
平成3　0年6月　2　5　日

関　係　各　位

千葉保護観察所

平成30年度　社会復帰調整官の選考採用の御案内について

平素，医療観察制度について，御理解と御支援を賜りまことにありがとうご

ざいます。

このたび，別添「社会復帰調整官の採用案内」の3のとおり社会復帰調整官

を選考採用することになりましたので，関係各位に御連絡いたしますとともに，

「社会復帰調整官の採用案内工「応募手続等」及びパンフレットを配布させて

いただきます。

つきましてば　採用案内に記載されている応募要件を満たし，社会復帰調整

官の業務に関心のある方々に御応募いただきたく，寅機関団体での掲示や関係

者への周知方に御配意を賜りたくお願い申し上げます。

なお，申込方法は，以下の応募先あてに応募用紙「社会復帰調整官採用試験

受験申込書」を請求の上，同書に必須添付書類（履歴書，資格証明書等）を添

付の上，平成30年7月17日（火）まで（郵送の場合，締切当日消印有効）

に応募先である関東地方更生保護委員会へ郵送又は持参により提出することと

なっています。

＜応募先＞

関東地方更生保護委員会　〒330－9725　さいたま市中央区新都心2－1

Th048－600－0181

＜本件問合わせ先＞

千葉保護観察所　〒260－8553　千葉市中央区春日2－14－10

正し043－204－7795　（担当；武野，二瓶，池野）



機密性2　完全性2　可創生2

事　　務　　連　　絡

平成30年6月15日

管内保護観察所長　殿

関東地方更生保護委員会

事務局長　弥　永　理　絵（公印省略）

社会復帰調整官の選考採用について（依頼）

標記について，下記のとおり実施しますので，別添「平成30年度社会復帰調整官
の採用案内」を各庁舎掲示板への掲示や関係団体等への配布等の方法により周知願い

たく依頼します。
記

1　採用予定庁・採用予定数

採用予定庁 採用予定数

関東地方更生保護委員会管内の保護観察所

2　採用予定日　平成30年10月1日

3　公募期間，業務説明会及び面接日程

（公募期間）　平成30年6月18日（月）から

平成30年7月17日（火）まで

（業務説明会日程）平成30年6月27日（水）

午後4時00分から午後6時00分まで

会場：関東地方更生保護委員会第1研修会議室

（面接日程）
会　　　場 �?ｨ������/b�

一次面接 亊i8ﾉ&饑ｸﾕ��i]ｸﾎﾈ効醜橙�平成30年8月　1日（水） 

二次面接 亊i8ﾉ&饑ｸﾕ��i]ｸﾎﾈ効醜橙�平成30年8月22日（水） 

4　応募先　　　関東地方更生保護委員会

※貴庁に応募があった場合は当庁に書類を回付願います。

5　問合せ先　　関東地方更生保護委員会事務局総務課長補佐　軽部秀幸



平成30年度社会復帰調整官の採用案内

1社会復帰調整官の職務の内容，身分，給与

（職務）　保護観察所において社会復帰調整官として勤務します。

社会復帰調整官は精神保健福祉織こ関する専門的知識を活かし，「心神喪失等の状態で重大な

他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」（平成15年法律第110号）に基づく処

遇制度（以下「医療観察制度」という。）において保護観察所が行うこととされている生活環境

の調査・調整　精神保施観察，関係機関柏互間の連塊の確保等の業務に従事します。

（身分）　身分は，一般職の国家公務員です。国家公務員は，国家公務員共済組合に加入し傷病等に際し

て給付等が受けられるほか，厚生年金制度の適用等の制度が整備されています。

（給与）　行政職俸給表（一）が適用され初任給は資格・経験等を勘案して決定されます。社会復帰調

整官に任命されると俸給の調整額が加舞されます。

平成30年度は行政職俸給表（一）3級の職員を募集します。

（参考：大学卒業後，溝神保健福祉の実務経験10年が認められて行政職（－）3級12号俸に認

定された場合の俸給の月額は264，90d円です（平成30年6月≡勅封。）

毎月の俸給のほか各種手当（期末・勤勉手当（ボーナス），扶養手当，地域手当，通勤手当等）

が支給されます。

2　勤務時間・休暇等

（勤務時間）　原則として1日7時間45分・週休2日刺で年次休暇（年間20日）等の休暇制度があ

ります。

（勤務地）　採用された保護観察所（又はその支部）に勤務します。異動は，原則として選考を行った

