
令和４年４月採用 東京都教育委員会会計年度任用職員 

ユースソーシャルワーカー（主任） 

募  集  案  内 

令和４年１月６日 

                       東 京 都 教 育 庁 

１ 採用予定職、採用人員等 

（１）採用予定職 

   ユースソーシャルワーカー（主任） 

（２）採用予定数 

   ６名 

（３）勤務日数 

   月１６日（１日７時間４５分）※ 

   ※ 支援の対象となる都立学校の種別に応じて、勤務時間が夜間になる等の変則勤務があ 

り得る。 

（４）主な職務内容 

都立学校における不登校対応、中途退学未然防止等に際しての困難な事案への対

応及び指導・助言に関すること 

【都立学校における不登校・中途退学対策に関する次の業務】 

ア 都立学校における不登校対応及び中途退学未然防止に関する支援 

イ 都立学校へのコンサルテーションを通じた生徒等に関する課題の把握及び解決

策の提示 

ウ 高度な専門的知識や豊かな実務経験に基づいた、急迫した対応を要する困難ケ

ースに対する迅速かつ的確な課題解決（多様な関係機関とのネットワーク構築・

活用、校内ケース会議の主催を含む。） 

エ 支援状況の把握とユースソーシャルワーカーに対するスーパービジョンの実施 

オ その他、生涯学習課長が指示する業務 

（５）勤務先 

   東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課に所属し、東京都教育庁地域教育支援部生涯学習 

  課及び東京都教育委員会が指定する都立学校において勤務する。 

  ア 東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第二本庁舎１６階中央 

イ 都教育委員会が指定する都立学校 

※ 支援の対象となる都立学校の種別に応じて、勤務時間が夜間になる等の変則勤務があり得 

る。 

 

【別紙２】 令和４年度東京都教育委員会会計年度任用職員（ユースソーシャルワーカー（主 

任））募集要項参照 



２ 採用予定日 

  令和４年４月１日 

  新型コロナウイルス感染症拡大等により状況に変化が生じた場合は、選考日程及び採用予定 

日を変更する可能性がある。 

 

３ 応募資格・求められる能力（令和４年４月１日現在） 

  以下の要件を全て満たす者 

（１）社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、なおかつ社会福祉士、精神保健福祉士若し 

  くはスクールソーシャルワーカーとして１０年以上の実務経験を有する者又はこれらと同等 

  の実務経験を有する者。 

（２）豊富な経験を生かし、福祉分野に関する専門的知識・技術を用いて、不登校・中途退学等 

  の課題を抱える都立学校生の置かれた環境に働き掛け、関係機関や都立学校との緊密な連携 

  の下、急迫した対応を要する困難ケースに対して迅速かつ的確に課題解決を図る者として、 

  ユースソーシャルワーカー（主任）に求められる役割を理解し、その職務を遂行する熱意の 

  ある者 

（３）都立学校等において生徒、保護者、教職員等の相談・支援等に円滑に対応できる者 

（４）個人情報保護及び情報セキュリティ対策の重要性を認識し、職務上知り得た情報等の秘密 

  を守ることができる者（退職後を含む。） 

（５）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する採用に関する欠格事由に 

  該当しない者 

（６）心身ともに健康で、社会人としての常識を持ち、意欲をもって誠実に職務を遂行できる者 

（７）災害が発生した場合に災害対応の職務に従事できること 

 

４ 勤務条件 

（１）任用根拠 

地方公務員法第２２条の２第１項第１号に基づき任用される会計年度任用職員 

※ 地方公務員法が適用される。 

（２）任用期間 

令和４年４月１日（予定）から令和５年３月３１日まで 

※採用後、１か月は条件付採用となる。 

（３）公募によらない再度任用 

任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好で 

ある場合は、公募によらない再度任用に、４回まで申し込むことが可能 

なお、令和５年４月１日以降の任用を保障するものではない。 

（４）勤務日数及び勤務時間 

月１６日勤務、１日の勤務は勤務開始から７時間４５分とする。 

業務の必要上やむを得ない場合、所定勤務時間を超える勤務がある。 

勤務形態は次のＡ勤、Ｂ勤、遅番のいずれかを基本とするが、学校での勤務時間の都合等 



  により、その他の勤務形態となる場合がある。 

勤務形態 勤務時間 

Ａ 勤 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

Ｂ 勤 午前９時００分から午後５時４５分まで 

遅 番 午後１時００分から午後９時４５分まで 

ＳⅡ勤 午前８時００分から午後４時４５分まで 

Ｄ 勤 午前１０時００分から午後６時４５分まで 

その他 学校の勤務時間の都合等による 

 

