平成 28 年度

京都府立学校寄宿舎指導員採用選考試験実施要項
平成 27 年５月 22 日
京都府教育委員会

京都府立学校寄宿舎指導員の採用選考試験を次のとおり実施します。
１

採用予定者人数

５名程度

２

受験資格
次に掲げる事項のすべてに該当する方
（１）地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条の欠格条項に該当しない方
（２）幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭、養護教諭及び栄養教
諭のいずれかの普通免許状を現に有する方又は平成 28 年３月 31 日までに取得見込みの方
平成 21 年４月から教員免許更新制度が導入されています。平成 28 年４月１日に有効な普通
免許状を所有されていないときは、採用することができませんので御注意ください。
（教員免許更新制度の詳細については、文部科学省のホームページを参照してください。）
（３）昭和 41 年４月２日以降に生まれた方
３

職務内容
特別支援学校に設置されている寄宿舎において、幼児、児童又は生徒と起居をともにし、日常
生活上の世話及び生活指導に従事します。
（宿直勤務あり）
寄宿舎が設置されている特別支援学校
盲学校、聾学校、盲学校舞鶴分校、聾学校舞鶴分校、向日が丘支援学校、丹波支援学校及び
与謝の海支援学校

４ 試験の日時、会場及び内容
（１）第１次試験
ア 日時及び会場
試験の種類
筆記試験

面接試験

日

時

会

平成 27 年７月 26 日（日）
午前８時 30 分集合

龍谷大学(深草キャンパス)
(京都市伏見区深草塚本町 67)

平成 27 年７月 18 日（土）から
平成 27 年７月 20 日（月・祝）まで
の間で指定する日

京都府立山城高等学校
(京都市北区大将軍坂田町 29)
京都府立洛東高等学校
(京都市山科区安朱川向町 10)
京都府立乙訓高等学校
(京都府長岡京市友岡 1-1-1)

※集合時間及び会場については、別途受
験票にて指示します。

イ

場

試験の内容
〈筆記試験〉
・小論文（40 分間）
・一般教養及び職務に関する専門的知識（60 分間：記述）
〈面接試験〉
・集団面接
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ウ 携行品
受験票 筆記用具〔B 又は HB の鉛筆〕
（２） 第２次試験
第１次試験の結果により受験資格を得た方を対象として行います。
ア 日 時
平成 27 年８月 22 日（土）から８月 27 日（木）までの間で京都府教育委員会が指定する日
（第１次試験結果通知書に記載します。）
イ 会 場
第２次試験の受験資格を得た方に、別途お知らせします。
ウ 試験の内容
面接試験（個人面接）
５ 出願手続
（１）志願書の入手方法
◇郵送による請求
「寄宿舎指導員採用試験志願書請求」と朱書きした封筒に次のものを同封して京都府教育庁
管理部教職員課人事担当あて郵送してください。
・住所、氏名、連絡のつく電話番号を記入したメモ
・120 円切手を貼った返送先の住所宛先を記入した返信用封筒
（角形２号、Ａ４判が折らずに入る大きさ）
◇直接来庁による入手
京都府庁３号館４階教職員課へお越しください。
（土曜日、日曜日及び祝日除く、午前９時から午後５時まで）
◇京都府教育委員会のホームページから入手
下のアドレスから「寄宿舎指導員採用選考試験志願書」をダウンロードしてください。
ホームページアドレス http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms
（２）出願に必要な提出書類
ア 平成 28 年度京都府立学校寄宿舎指導員採用選考試験志願書Ⅰ、Ⅱ
イ 郵便はがき
※郵便はがきは、後日、受験票として返送しますので、裏面が白紙のはがきを使用し、表面
に郵便番号・住所・氏名（氏名の最後には必ず「様」を付けてください。
）を記入してくだ
さい。
（※私製はがきの場合は、必ず 52 円切手を貼付してください。）
なお、郵便はがきの料金は平成 26 年４月１日以降 52 円となっていますので、送付する
郵便はがきの料金に過不足がないか必ず確認してから送付してください。
郵便料金に不足があり受験票が届かない場合には責任を負いません。
（３）出願書類提出先及び問い合わせ先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府教育庁管理部教職員課人事担当
電話 075-414-5803
上記提出先へ持参するか郵送してください。
郵送する場合は「簡易書留」とし、角形２号封筒を使用し、封筒の表に「志願書在中」と朱
書きしてください。
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（４）出願書類受付期間
平成 27 年５月 22 日（金）から平成 27 年６月 22 日（月）まで
※持参の場合は、受付時間は午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日は除く。）です。
郵送による場合は、平成 27 年６月 22 日（月）までの消印のあるものに限ります。
（５）その他
出願書類を受け付けた方には、送付されたはがきに受験票を印刷して返送します。平成 27 年
７月 10 日（金）までに、はがきが返送されない場合は、上記（３）問い合わせ先まで連絡して
ください。
（※試験日当日は、定刻までに試験会場に集合してください。
）
６ 選考試験結果の通知
（１）第１次試験の結果
８月上旬に、本人あてに通知するとともに、合格者の受験番号について、京都府庁正門横及び東
門横に掲示します。日程については、第１次試験の際に説明します。
なお、電話による照会は、一切受け付けません。
（２）第２次試験の結果
９月中～下旬に、直接本人に通知するとともに、合格者の受験番号について、京都府庁正門横及
び東門横に掲示します。日程については、第２次試験の際に説明します。
（注） 京都府教育委員会のホームページにおいても、第１次試験及び第２次試験の結果（合格者
受験番号）を情報提供します。
７

