
福祉系職のお仕事とは

　福祉系職員の魅力は現場と行政へ異動があるため、双
方を経験できることです。現場では直接県民と向き合う
ことのやりがいがありますし、行政では現場で感じた課題
を自分自身で施策化することもできます。
　実際の仕事は机上で学習したことだけでは通用しない
厳しい現実もありますが、チームワークで困難な状況も乗
り越えられるよう仕事をしています。新しい滋賀県の福祉
を作るため、積極的に受験してもらいたいと思います。

　児童虐待の通告件数は年々増えてきており、緊急の
対応等もあるため緊張感のある職場です。ただ、チー
ムワークを基本として業務に対応しており、職員相互
のコミュニケーションはよく、困っている職員がいれば
相互に助け合おうとする雰囲気があります。

Q.職場の雰囲気について

　困難な状況にある子どもや家庭と向き合い、より良
い状況につながるようにサポートするという仕事でや
りがいのある仕事です。
　一方で虐待等の不適切な養育をしている保護者と
時には激しく対立することや、夜間や休日の対応など
も頻繁にあり、精神的にもハードな仕事でもあります。

Q.仕事の面白さ・難しさ

　家庭訪問等の業務が夜間になることも多いですが、
共働きの家庭なのでなるべく残業をせずに子どもを迎
えに行く日を作るよう心がけています。平成29年度に
は1年間育児短時間勤務制度を利用しました。

Q.ワークライフバランスについて

学生時代から子どもとかかわる仕事に就きたいとの
思いがあり、滋賀県で福祉職（児童指導員）の
募集があったため志望しました。

［１年目～：平成13年度～平成17年度］
近江学園（児童指導員）

［６年目～：平成18年度～平成25年度］
障害者自立支援課（社会活動担当・企画調整担当）

［14年目～：平成26年度］
障害福祉課（精神保健福祉担当）

［15年目～：平成27年度～令和元年度］
中央子ども家庭相談センター相談係（児童福祉司）

［20年目～：令和２年度］
大津・高島子ども家庭相談センター相談第一係長（児童福祉司）

●今までのキャリア

田中 圭

大津・高島子ども家庭相談センター
相談第一係
係長 入庁歴20年目

平成13年4月児童指導員採用

大学で社会福祉の勉強をしていく中で、
将来福祉に携わる仕事がしたいと思い、
滋賀県の社会福祉職を受験しました。

入庁歴3年目
平成30年４月社会福祉職採用

県民目線、当事者目線、
子ども目線を大切にしています。

　子ども家庭相談センターの一時保護所で虐待、非行などあ
らゆる事情によって家庭から一時的に保護された２歳から18
歳までの子どもたちが安心・安全な生活を送ることができる
ように２４時間体制で様々な生活指導や支援を行っています。

Q.担当している仕事内容

　子どもの中には精神的に不安定になり暴言や暴力などをふる
う子もいます。頭ごなしに注意するのではなく、子どもの背景を
理解した上で適切な関わり方をすることが難しさでもあ
り、その関わり方を模索することが楽しみでもあります。

Q.仕事の面白さ・難しさ

失敗を恐れず、
何事も楽しむようにしています。

受験を考えている方へ

　入庁当時は大学で学んだこと以上のことが求め
られ、対人援助の難しさに不安を感じましたが、周
りの方々のサポート、充実した研修制度により、や
りがいを感じるようになりました。切磋琢磨し、と
もに成長できる仲間を待っています。

受験を考えている方へ

　福祉関係で仕事を考えている方は、是非、社会福
祉職を受験することをお勧めします。
　社会福祉職は、近江学園のような施設、子ども家
庭相談センター、福祉事務所、本庁など多様な配属先
があり、福祉に関する知識が多く得られると思います。

　近江学園は、子ども達が生活をする場ですので、児
童の生活支援が主な仕事内容です。子ども達と一緒に
遊んだり、食事、入浴支援などを行っています。
　また、学園行事や、卒園後の進路を考える自立支援
を担当しています。

Q.担当している仕事内容について

　子ども達が成長していく過程を見届けることができ
るので、それがやりがいであり、面白いところです。そ
の一方で、子ども達が抱えている困り感などをくみ取
り、問題解決に導いていくことが難しさの一つです。

Q.仕事の面白さ・難しさ

奥田 慎也

近江学園支援第一係
児童指導員

早出勤務

楽しく、元気に働くというのを
モットーにしています。

受験を考えている方へ

　児童福祉司は、子ども家庭相談センターに勤務し、子どもの福祉に関する
相談に応じ、必要な調査や社会診断、助言・指導等を行い、子どもの福祉の
向上を図るという重要な役割を担っています。具体的には、子どもおよびそ
の家族への面接や関係機関等への聞き取り等によって、子どもや保護者等の
置かれている環境、問題と環境との関連、社会資源の活用の可能性等を明ら
かにし、医師や児童心理司などの専門家と連携して支援計画を立て、子ども
および保護者への支援を行います。

分野にとらわれることなく、多様な業務に携わることで
幅広い経験が出来るのでないかと考え、志望しました。

渡邉 友美子

中央子ども家庭相談センター
保護係
児童指導員

入庁歴2年目 平成31年４月社会福祉職採用

奥田さんのとある一日（３交代制）

出勤
朝食支援、登校準備
登校支援
掃除、行事の準備
昼休憩
ケース会議
下校支援
退勤

6:30
6:30～  8:50

9:00
9:00～12:00
12:00～13:00
13:00～15:00

15:00
15:15

遅出勤務（・宿直）

出勤
昼休憩
ケース会議
下校支援
余暇支援
夕食支援
入浴支援
消灯
ケース記録
退勤

11:45
12:00～13:00
13:00～15:00

15:00
15:00～17:３０
17:30～18:30
18:30～20:0０

20:00
20:00～20:30

20:30

居室の見回り（１時間に１回）
仮眠・宿直
早出勤務と同じ

20:30～23:00
23:00～6:30

6:30～

宿直の場合は、20:30～宿直勤務の後、
引き続き、早出勤務（6:30～15:15）を
行います。

児童福祉司とは

児童福祉司に
なるには？

医師、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する方や、指定の養成校を卒業または
指定の講習会を修了した方は、採用後、児童福祉司として任用されます。
そのほかに、大学で心理学・教育学・社会学のいずれかの学科を卒業した方や社会福祉主事
任用資格を有する方などは、採用後、児童福祉司任用資格を取得する必要があります。

※令和2年11月時点の情報です

※令和2年11月時点の情報です

※令和2年11月時点の情報です
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