（５）報酬等 

月額２４４，８００円（原則として毎月１５日に支給） 

別途、通勤費相当分支給、社会保険加入 

 

（６）休暇等 

年次有給休暇、慶弔休暇等 

 

【別紙３】令和４年度東京都教育委員会会計年度任用職員（ユースソーシャルワーカー（主 

任））の勤務条件参照 

 

５ 選考方法 

（１）第１次選考  書類審査 

（２）第２次選考  面接 

 

６ 申込手続 

（１）申込方法 

提出書類を、東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課企画調整担当へ簡易書留により郵送 

すること。 

持参及び電子メールによる申込みは不可とする。 

【申込期限】 令和４年１月２６日（水曜日）午後５時必着 

（２）提出書類 

  ア 「会計年度任用職員申込書」 

必要事項を記入し、３か月以内に撮影した写真を貼付すること。 

  イ 「実務経験一覧表」及び「同等の実務経験と考える理由」 

    「応募資格・求められる能力」（１）に記載する「同等の実務経験を有する者」として 

応募する場合は、「実務経験一覧表」及び別紙「同等の実務経験と考える理由」に具体的 

に記入して提出すること。 

「実務経験一覧表」及び「同等の実務経験と考える理由」に記載された内容により、実 



務経験を判定する。 

   ※社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、なおかつ社会福祉士、精神保健福祉士 

若しくはスクールソーシャルワーカーとして１０年以上の実務経験を有する者は「実 

務経験一覧表」の提出は不要とする。 

    

   ウ 課題論文 

（ア）1,000字以上 1,200字以内とする。  

（イ）所定の様式をダウンロードして記述すること。 

（ウ）テーマ 

    

 

・下記に掲げる資料（URL）を参照したうえで以下の課題について、論じてください。 

  https://www.mext.go.jp/content/20210521-mxt_jidou02-000015177_b.pdf 

  

 （課題）「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチ 

     ーム報告（令和３年５月 17日付）」を読んで、ヤングケアラーへの支援が通常の 

スクールソーシャルワークのアプローチとは異なる点を３点指摘し、都立高校に 

在籍するヤングケアラーに対して、ユースソーシャルワーカーとして、どのよう 

な支援が求められるか、あなたの考えを述べよ。」 

 

 

 ウ 返信用封筒１通（長形３号） 

定形封筒に住所と氏名を書き、８４円切手を貼付すること。 

※応募書類は返却しない。生涯学習課が適切に管理し、処分する。 

応募書類の個人情報は本採用に関する事務のみに使用し、その他の目的には使用しな 

い。 

（３）受付期間 

   令和４年１月 ６日（木曜日）から 

令和４年１月２６日（水曜日）午後５時まで（必着） 

 

７ 選考日程 

（１）第１次選考（書類審査） 

申込書及び課題論文による審査 

 

（２）第２次選考（面接） 

令和４年２月１０日（木曜日）から令和４年２月１２日（土曜日）までの間の指定する日 

時に面接を実施する。 

 



（３）選考結果 

ア 第１次選考結果通知 

令和４年２月２日（水曜日）、第１次選考結果を申込者全員に文書で郵送予定。 

第１次選考合格者には、第二次選考（面接）の日時及び場所について通知を同封する。 

 

イ 第２次選考結果通知 

  令和４年３月上旬までに、第２次選考対象者全員に文書で通知予定。 

また、第２次選考合格者には、後日指定する日までに採用に関する必要書類の提出を依 

頼する。 

 