試験結果の開示
この試験については、受験者全員に結果通知書において試験結果をお知らせします。

８

採用までの経過
第２次試験に合格された方は、採用候補者名簿に登載されます。登載は、採用を約束するものでは
なく、寄宿舎指導員採用の必要が生じた場合、順次この名簿の中から、健康診断の結果、支障のない
方を採用します。
採用予定日は平成 28 年４月１日、採用候補者名簿の有効期間は平成 29 年４月１日までとします。

９
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昨年度選考試験実施結果（参考）
受験者数 30 名
採用者数 ６名
給 与
区分
初任給

倍率 5.0 倍

・左表は、給料、教職調整額、地域手当、義務教育

大学卒

短大卒

約 220,000 円

約 196,000 円

等教員特別手当の合計額です。
なお、採用前の職歴等によって増額されます。

（平成 27 年４月１日現在）

このほか、給料の調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当等の支給制度があります。
期末・勤勉手当（ボーナス）は年２回支給されます。
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勤務時間等
勤務時間は１週 38 時間 45 分です。また、週休日は土曜日及び日曜日です。
休暇には、年次休暇 20 日（採用１年目は 15 日）、結婚休暇、産前・産後休暇（各８週間）
、夏季休
暇等があります。
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福利厚生
公立学校の教職員は採用された日から「公立学校共済組合」の組合員の資格を取得し、医療保険や
年金制度、人間ドック等の健康管理・増進事業な等様々な厚生サービスを受けることができます。ま
た、「ホテルルビノ京都堀川」
（京都市）等全国の公立学校共済組合の宿泊・保養施設や公立学校共済
組合直営病院施設も利用できます。
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研修システム
京都府では採用後、新規採用者研修、経験に応じた基本研修、より高い専門性を身に付けるための
専門研修など、京都府総合教育センターにおける様々な研修講座や勤務校での研修を通して、専門性、
実践力、幅広い知見等の育成に努めています。
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第１次試験会場案内図
（１）筆記試験会場
龍谷大学（深草キャンパス）
（京都市伏見区深草塚本町 67）

《交通》
・地下鉄「京都」駅から竹田方面へ「くいな橋」駅下車、東へ徒歩約７分
・ＪＲ「京都」駅から奈良方面へ「稲荷」駅下車、南西へ徒歩約８分
・京阪「祇園四条」駅から淀屋橋方面へ「深草」駅下車、西へ徒歩約３分

（２）面接試験会場
○京都府立山城高等学校
（京都市北区大将軍坂田町 29）
《交通》
・ＪＲ円町駅から北西 600ｍ
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○京都府立洛東高等学校
（京都市山科区安朱川向町 10）
《交通》
・ＪＲ山科駅、京阪山科駅、地下鉄東西線
山科駅から北へ 600ｍ

○京都府立乙訓高等学校
（京都府長岡京市友岡 1-1-1）
《交通》
・ＪＲ長岡京駅から南西 1200ｍ
・阪急長岡天神駅から南 800ｍ
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