地方史生保護委員会管内の保護観察所を中心に行われます。昇進に応じて異動の範囲は広が

ります。

（昇　任）社会復帰調整官として職務こ従事した後，勤務成績に応じて統括社会復帰調整官，首席社

会復帰調整官，保護観察所長等に昇進する可能性があります。

（研　修）平成30年度中に，東京都において約1か月間の全寮制による研修が実施される予定です。

3　採用案内

（採用予定）平成30年10月1日に，関東地方更生保護委員会笛内の保誰観察所で若干名採用する予

定です。

（応募要I両　次の要件を満たすことが必要です。詳しくはお問い合わせください。

（1）医療観察制度の対象となる糊申障害者の円滑な社会復帰に関心と熱意を有すること。

（2）ア　精神保健福祉士の資格を有すること，又は，

イ　精神障害者の保健及び福祉に関する高い専門的知識を有し，かつ，社会福祉士，保健

師，看誕市，作業療法士，公認心理師若しくは臨床心理士の資格を有すること。

（3）精神保随福祉に関する業務において8年以上の実務経験を有すること。

㊤大学卒業以上の学歴を有すること，又は大学を卒業した者と同等と認められる資格を有するこ

と。この場合において，「大学を卒業した者と同等と認められる資格を有する」者は，平成23

年人事院公示第18号の3に該当する者とする。

（選考方法）　選考は，（1）書類選考，（D（書類選考の合格者に対する）一次面琵（3）（一次面接の合

格者に対する）二次面接により行われます。採用は，二次面接合梅者の中から決定されます。

（応募手続・応募期間・面接日程・問い合わせ先等）裏面を参照してください。



応　募　手　続　等

1応募用紙の請求先・応募先

関東地方更生保護委員会 （請求先，応募先） ��s33��ﾃ都#R�
埼玉県さいたま市中央区新都心2－1 

忙し（048）600－0181 

※郵便で応募月経を請求する場合は，封筒の表に「社会復帰調整官応募用紙請求」と葺き，82円

切手（1部の場合）を貼った返信用封筒（返信のため，宛先を明記すること）を同封し，上記の請

求先である関東地方更生保護委員会宛てに送付してください。

2　申込方法

「社会復帰調整官採用試験受験申込書」に必要事項を記入した上必要書類を添付し，上記の応募先

である関東地方更生保護委員会へ，できるだけ郵送で提出してください。

なお，受験に際し，身体に障害があるため特に何らかの措置を希望される方は，受験申込時にその旨

を申し出てください。

3　応募期間

平成30年6月18日（月）から平成30年7月17日（火）まで（郵送の場合，締切当日消印有効）

4　面接の会場・日程

会　　　場 �?ｨ����������/b�

一次面接 亊i8ﾉ&饑ｸﾕ��i]ｸﾎﾈ効醜橙�平成30年8月　1日（水） 

二次面接 亊i8ﾉ&饑ｸﾕ��i]ｸﾎﾈ効醜橙�平成30年8月22日（水） 

※書類選考合格者に対し，一次面接の会場1日種等を連絡します。

5　採眉予定庁，採用予定数，必要な実務経験年数

必要な実務経験年数

関東地方更生保護委員会

管内の保護観察所

※　必要な実務経験年数については，今回の募集が国家公務員の行政職俸給表（一）3級の職員であるこ

とから目安として示したものです。

※　職務内容や勤務形態によっては，8年を超える経験年数が必要となる場合があります。

6　選考の結果　個別に通知します。

7　応募ができない者

日本の国籍を有しない者，国家公務員法第38条の親定により国家公務員となることができない者（成

年被後見人又は破保佐人禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の

期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者，一般職の国家公務員として懲戒免職の処

分を受け，その処分の日から2年を経過しない者，日本国籍法又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箔成し，またはこれに加入した者）は，応募することができま

せん。

8　業務説明会の開催

平成30年6月27日（水）午後4時から午後6時まで　関東地方更生保護委員会において，業務説
明会を開催する予定です。詳細については，法務省ホームページ（Ilt的：佑wmo諒0元nの「資格・