８ 欠員補充職員候補者名簿について 

  第２次選考において一定の基準を満たした者については、欠員補充職員候補者名簿の登載対 

象者となる。 

この名簿は、当該採用選考実施後、採用予定者となった者が採用予定日までに辞退した場 

合、又は、採用予定日までに既存のユースソーシャルワーカー（主任）の退職等により欠員補 

充の必要が生じた場合に、名簿登載者から採用するものである。詳細は、第２次選考結果通知 

時に該当者に連絡する。 

  なお、欠員補充職員候補者名簿に登載されても採用が保障されるものではない。 

 

９ 問合せ及び申込書類送付先 

  東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課企画調整担当 

  〒163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第二本庁舎１６階中央 

  電話番号 03-5320-6874（直通） 

  e-mail:S9000027@section.metro.tokyo.jp 
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令和４年度東京都教育委員会会計年度任用職員 

（ユースソーシャルワーカー（主任））募集要項 
 

項  目 内   容 

職  名 東京都教育委員会会計年度任用職員（ユースソーシャルワーカー（主任）） 

任用根拠 地方公務員法第 22条の２第１項第１号に基づく会計年度任用職員 

任用期間 

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

※ 採用後、１か月は条件付採用となります。 

※ 任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果

が良好である場合は、４回を上限として公募によらず再度任用される可能性があり

ます。 

なお、期間を定めた任用であり、令和５年４月１日以降の任用を保障するもので

はありません。 

勤務職場 

東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課に所属し、東京都教育庁地域教育支援部生

涯学習課及び東京都教育委員会が指定する都立学校において勤務します。 

（１）教育庁地域教育支援部生涯学習課 

東京都新宿区西新宿２－８－１ 都庁第二本庁舎１６階中央 

（２）東京都教育委員会が指定する都立学校 

職務内容 

都立学校における不登校対応、中途退学未然防止等に際しての困難な事案への対応

及び指導・助言に関すること 

【都立学校における不登校・中途退学対策に関する次の業務】 

（１）都立学校における不登校対応及び中途退学未然防止に関する支援 

（２）都立学校へのコンサルテーションを通じた生徒等に関する課題の把握

及び解決策の提示 

（３）高度な専門的知識や豊かな実務経験に基づいた、急迫した対応を要す

る困難ケースに対する迅速かつ的確な課題解決（多様な関係機関とのネ

ットワーク構築・活用、校内ケース会議の主催を含む。） 

（４）支援状況の把握とユースソーシャルワーカーに対するスーパービジョ

ンの実施 

（５）その他、生涯学習課長が指示する業務 

 

応募資格・求め

られる能力 

以下の要件を全て満たす者 

（１）社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、なおかつ社会福祉士、精

神保健福祉士若しくはスクールソーシャルワーカーとして１０年以上の

実務経験を有する者又はこれらと同等の実務経験を有する者。 

（２）豊富な経験を生かし、福祉分野に関する専門的知識・技術を用いて、不

登校・中途退学等の課題を抱える都立学校生の置かれた環境に働き掛け、

関係機関や都立学校との緊密な連携の下、急迫した対応を要する困難ケ 
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応募資格・求め

られる能力 

ースに対して迅速かつ的確に課題解決を図る者として、ユースソーシャル

ワーカー（主任）に求められる役割を理解し、その職務を遂行する熱意の

ある者 

（３）都立学校等において生徒、保護者、教職員等の相談・支援等に円滑に対応でき 

る者 

（４）個人情報保護及び情報セキュリティ対策の重要性を認識し、職務上知り得た情

報等の秘密を守ることができる者（退職後を含む。） 

（５）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する採用に関す

る欠格事由に該当しない者 

（６）心身ともに健康で、社会人としての常識を持ち、意欲をもって誠実に職務を

遂行できる者 

（７）災害が発生した場合に災害対応の職務に従事できること 

勤務日数 月 16日 

勤務時間 

１日７時間４５分勤務とし、次の（１）から（３）の勤務形態を基本としますが、

学校の勤務時間の都合等により、その他の勤務形態になる場合があります。 

（１）Ａ 勤  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（２）Ｂ 勤  午前９時００分から午後５時４５分まで 

