらず結果通知を、後日全員の方に郵送します。)

(2)第二次選考 (論述・蕩掛  ※詳細|よ一次試:験に合格された方に文書を郵送します。
・ 日時 :令和 3年 2月 25日 、26日 、3月 1日 、2日 、3日 、4日 のうち指定する 1日 の

主証塑整1塗2豊鰹塑整宝
子会場 :横浜市庁舎内会議室を予定

・ 持参する物 :①筆記用具、②第一次選考結果i薦知、③資格要件として挙げている資格や免許の所持が

確認できる資格認定証、免許証等の原本 (ある方のみ)

・ 第二次選考の結果通知 :金整査れた童この生、_全麹豊生豊星_昼 巨_壺塑_二重重でお知.L:童し菫

立と__鐘:麹[壺三塾 :]`14:L:L`::コ 」饉丞 i整:肇:曜:重:数:幽l通

`艶

=基立≧翌:整:Q:当:整:Di雲重 I壺

`五

_L
(お問い合わせにはお答えできません。合否にかかわらず結果通知を、後日全員の方に郵送します。)

(3)採用時健康診断
。 日時 :令和 3生 3月 中旬～正旬産予定
。会場 :第二次選考に合格された方に別途ご案内します。

※現在、就職中の場合や役員の地位|こ ある方は、必ず申込書に記載をお願いします。
【問合せ】横′」ミ市こども青少年局こども家庭課  担当 :南雲 ′」ヽ林 吉田  電話 :045-671-1740