採用情報」の項をご覧ください。

9　全国の採用予定については，法務省ホームページ（址h：佑WWmO諒0．千pnの「資格・採用情報」の項

をご覧ください。



社会復帰調整官採用試験受験申込書

記入日：平成　30　年　　　　月　　　　日

∴∴∴ ��

2生年月日（年齢） 僖���������ﾈ���������?ｩ�h��������ﾜ��｢��3醐i 

4　住所等 稗�

（本籍地：　　　　　　都・道・府・県） 

5　電話番号 ��侘Y.��ｨ�������������������������������佝y���｢�

6採用希望庁 ��������������������������]ｸﾎﾈｬ����
②　　　　　　　　　　　　保護観察所 

③　　　　　　　　　　　　保護観察所 

口　希望なし 

7　　資格 �4���8ﾘ���H�]ｸﾉ)Y�8齎����D韶hｸ｢�
イ　ロ　社会福祉士（　年取制　口　供使節（　手職）　［］看護師（　年醐） 

□　作業療法士（年取削　□　公認心理的〈　年取得）口i臨床心理士　〈　年蛾） 

8　　学歴 僖�����ﾈ���������������������ﾘ)9乂x釖�(ｼb�年　　月　　　　　　　　　　　大学　　　　　　　　　　　　学部卒業 

年　　　月 

9　　職歴 弍ｨｭB�勤務先 佻冽�ﾆ��H�Xｼ駝�鳧ｭB�具体的な勤務内容 

年月 年月 ��日 時帥 ��

年月 年月 ��日 時叩 ��

年月 年月 ��日 韓間 ��

年月 年月 ��日 時問 ��

※応募受付委員会 関東地方更生保護委員会 ※受付番号



「9職歴」継続用紙

社会復帰調整官採用試験受験申込書

記入日：平成　30　年　　　　月　　　　日

∴∴∴ ��

9　　職歴 弍ｨｭB�勤務先 仂駝�鳧ｭB�具体的な勤務内容 

年月 年月 ��日 韓間 ��

年月 年月 ��日 時間 ��

年月 年月 ��日 時間 ��

年月 年月 ��日 時間 ��

年月 年月 ��日 時聞 ��

年月 年月 ��日 時朗 ��

年月 年月 ��日 時問 ��

年月 年月 ��日 時間 ��

年月 年月 ��日 韓間 ��



（記入例）

社会復帰調整官採用試験受験申込書

記入日：平成　〕0　年　7　　月　i　　日

∴∴∴ ��劔�H.(�R�,�.��
更を　ホゴ美 

2生年月日（年輪） 傴ｩ����S���D��������ﾈ������?ｩ�h����C(��ﾜ��｢��3性別iせ 

4　住所等 ��s����ﾃンsr�東京都千代田区毅が閲1－1－1 

（本籍地：　東京　　都）、 

5　電話番号 ��侘Y.��ｨ���8�ﾃ�#3H�ﾃScs����佝y���ｨ������ﾃ塔sh�ﾃSC3"�

6採用希望庁 ����������-ﾈ*(+ﾘ-ﾈ��������]ｸﾎﾈｬ����
（9　　　　　千棄　　　　　保護観察所　“ 

③　　　　横浜　　　　保護観察所 

□　希望なし 

7　　資格 �4�68���ﾙ��ｸﾉ)Y�8齎�冕��ﾃ�yD隸ｨ�｢�
イロ社会福祉士（　車軸）口　供使節（年取初　　口看護師i（　年取削 

□作築療法士（如潮田公碧心理師（率虎，0年糊口臨床心理士　〈　年的〉 

8　　学歴 兌ﾙ�ﾈ�ド��D���8��ﾈ�����8ﾈｹ�79zxﾕ��h����ﾘ)9乂xﾕｩ�(ｼb�平成）0年　3　月i　東京保護　　　大学　　　　　国際　　　　学部卒栄 

平成15年　3　月　　　　日本観察大学社会福祉学報寝取∴修士謀謹修了 

9　　職歴 弍ｨｭB�勤務先 仭ﾉw�ﾆ��H�Xｼ駝�鳧ｭB�具体的な勤務内容 

平成）0年4月 平成15年3月 冓X�檍��ｺil｢�アILバイト 週　2　日 �5(987(6ｩ5�R�V偬�+X��+X5y�X+��

日　　　4　　時閏 

手痛15年4月 平成）7年3月 俔��iV����契約賭貝 月∴∴∴20日 日7∴∴標摘 ���������������,(���ﾂ�

勤務形態，就業時間数が 場合は．それぞれに記載。 

平成17年4月 平成25年6月 俔��iV����正規隈員 

月　　20　　日 傚I�ｨ��･��(,ﾈ5�4�� 

週　　40　　離 

平成　25年　7　月 �/x恍�無職の時期が複数月に渡 

卑賎　25年8　月 � 現職につい ては．終期 
時間 ��

…成　25年　9　月 倆�檍��ｷｸｴ�迚7���刔i�ﾈ7ｨ�ｸ8��｢�バート 俘)~竟(,ﾉ�hｨ育緯ﾈ�H5�4��^)_ﾂ�

は記載不要。 　　年月 劍���H��?｢����%ｨ���愛ｨｷ"�

i実）本地オ更生佼娘委員会 凵ｦ受付番号i　　OOOOl　l 



（留意事項）

1　国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない方は，応募できま

せん。

2　本申込書に，次の書類を添付の上，関東地方更生保護委員会宛て郵送又は持参にて

申し込んでください。なお．提出された書類は返却しません。

（必須添付書類）

（1）履歴書（A4割で採用申込者の写真（本人であることを明瞭に確認できるもの（6か月

以内に撮影，脱帽“上半身・正面向き，縦4cm横3cm程度））を添付したもの。）

（2）志望理由書（A4判1枚程度）

（3）資格を証明する書類の写し（資格証明書等）

（4）受験申込書「7資格」欄のうち－「ア」の区分に該当する資格を有さす，．「イ」の区分に

該当する資格のみを有している場合は，大学や研修会等で溝神保健福祉に関する専

門的知識を履修・受講したことを証明する書類の写し（履修証明書，研修受講証明書

等）

（記入要領）

1　記入可能な範囲で記入してください。※欄は記入する必要はありません。手書きで記入

する場合は，黒のボールペンで正確に記入してください。

2　「7資格」欄は，「採用案内」に記載された応募のため必要な資格のうちI有している資

格全てを選択してください。

3　「9職歴」欄は，同一の勤務先であってもr雇用形態等により勤務時間が異なる場合に

は．勤務時間ごとに別行に記入してください。



志　望　理　由　書

（注）＊欄の記入は不要です。

「社会復帰調整官」を志望した理由（簡潔に記入してください。）