（３）遅 番  午後１時００分から午後９時４５分まで 

（４）ＳⅡ勤  午前８時００分から午後４時４５分まで 

（５）Ｄ 勤  午前１０時００分から午後６時４５分まで 

（６）その他 

※ 業務上やむを得ない場合、所定勤務時間を超える勤務があります。 

休憩時間 

勤務時間等により、以下のいずれかの時間帯となります。 

（１）午前１１時３０分から午後０時３０分まで（ＳⅡ勤） 

（２）正午から午後１時００分まで（Ａ勤及びＢ勤） 

（３）午後０時３０分から午後１時３０分まで（Ｄ勤） 

（４）午後４時００分から午後５時００分まで（遅番） 

（５）その他 

休暇等 

【年次有給休暇】 

 勤務年数に応じて付与。 

１年目 10日、２年目 11日、３年目 12日、４年目 14日、５年目 16日 

 

【その他の休暇】 

（有給） 

公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、出産支援休

暇、育児参加休暇、慶弔休暇、夏季休暇 



別紙２  

休暇等 

（無給） 

 育児時間、子どもの看護休暇、生理休暇、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間、

育児休業、部分休業 

※ 一定の要件を満たす場合、上記休暇を付与 

報酬額 

月額２４４，８００円（通勤手当相当額を別途支給）  

※ 第二種報酬として、通勤費相当分を別途支給（上限 55,000円/月） 

※ 原則として月の１日から末日までの期間分を当月の 15日に口座振込により支給 

※ 一定の要件を満たす場合、期末手当を支給 

※ 報酬月額については、東京都職員の給与改定等に伴い改定される場合がありま 

す。 

公務災害補償 
東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例（昭和 42年東京都条例第 114号）

及び労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）の定めるところによります。 

社会保険 
健康保険法、介護保険法、厚生年金保険法、雇用保険法及び地方公務員等共済組合

法の定めによるところにより、それぞれの保険に加入します。 

健康診断 常勤職員に準じて健康診断を実施します。 

研  修 業務遂行上必要と認められる場合には、研修を受講することができます。 

応募方法等 

次の書類を、下記「申込み先」に簡易書留で郵送してください。 

（持参及び電子メールによる申込みは不可。） 

（１）「会計年度任用職員申込書」（別記第１号様式） 

（PDF版 Word版） 

（２）「実務経験一覧表」（PDF版 Excel版）及び 

「同等の実務経験と考える理由」（PDF版 Word版） 

    「応募資格・求められる能力」（１）に記載する「同等の実務経験を有 

   する者」として応募する場合は、「実務経験一覧表」及び別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」に具体的に記入して提出してください。 

「実務経験一覧表」及び「同等の実務経験と考える理由」に記載さ 

   れた内容により、実務経験を判定します。 

    ※ 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、なおかつ社会福 

     祉士、精神保健福祉士若しくはスクールソーシャルワーカーとし 

て１０年以上の実務経験を有する者は「実務経験一覧表」の提出 

は不要です。 

（３）課題論文原稿用紙（PDF版 Word版） 

（４）返信用封筒１通（定形封筒（長形３号）） 

住所と氏名を書いて、８４円切手を貼付してください。 

 

※ 応募書類は、選考及び採否の連絡等、採用に関する業務のみに使用し、他の 
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目的には使用しません。 

※ 応募書類は返却しませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

【提出期限】 令和４年１月２６日（水）午後５時００分（必着） 

 

問合せ先 

（申込み先） 

〒１６３－８００１  

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都庁第二本庁舎１６階中央  

東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課企画調整担当 
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令和４年度東京都教育委員会会計年度任用職員 

