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公務員等の採用情報

国家公務員採用試験

厚生労働省
和歌山労働局のご紹介

採用試験のご案内
・国家公務員採用一般職試験
（大卒程度試験）
・国家公務員採用一般職試験
（高卒程度試験）
定型的な事務をその職務とする係員の採用試験です。
・労働基準監督官採用試験
労働基準監督官は、労働基準法、労働安全衛生法など
に基づいて、工場、事業場などに立ち入り、事業主に法
に定める基準を遵守させることにより、労働条件の確保・
向上、労働者の安全や健康の確保を図ります。
また、労働基準法などの法律違反の罪について、刑事
訴訟法に規定する特別司法警察員の職務を行います。
国家公務員採用試験受験案内については、人事院ホー
ムページ等でご確認ください。
●人事院
https://www.jinji.go.jp/
●国家公務員採用情報ＮＡＶＩ
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
●和歌山労働局職員採用情報
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/
home/20130122.html

都道府県
労働局とは

南北に長い和歌山県には、地域ごとに特色ある産業
があり、ハローワークでは、その特色を生かした職業紹
介を行い、また、労働基準監督署では、都市部だけで
はなく山や海や農村で働く人々の労働条件や安全を守
るための業務に取り組んでいます。
近年は、職員数が少ない職場が増えてきましたが、
その分一人で幅広い業務に取り組むことができるので、
個人のスキルアップに繋がり、同時に職員相互の協力が
不可欠なので、職場のチームワークが向上しています。
そのような中で、和歌山労働局では積極的な育児休
業の取得勧奨を行っており、女性だけでなく男性も積極
的に育児に参加できる職場環境となっています。
和歌山労働局に興味を持たれた方は、是非一度、総
務課人事係までご連絡ください。
〒640-8581

和歌山県では、県民みんなが和歌山県に生まれ、暮らし
て本当によかったと思える故郷和歌山を創造するため、全
ての職員が使命感をもって県行政を行っています。若手職
員も一人ひとりが知事になったつもりで考え、言い合える
ような雰囲気を作っています。
「和歌山県民のために働きたい」という純粋な思いに応
えられる職場です。
「あなたの想いを、和歌山の未来のために」
仕事内容
事務職
（行政・学校
（Ⅲ種）
・警察）
、情報職、総合土木職、

受付は随時行っています。
詳細は人事委員会事務局ホームページをご覧ください。
職員数
3,740名
（平成31年4月1日現在、教育・警察を除く）
求める人材
「自らが考え、提案して、実行する。そして、その目的
のために力を尽くす」ことができる人材を、和歌山県は求
めています。
採用に関するお問い合わせ
〒640-8585

和歌山市黒田二丁目3番3号

和歌山労働局総務部総務課人事係
073-488-1100

和歌山市小松原通一丁目1番地

建築職、電気職、化学職、農学職、林学職、水産職、獣医

和歌山県人事委員会事務局

師、薬剤師など、和歌山県の行政に携わる多彩な業務があ

電話

ります。

HP https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/
令和 2 年度の職員採用試験情報は、配布中の

県の施策や仕事などについて、

総合案内や人事委員会事務局ホームページ、

県庁の先輩職員が直接お話しし、

SNS（Twitter、Facebook、instagram）、

県の仕事などに関する皆さんの

県の広報紙等でお知らせします。

疑問や質問にお答えします。

和歌山県警察官採用

都道府県労働局は、働く人のための、仕事の確保（職業安定セクション）、働き方改革（雇
用環境・均等セクション）、労働条件の確保・向上（労働基準セクション）、職業能力の向上（人

温暖な気候、多くの農産物や海産物に恵まれた豊かな郷

材開発セクション）など、
「働く」ということに関連する様々なセクションを、総合的・一元

土和歌山県。その歴史は古く、高野山や熊野古道などの世

総務課

073-441-3763

県庁職場ガイド

和歌山総合労働庁舎３階
電話

和歌山県職員採用

求める人材
特別な能力は必要ありません。
間違ったことが嫌い、悪いことは許せないという正義感、

的に運営しながら、地域に密着した労働行政を担うことを目的とした、厚生労働省の地方機関です。

界文化遺産を有する地域として、日本国内はもとより、国

自らの仕事は意地でもやり抜くという責任感のある方を求

地域の総合労働行政機関として、仕事を探している人、働く人、事業を行っている人などと広く接し、

際的にも高い評価を受けています。県内には約92万の人々

めます。

様々な相談に対応したり、課題の解決に取り組んだりしています。

が暮らし、その安全と平穏を守るため、総勢2,100余人

採用に関するお問い合わせ

また、都道府県労働局の各セクションは、直接働く方を支援する第一線機関を有しており、職業安定・人材開発セ

の警察官が日夜活動しています。警察官は、様々な教育・

クションの第一線機関である「ハローワーク」
、
労働基準セクションの第一線機関である「労働基準監督署」があります。

訓練を通じて身に付けた技術や知識を用いた治安のプロと

〒640-8588

して県内の治安維持にあたります。

和歌山県警察本部

職業安定
セクション

雇用環境・均等
セクション

労働基準
セクション

人材開発
セクション

全ての人々が、その能
力を最大限に発揮して働
けるようにするとともに、
人材を求める企業のニー
ズに応えることなどを目
的とするセクションです。
求職者と求人者を結び
つける職業相談・職業紹
介、働く人が失業した場
合の失業等給付の支給、
障害者・高齢者などの就
職促進などの業務を行っ
ています。

