
令和２年度
社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団

職員採用試験（総合職）案内

受 付 期 間 令和２年６月２９日(月) ～ 令和２年８月１８日(火)
第一次試験日 令和２年８月３０日(日)

１ 採用予定人数、勤務予定地及び主な職務内容
（１）採用予定人数

保育士、児童指導員、支援員、事務員等 ５名程度

（２）勤務予定地
鹿児島県社会福祉事業団が運営する社会福祉施設等

（３）主な職務内容
施設利用者等に対する支援業務及び事務業務等
※定期的に施設間及び職種間の人事異動があります。

２ 受験資格（次の(１）から（５）の要件すべてに該当する方）
（１）次のいずれかの資格を有する方、または令和3年3月31日までに取得見込の方

保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、 介護支援専門員
心理士(注1)、児童指導員任用資格（注2）、社会福祉主事任用資格

（注1）心理士について
・認定心理士、臨床心理士、公認心理師のいずれかの資格を有する方

（注2）児童指導員任用資格について
・大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科
またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭となる資格を有する者
（※養護教諭は該当しません。）
・高等学校を卒業した者であって、2年以上児童福祉事業に従事した者

・3年以上児童福祉事業に従事した者であって都道府県知事が適当と認めた者

（２）社会福祉施設等での支援業務または事務業務に意欲のある方
（３）交代制変則勤務、夜勤、宿直勤務ができる方
（４）普通自動車運転免許(AT限定可)を有している方、または令和3年3月31日までに

取得見込の方
（５）次のいずれにも該当しない方

① 成年被後見人または被保佐人
② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受ける

ことがなくなるまでの方
③ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこ
れに加入した方



３ 事業団が求める職員像

○福祉に携わる者として、相手を思いやる心のある職員
○社会人として不可欠なマナーを有し、言葉遣いをはじめ礼儀正しい職員
○明るく笑顔を絶やすことなく、何事にも前向きに取り組む職員
○業務に誠実かつ意欲的な姿勢で取り組む職員
○組織人としての自覚を有し、組織・チームの一員として協調性のある職員
○自らの努力を怠らず、向上心のある職員
○他人の意見や主張を受け止めながらも、職業人・組織人として自らの考えを持
ち、自ら責任を負う判断のできる職員

４ 申込方法
下記の書類を受付期間内必着で、当事業団事務局へメールもしくは郵送で提出し

てください。持参される場合は、平日の8時30分から17時30分までに事務局へ提出
してください。

（１）受験申込書《別紙様式1》
（２）受験票 《別紙様式2》

※受験申込書と受験票を受付期間内【6月29日(月)～8月18日(火)】必着で、当事業団
事務局へメール(Email：j-office@kagoshima-swc.jp)もしくは郵送で提出してくだ
さい。持参される場合は、平日8時30分から17時30分までに事業団事務局へ提出し

てください。
※メールにて提出される場合は、写真貼付後、PDF(カラー)にて提出してください。
※郵送または持参される場合は、返信用封筒(長型3号)を同封してください。返信用

封筒には、住所・氏名を明記し、84円切手を貼付してください。
※提出していただいた受験票は、当事業団事務局で受験番号を記入し、受験者へメー
ルもしくは郵送で返送いたします。受験票は、試験当日に持参してください。

※受験票が8月21日(金)までに届かない場合は、当事業団事務局までご連絡ください。

５ 試験の日時及び場所
（１）第一次試験

① 日 時 令和２年８月３０日(日)
着席完了 午前9時15分
試 験 午前9時30分～午後2時40分

職種区分 試験の内容及び日程

9:15 着席完了
9:30～11:30 教養試験（120分）

総合職 11:40～12:00 性格特性検査（20分）
12:00～13:00 休憩（昼食） ※試験会場での昼食可
13:10～14:40 論文試験（90分）

② 場 所 鹿児島県社会福祉センター 7階第2・第3会議室
(鹿児島市鴨池新町1番7号)



（２）第二次試験（第一次試験合格者）
① 日 時 令和２年９月１８日(金)・１９日(土)※21日(月・祝)予備日

日時は調整のうえ改めてお知らせいたします。
② 場 所 鹿児島県社会福祉センター7階会議室(鹿児島市鴨池新町1-7)
③ 試験内容 口述試験（個別面接）
④ 提出書類 受験資格に係る資格を証明できる書類