（ユースソーシャルワーカー（主任））の勤務条件 

 
項  目 内   容 

任用根拠 地方公務員法第 22条の２第１項第１号に基づく会計年度任用職員 

任用期間 

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

※ 採用後、１か月は条件付採用となります。 

※ 任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果

が良好である場合は、４回を上限として公募によらず再度任用される可能性があり

ます。 

なお、期間を定めた任用であり、令和５年４月１日以降の任用を保障するもの 

ではありません。 

勤務職場 

東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課に所属し、東京都教育庁地域教育支援部生

涯学習課及び東京都教育委員会が指定する都立学校において勤務します。 

（１）教育庁地域教育支援部生涯学習課 

東京都新宿区西新宿２－８－１ 都庁第二本庁舎１６階中央 

（２）東京都教育委員会が指定する都立学校 

職務内容 

都立学校における不登校対応、中途退学未然防止等に際しての困難な事案への対応

及び指導・助言に関すること 

【都立学校における不登校・中途退学対策に関する次の業務】 

（１）都立学校における不登校対応及び中途退学未然防止に関する支援 

（２）都立学校へのコンサルテーションを通じた生徒等に関する課題の把握

及び解決策の提示 

（３）高度な専門的知識や豊かな実務経験に基づいた、急迫した対応を要す

る困難ケースに対する迅速かつ的確な課題解決（多様な関係機関とのネ

ットワーク構築・活用、校内ケース会議の主催を含む。） 

（４）支援状況の把握とユースソーシャルワーカーに対するスーパービジョ

ンの実施 

（５）その他、生涯学習課長が指示する業務 

求められる資

格・能力 

以下の要件を全て満たす者 

（１）社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、なおかつ社会福祉士、精

神保健福祉士若しくはスクールソーシャルワーカーとして１０年以上の

実務経験を有する者又はこれらと同等の実務経験を有する者。 

（２）豊富な経験を生かし、福祉分野に関する専門的知識・技術を用いて、不

登校・中途退学等の課題を抱える都立学校生の置かれた環境に働き掛け、

関係機関や都立学校との緊密な連携の下、急迫した対応を要する困難ケ

ースに対して迅速かつ的確に課題解決を図る者として、ユースソーシャ

ルワーカー（主任）に求められる役割を理解し、その職務を遂行する熱意

のある者 

（３）都立学校等において生徒、保護者、教職員等の相談・支援等に円滑に対応でき

る者 
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（４）個人情報保護及び情報セキュリティ対策の重要性を認識し、職務上知り得た情

報等の秘密を守ることができる者（退職後を含む。） 

（５）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する採用に関す

る欠格事由に該当しない者 

（６）心身ともに健康で、社会人としての常識を持ち、意欲をもって誠実に職務を

遂行できる者 

（７）災害が発生した場合に災害対応の職務に従事できること 

勤務日数 月１６日 

勤務時間 

１日７時間４５分勤務とし、次の（１）から（３）の勤務形態を基本としますが、

学校の勤務時間の都合等により、その他の勤務形態になる場合があります。 

（１）Ａ 勤  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（２）Ｂ 勤  午前９時００分から午後５時４５分まで 

（３）遅 番  午後１時００分から午後９時４５分まで 

（４）ＳⅡ勤  午前８時００分から午後４時４５分まで 

（５）Ｄ 勤  午前１０時００分から午後６時４５分まで 

（６）その他 

※ 業務上やむを得ない場合、所定勤務時間を超える勤務があります。 

休憩時間 

勤務時間等により、以下のいずれかの時間帯となります。 

（１）午前１１時３０分から午後０時３０分まで（ＳⅡ勤） 

（２）正午から午後１時００分まで（Ａ勤及びＢ勤） 

（３）午後０時３０分から午後１時３０分まで（Ｄ勤） 

（４）午後４時００分から午後５時００分まで（遅番） 

（５）その他 

休暇 

【年次有給休暇】 

 勤務年数に応じて付与。 

１年目 10日、２年目 11日、３年目 12日、４年目 14日、５年目 16日 

【その他の休暇】 

（有給） 

公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、出産支援休

暇、育児参加休暇、慶弔休暇、夏季休暇 

（無給） 

 育児時間、子どもの看護休暇、生理休暇、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間、

育児休業、部分休業 

※ 一定の要件を満たす場合、上記休暇を付与 

報酬 

月額２４４，８００円（通勤手当相当額を別途支給）  

※ 第二種報酬として、通勤費相当分を別途支給（上限 55,000円/月） 

※ 原則として月の１日から末日までの期間分を当月の 15日に口座振込により支給 

※ 一定の要件を満たす場合、期末手当を支給 

※ 報酬月額については、東京都職員の給与改定等に伴い改定される場合がありま

す。 

 


	03　令和４年度ＹＳＷ（主任）募集案内（都教委HP）
	04　別紙２　令和４年度東京都教育委員会会計年度任用職員（YSW（主任））募集要項
	05　別紙３　令和４年度東京都教育委員会会計年度任用職員（YSW（主任））勤務条件明示書面