働く人が働きやすい雇
用環境を実現するため、
「 働き方 改 革 」 と「 女
性活躍の推進」 の一体
的な取組の支援や、安心
して働くことができる職
場環境整備の推進をも目
的とするセクションです。
法律・制度の周知、事
業 主 へ の 指 導、 相 談 受
付、紛争解決援助などを
行っています。

労働条件の向上、働く
人の安全と健康の確保を
図ることを目的とするセ
クションです。
労働者災害補償保険制
度の運営や労災保険料の
徴収などの業務を行うと
ともに、長時間労働の抑
制、 賃 金 の 確 実 な 支 払
い、 不 適 切 な 解 雇 の 防
止、労働災害の防止など
を推進しています。

全ての人々が能力を高
め、各々が適した仕事に
就けるよう支援すること
を目的とするセクション
です。
職業能力の開発・向上
に向けた支援を通じて、
働く人の未来への挑戦に
しっかり寄り添うことで、
すべての人が持てる能力
を存分に発揮し、いきい
きと働くことのできる社
会の実現を目指します。

仕事内容

和歌山市小松原通一丁目1番地1
警務部警務課

採用フリーダイヤル
HP

採用係

0120-217-314

http://www.police.pref.wakayama.lg.jp/

地域警察 地域社会に密着し、県民に安全と安心を提供します。
生活安全警察 防犯活動と幅広い事件捜査に取り組みます。
刑事警察 犯罪被害者に応えるため、複雑・凶悪な犯罪に立
ち向かいます。
交通警察 交通事故ゼロと快適な交通環境の確立を目指し
ます。

～和歌山県警察採用係 LINE ＠～
タイムラインで採用試験情報、説明会情報等を配信し
ています。是非友だち登録を！

警備警察 要人警護や災害救助活動など、より高度
な治安維持活動を行います。
警務警察 円滑な組織運営を確立するため、企画立
案業務などの事務を担当します。
職員数
2,508人
（警察官2,183人、警察事務職325人）
※平成31年4月1日現在の定員
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公務員等の採用情報
和歌山県公立学校教員採用

看護職の就職を応援します

～保健師・助産師・看護師・准看護師をめざすあなたへ !! ～
和歌山の「和」は協力し合う「和」、調和の「和」、

和歌山県教育委員会は、子供達が社会で生きていく上で

たし算の「和」です。和の力、
「チーム和歌山」で、和

基盤となる「確かな学力」
、
「豊かな心」
、
「健やかな体」を

歌山の教育を推進していきます。あなたも、ぜひ「チー

バランスよく育むために、総力を挙げて取り組んでいます。

ム和歌山」の一員に！

多様化する現代社会において、たくましく生きていく人
材の育成に向け、学校生活全体を通して人間としての総合
力を高める教育実践を、教職員一丸となって進めています。
求める人材
◦自らひたむきに学び続け、子供とともに未来を切りひら
く人

採用に関するお問い合わせ
〒640-8585

和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県教育庁学校教育局学校人事課
電話

任用・免許班

073-441-3650

HP https://www.pref.wakayama.lg.jp/kyouiku/
soshiki/500800/index.html

◦豊かな人間性と社会性をも
ち、学習指導に高い専門性
を有する人
◦和歌山を愛し、家庭や地域

和歌山県ナースセンター（無料）
看護職無料職業紹介所として厚生労働大臣の許可を受
け、看護職の人材確保に関する事業の一環として、求人・
求職の紹介をしています。
登録された方を対象に、看護職の職業紹介をします。
●eナースセンターアドレス
https://www.nurse-center.net/nccs/
●和歌山県ナースセンターの利用日時
月曜日～金曜日 10：00 ～ 16：00（祝祭日除く）
●お問い合わせ先
和歌山県ナースセンター（海南市南赤坂17番地）
電話 073-483-0234 FAX 073-483-1266
E-mail wakayama@nurse-center.net

