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平成 31 年度採用（平成 30 年度実施） 

公立学校共済組合兵庫支部 

 

公立学校共済組合兵庫支部職員採用試験案内 

 

■受付期間 

（郵送）10月 15日（月）～10月 26日（金）消印有効 

（持参）10月 15日（月）～10月 29日（月）9時から 17時（土・日・祝は除く） 

■第一次試験（能力・適性検査） 

10月 22日（月）～11月 11日（日） 

※ 都合のよい日に受験してください。詳細は 3 ページをご覧ください。 

■第二次試験（面接試験） 

12月４日（火） 

 

＜公立学校共済組合とは＞ 

公立学校共済組合は、地方公務員等共済組合法に基づき、公立学校の教職員及びその家

族に対する社会保障を目的とした共済制度（健康保険、年金）を運営しています。 

また、福祉の向上を目的として、貸付事業、保健事業等の福祉事業を行っています。 

これらの事業は、教職員の生活に密接して関わっており、その果たす役割は大きいものです。 

兵庫支部は、兵庫県下の公立学校等の教職員（約４万２千人）に対して、上記事業を

実施しています。 

 

Web サイト https://www.kouritu.or.jp/hyogo/ 
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１ 採用予定人員・職務内容等 

採用予定数 勤務場所 職務内容 

3名程度 神戸市中央区下山手通 5-10-1 

公立学校共済組合兵庫支部（兵庫県

教育委員会事務局福利厚生課内） 

県内の公立学校教職員に対

する福利厚生（年金、健康

保険等）に関する業務 

 

２ 採用予定年月日 

平成 31年４月１日 

 

３ 受験資格 

(1) 昭和 59年４月２日から平成 13年４月１日までに生まれた人 

（平成 31年 4月 1日における年齢が 18歳から 34歳までの人） 

(2) 次のいずれかに該当する方は、受験することはできません。 

・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む） 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行が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者 

・公立学校共済組合を懲戒解雇又はこれに相当する処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・日本国憲法施行の日以後において、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者 

 

４ 申込方法・受付期間 

申 込 先 公立学校共済組合兵庫支部 管理・福祉班 採用担当 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 

（兵庫県庁第 3号館 9階） 電話 078-362-3762 

申 込 方 法 「職員採用試験申込書」に必要事項を記載のうえ、持参又は郵送してくだ

さい。 

※ 「職員採用試験申込書」は両面印刷してください。 

※ 郵送で申込みをする場合は、郵便事情により遅れる場合がありま

すので、早めに送付してください。 

※ 封筒の表に｢採用試験申込書在中｣と朱書きしてください。 

受 付 

期 間 

郵 送 10月 15日（月）～10月 26日（金）消印有効 

持 参 10月 15日（月）～10月 29日（月） 

9時から 17時（土・日・祝は除く） 
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５ 試験日・試験会場・合格発表 

区分 試験日 試験会場 合格者通知 

書類選考 － － 随時 

（電子メール） 

第一次試験 

（能力・適性検査） 

10月 22日（月）～ 

11月 11日（日） 

SPI テストセンター 11月中旬 

（書面） 

第二次試験 

（面接試験） 

12月４日（火） 兵庫県民会館 12月中旬 

（書面） 

(1) 書類選考について 

「職員採用試験申込書」の記載内容を審査、選考し、合格者に対して第一次試験を電子

メールにより案内します。 

(2) 第一次試験について 

第一次試験は、適性検査（SPI3）により実施します。試験会場は、株式会社リクルートキ

ャリアが運営する外部会場（SPI テストセンター：全国 7 都市（札幌・仙台・東京・名古

屋・大阪・広島・福岡）に設置）で行います。 

第一次試験の案内メールを受信しましたら、上記表の試験日の期間内で、都合の良い日

時、会場を各自で予約（Web）し、受験してください。 

※ 詳細は、http://www.spi.recruit.co.jp/examinee/（右 QR コード） 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第二次試験について 

第二次試験は面接（集団・個別）により実施します。 

集合時間等の詳細は、第一次試験の合格者に対し、別途案内します。 

(4) 合格者通知について 

合格者に対してのみ、書面または電子メールにて通知します。  

当支部 
申込書 

受付 

(合格者) 

案内メール

送信 

受験者 
申込書 

提出 

案内メール 

受信 

SPI テストセン

ター予約（Web） 

自宅 PC やスマ

ートフォン等

で性格検査 

SPI テストセン

ターで能力検

査 

第一次試験 

選考・

合格者

決定 



4 

 

６ 試験方法・内容 

区分 試験内容 備考 

第一次試験 適性検査（SPI3約 65分） 

・基礎能力検査 

・性格検査 

SPI テストセンターの開催日に各自受

験していただきます。 

試験種類は、受験者に応じて、設定さ

れます。 

第二次試験 個別面接試験  

集団面接試験 3～4名程度のグループで実施します。 

 

７ 勤務条件等 

給与、休暇等については、兵庫県職員に準じます。 

給与 初任給 

（平成 30年度） 

大卒 203,265円 高卒 165,741円 

・地域手当を含みます。 

・学歴や職歴に応じて加算されます。 

・給与改定によって変わることがあります。 

昇給 勤務成績に応じて年 1回実施されます。 

諸手当 期末手当、勤勉手当、通勤手当、扶養手当、住居手

当等の諸手当が、要件に応じて支給されます。 

勤務時間 

・休暇等 

1日の勤務時間 7時間 45分（休憩時間を除く） 

 勤務時間 休憩時間 

A勤 8:45～17:30 12:00～13:00 

B勤 9:00～17:45 12:00～13:00 
 

休暇 年次休暇（年20日・採用年15日）、夏季休暇（5

日）、妊娠・出産に関係する休暇、慶弔休暇及び育

児・介護に関する休暇等 

週休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3） 

その他 健康保険、年金 地方公務員等共済組合法に基づく 

労災保険、雇用保険 適用 
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採用活動における個人情報の取扱い 

１ 個人情報の利用目的 

採用試験申込書などの応募書類に記載された個人情報は、公立学校共済組合兵庫支部における採用活動

（選考、採用に関する情報の提供、合否その他の連絡など）及び採用活動後の人事管理、採用活動における

統計情報等の作成の目的の範囲内で利用させていただきます。 

２ 第三者への開示・提供 

(1) 取得した個人情報は、ご本人の同意なく第三者に開示・提供いたしません。 

(2) ただし、以下の場合はこの限りではありません。 

ア 人の生命、身体または財産保護のために開示・提供の必要があり、ご本人の同意を得ることが困難な場合 

イ 法令により個人情報の開示・提供が求められた場合 

ウ その他法令に定めのある場合 

３ 安全管理 

(1) 個人情報の保護と管理にあたっては、個人情報の散逸、紛失、改ざん、漏洩等のないよう適切な措置をと

り、安全に管理します。 

(2) 応募書類については返却いたしません。なお、採用された方の応募書類については採用後の人事管理資料

として利用し、不採用となった方の応募書類については適切な方法で廃棄します。 

 

お問い合わせ先 

公立学校共済組合兵庫支部（兵庫県庁第 3号館 9階） 

（兵庫県教育委員会事務局福利厚生課内） 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 

電話 078-362-3762（平日 9時～17時） 

ホームページ https://www.kouritu.or.jp/hyogo/ 

 

 