最終学歴を証明できる書類

６ 合格発表について
（１）第一次試験 令和２年９月１１日(金)予定

（２）第二次試験 令和２年９月３０日(水)予定（最終合格発表）

※合格者及び補欠合格者について本人宛に通知します。

※合格者及び補欠合格者の受験番号を当事業団掲示板及びホームページで公開します。

※最終合格発表において補欠合格になった方は、令和3年9月30日までに欠員が生じた際に

合格者として決定予定です。この場合は個別にご連絡いたします。

７ 採用等について
（１）合格者採用の予定は、令和３年４月１日になります。既卒者は、令和２年度中

に前倒し採用する場合があります。

（２）令和３年３月３１日までに受験資格の要件を満たすことができない場合は、合
格を取り消します。

８ 給与等（令和2年6月1日現在の給与規則に基づく）

（１）令和３年４月の新規採用者に支給予定の給料（基本給）は次のとおりです。

①大学卒・大学院卒 178,700円 ②短大卒 162,800円

※上記の金額は、それぞれの学校を卒業後直ちに採用された場合の初任給の額です。

経験年数等によって一定の基準で加算されます。（加算される経験年数は3年が上限

となります。）

（２）採用後の標準的な昇給

職種区分 学歴 1年目 3年目 6年目

大学卒 178,700 円 187,400 円 206,500 円
総合職

短大卒 162,800 円 172,500 円 189,600 円

（３）諸手当
扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当・期末手当・勤勉手当・処遇改

善特別加算等が事業団の給与規則に基づき支給されます。
※期末・勤勉手当の支給率は４．５月分です。



（４）休日等
年間休日数１２６日（令和元年度実績）
※別途、年次有給休暇、特別休暇があります。

９ 試験に関する注意事項
（１）筆記用具を持参してください。（ＨＢ鉛筆、消しゴム）
（２）携帯電話、下敷き、定規、計算尺、電卓、計算機能付きの時計等の使用は禁

止します。
（３）自然災害等により、採用試験の実施に変更が予測されるときには、当事業団

のホームページでお知らせします。

10 職場説明会及び施設見学会について
職場説明会（鹿児島会場）を開催する予定にしております。日程等につきまして

は、ホームページもしくマイナビ2021でご案内いたします。新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、WEBセミナーも実施しています。ホームページもしくはマイナ
ビ2021をご覧ください。
施設見学会については、職場説明会に参加された方または見学を希望される方と

日程を調整して実施いたします。見学を希望される方は事務局までご連絡ください。

11 一般職試験との併願について
（１）当事業団では、今年度から、勤務地・職務限定の一般職試験も行っております。

（２）総合職と一般職試験は併願できますが、併願を希望される方は、一般職試験を
別途受験していただくことになります。一般職試験の日時・内容、給与等につい
ては、「職員採用試験（一般職）案内」をご覧ください。

12 提出先・問い合わせ先
ご不明な点等は、お気軽に下記までお問い合わせください。

社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団

〒890-8517 鹿児島市鴨池新町１番７号
鹿児島県社会福祉センター４階

電 話：099-257-7667 FAX：099-259-3939 担当：柴山
Email：j-office@kagoshima-swc.jp
ホームページアドレス http://www.kagoshima-swc.jp



13 鹿児島県社会福祉事業団が運営している施設・事業所

名 称 位 置 実 施 事 業

事務局 鹿児島市鴨池新町1-7

仁風学園 鹿児島市本名町458-1

児童養護施設

若葉学園 姶良市鍋倉190-2 子育て短期支援事業

慈眼寺寿光園 鹿児島市慈眼寺町16-7 養護老人ホーム

老人短期入所事業

婦人保護施設 鹿児島市 婦人保護施設

同胞保育園 鹿児島市柳町3-3 保育所

地域子育て拠点支援事業

一時預かり事業

同胞学童クラブ 放課後児童健全育成事業

鹿児島みなみ保育園 鹿児島市東郡元町18-4 保育所

一時預かり事業

南部親子つどいの広場 鹿児島市西谷山1-3-2 地域子育て支援拠点事業

母子生活支援施設 鹿児島市 母子生活支援施設

ゆすの里 日置市伊集院町妙円寺1-1-1 障害者支援施設

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

短期入所事業

特定相談支援事業

リハステーションゆす 鹿児島市錦江町3-7 障害福祉サービス事業

生活介護

自立訓練（生活訓練）

川内自興園 薩摩川内市百次町1110 障害者支援施設

生活介護

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

施設入所支援

就労継続支援B型

就労定着支援

短期入所事業

共同生活援助

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

チャイルドクラブあおぞら 障害児通所支援事業

かごしま障害者就業・ 鹿児島市新屋敷町16-217

生活支援センター 障害者就業・生活支援センター

ほくさつ障害者就業・ 薩摩川内市西向田町11-26 事業（公益事業）

生活支援センター



【試験会場案内】

試験会場：鹿児島県社会福祉センター 7階 第2・3会議室
（鹿児島市鴨池新町１番７号）

【ＪＲ鹿児島中央駅から】
○バス・・・ 市営バス 16番線 県庁前バス停下車 徒歩3分

市営バス 11番線 県庁西バス停下車 徒歩5分

鹿児島交通 32番線 県庁前バス停下車 徒歩3分
○市電・・・「郡元」または「鴨池」電停下車 徒歩12分
○車（タクシー）・・・約15分

【天文館・いづろ方面から】
○バス・・・ 市営バス 16番線 県庁前バス停下車 徒歩3分

市営バス 11番線 県庁西バス停下車 徒歩5分
鹿児島交通16番線 県庁前バス停下車 徒歩3分
鹿児島交通23番線 県庁前バス停下車 〃

○市電・・・「郡元」または「鴨池」電停下車 徒歩12分

【鹿児島空港から】

○バス・・・リムジンバス鴨池港行 約80分
（県庁前バス停下車）

《駐車場》数に限りがありますので、出来る限り公共交通機関をご利用ください。

県庁西