ナースのお仕事相談

とのつながりを大切にして、
子 供 の 気 持 ち を 受 け と め、
子供の育ちと学びをともに

公立大学法人 和歌山県立医科大学
当院は、高度先進医療を担う“大学附属病院”と県民の医
療を担う“県立病院”の2つの機能を兼ね備えた県内唯一の
特定機能病院です。質の高い医療を提供するため、各医療
スタッフが団結してチーム医療を実践しています。
一方、働く環境においては、医療・事務スタッフが安心
して働けるよう、研修制度や福利厚生を充実させています。
景勝和歌浦に面した素晴らしい環境の中で、一緒に働き

看護職員就職説明会

ませんか。
採用に関するお問い合わせ

看護職
（看護師、助産師）

〒641-8509

医療技術職
（薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師等）

公立大学法人和歌山県立医科大学事務局総務課

一般事務職
（総務事務、学生事務、病院事務等）

電話

和歌山市紀三井寺811番地1

073-441-0711（直通）

E-mail waidai@wakayama-med.ac.jp
＊令和 3 年度採用職種、人数等は随時本学ホームペー
ジに掲示します。
HP http://www.wakayama-med.ac.jp/saiyo/
index.html

スケジュール

令和2年度

豊富な知識と経験を有する保育士支援コーディ
ネーターが、保育士を目指す方を対象に、就職相談
を受けたり、現場見学などのサポートを行います。
また、就職に向けて、現場とのマッチングも行いま
すので、お気軽にご相談ください。

市町村等職員採用
和歌山県内の市町村や一部事務組合等においても、事務職員、技術職員、消防職員、看護職員、保育士、幼稚園教員等の
職員採用を行っています。
職員採用に関する情報は、市町村のホームページや広報紙等でご確認ください。
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お問い合わせ先・申込先
和歌山県社会福祉協議会・和歌山県福祉人材センター
「ハートワーク」
（和歌山市手平二丁目1‒2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛7階）
電話 073-435-5211 FAX 073-435-5209
（平日9：00 ～ 17：00受付）

●ハローワーク和歌山 第2・第4金曜日13：30 ～ 15：30
●ハローワーク田辺
第2・第4火曜日13：30 ～ 15：30
2015年10月より看護師等の離職時等の届出制度がは
じまりました。離職される方、離職中、看護師等の業に従
事していない方はナースセンターに届け出ください。
「ナー
スのお仕事相談」でも届け出ることができます。ナースセ
ンターが状況に応じた支援
（交流会や研修の紹介、相談対
応など）
を行います。
お問い合わせ先・申込先
和歌山県ナースセンター（海南市南赤坂17番地）
電話 073-483-0234 FAX 073-483-1266
E-mail wakayama@nurse-center.net

面談会名

問い合わせ先
和歌山県医務課
（金） 県立高等看護学院
看護職員 5月8日
電話
就職説明会 5月12日
（火） 県立なぎ看護学校 073-441-2605

保育士の就職を応援します
就職相談

①登録（6 ヶ月間有効）
 談は来所、
インターネット（e ナースセンター）
、
スマートフォン、
相
郵便又は FAX による登録
②相談・情報提供・検索
来所や電話、スマートフォン又はメールで受け付けています。来
所や e ナースセンターなどで、積極的に情報収集してください。
③応募
ご希望の求人施設があったらナースセンターにご連絡ください。
ナースセンターから希望施設へ連絡し、面接日時を調整します。
e ナースセンターから求人施設への直接応募もできます。また、
施設見学もできます。
④面接から就職の決定
労働条件等を書面で十分に確認してください。
⑤報告
面接の結果をナースセンターまでご連絡ください。
就職が決定したら、登録は抹消します。

利用日時・場所

経験豊富な復職支援コー
ディネーターが、看護職員
として就業を希望する方々
の相談に応じます。
●就業についての条件・要
望と求人情報との、きめ
細やかな調整を行います。
●研修や演習の情報提供を行い、技術演習（採血）を実施し
ます。
●電話による事前予約を優先します。直接来所も可能です。
※個別相談です。相談内容は秘密厳守されますので、安心
してご利用ください。

支えてくれる人

職種

和歌山県医務課

開催日

開催場所

和歌山県子ども未来課

保育士修学資金等貸付
指定保育士養成施設に在学する学生
（※）
を対象に月額5万円以内
の修学資金及び入学準備金、就職準備金としてそれぞれ最大20万
円の貸付を行います。
卒業後、和歌山県内の保育所等で5年間
（過疎地域は3年）勤務で
返還免除となります。その他に、潜在保育士の就職準備金貸付等が
ありますのでホームページ、電話でご確認ください。
（※）和歌山県に住民登録をしている方又は在学前まで和歌山県に住民登録をし
ていて養成施設へ修学のために転居した方に限ります。

お問い合わせ先・申込先
和歌山県社会福祉協議会 総務・資金部 生活資金班
（和歌山市手平二丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛7階）
電話 073-435-5223 FAX 073-435-5226（平日9：00～17：00受付）
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