
　　　　本会は、山口県条例に基づき昭和46年4月1日に設立された財団法人として、会員

　　　の相互扶助により組織された団体で、教職員の生活の安定と福祉の充実を図るとと

　　　もに、教育の向上を目的としています。

　　　　山口県内の公立学校等の教職員及び退職教職員の会員（  約３０,０００名 ） に対

　　　し、医療費給付等の給付事業や福利厚生事業及び公益目的事業を行っています。

　　　　　　 　令和２年度（ 2020年度 ）

一般財団法人 山口県教職員互助会

職員採用試験

令 和 2 年 9 月 18 日

一般財団法人山口県教職員互助会

受　験　案　内

一般財団法人 山口県教職員互助会

〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県庁13階 （山口県教育庁教育政策課福利･給付班内）

TEL 083-933-4777

HP  http://yamakyogo.jp 



 １　採用予定人員、職務内容、採用年月日及び勤務先

　（１）採用予定人員 　１名

　（２）職務内容 　一般事務

　（３）採用年月日 　原則として令和３年４月１日

　（４）勤務先 　一般財団法人 山口県教職員互助会

 （ 山口市滝町１－１ 山口県教育庁教育政策課 福利・給付班内 ）

 ２　受験資格

　　昭和５７年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に規定する４年制大学（これに準じる

　ものを含む。）を卒業した者又は令和３年３月３１日までに卒業する見込みの者。

　　なお、次のいずれかに該当する者は受験できません。

　（１）日本国籍を有しない者

　（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者

　（３）懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

　（４）日本国憲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

体を結成し、又はこれに加入した者

 ３　申込方法等

　受験希望者は、次の書類を持参または郵送により提出してください。

　○ 令和２年度一般財団法人山口県教職員互助会職員採用試験受験申込書

　　必要事項を記入し、写真を貼り付けてください。

　 （ 記載事項に不正があると採用される資格を失うことがあります。）

 　※ 持参の場合：平日の８時３０分から１７時までに持参してください。

　　（土・日・祝は除く。）

 　※ 郵送の場合：封筒の表に「 一般財団山口県教職員互助会採用試験

　　受験申込」と朱書きし、必ず「簡易書留郵便」で送付してください。

　 （１０月１６日消印有効）

　〒７５３－８５０１

　　山口市滝町１－１　山口県教育庁教育政策課 福利・給付班内

　　　一般財団法人 山口県教職員互助会

　令和２年９月１８日（金）から１０月１６日（金）まで（当日消印有効）

　受験票は、１０月１９日（月）以降に郵送します。

　※ １０月２３日（金）を過ぎても到着しないときは、一般財団法人山口

　　県教職員互助会へ連絡してください。

申込方法

提 出 先

受付期間

交付

受験票の

こ
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 ４　試験日時及び試験会場

　（１）試験日時及び会場

　　・受付開始 　　９時００分

　　・説明開始 　　９時４５分

　　・試験 　１０時００分から

　１４時００分まで 　 TEL：083-922-0811

 　（注）１ 第１次試験は説明開始時間までに集合しない場合は、原則として入場できません。

　　 　　２ 試験会場への車の乗入れは、原則禁止します。できるだけ公共交通機関等をご利用

　　　　　　ください。

　　 　　３ 身体等の事情により、受験に際して特に配慮を必要とする場合は、採用試験申込書

　　　　　　の備考欄に必ずその内容を記入してください。

　　 　　４ 試験会場での試験時間中の携帯電話の使用を禁止します。

　　 　　５ 合否に関わる電話等での問い合わせには応じられません。合格発表は、合否にかか

　　　　　　わらず受験者全員に書面で通知します。

 　　　　６ 試験に関して緊急の連絡がある場合は、一般財団法人山口県教職員互助会ホームペ

 　　　　　ージでお知らせします。

＜ 本会ホームページアドレス ＞ 【 】

　（２）第１次試験当日持参するもの

ア　受験票

イ　ＨＢ以上の濃さの鉛筆２～３本

ウ　消しゴム

エ　時計

オ　昼食、飲物

カ　長３封筒 １通

 （ 第１次試験結果の送付に使用しますので、あて先に本人の住所・氏名を明記し、９４円

　分の切手を貼付してください。）

 ５　合格発表

 ※ 一般財団法人山口県教職員互助会のホームページに合格者の受験番号を掲示します。

区分 日時 試験会場

第１次試験

11月8日（日）

　セントコア山口

山口市湯田温泉3丁目2-7

第２次試験
11月29日（日）

　※詳細は、第１次試験合格通知の際に
　　お知らせします。

最終
合格発表

12月3日（木）
　１２月１１日（金）を過ぎても通知がない
　ときは、一般財団法人山口県教職員互助会
　へ連絡してください。

http://yamakyogo.jp 

区分 期日 方法

第１次試験
合格発表

11月17日（火）
　１１月２７日（金）を過ぎても通知がない
　ときは、一般財団法人山口県教職員互助会
　へ連絡してください。

 ※ 状況によっては、試験
　会場を変更する場合があ
　ります。（５ページ参照）
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 ６　試験内容等

 　（注）１ 教養試験は、大学卒業程度で行います。

　　 　　２ 第２次試験は、第１次試験合格者についてのみ行います。

　　 　　３ 第１次試験で行う論文試験については、第２次試験として評価します。

　　　　　　なお、採点については、第１次試験合格者についてのみ行います。

　　 　　４ 各試験項目には合格基準があり、一定の基準に達しないものが一つでもある場合、

　　　　　　総合得点が高くても不合格となります。

　　 　　５ 試験当日実施するすべての試験項目を受験した場合に限り、有効に受験したものと

　　　　　　します。

 ７　試験結果の開示

　　 一般財団法人山口県教職員互助会個人情報保護規程第１６条の規定に基づき、試験結果の簡

　 易開示を次のとおり請求することができます。

　　 試験の結果通知書及び運転免許証など本人であることが確認できる書類を持参してください。

　　 なお、電話による開示請求はできません。

　（１）開示内容等

　（２）請求場所等

　一般財団法人山口県教職員互助会事務局

（ 受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く８時３０分から１７時までの間 ）

 ８　給与、勤務時間等

　（１）採用試験の最終合格者は、採用候補者名簿に登載します。この名簿は原則として１年間

　　　有効です。

　　　 なお、採用の時期は原則として令和３年４月１日となります。

　（２）給与等は、令和２年４月１日現在で次のとおりです。

　初任給　１８８，７００円

試験

第１次
試験

第２次
試験

開示期間

 それぞれの結果通知書の発
 送日の翌日から１か月以内
 ※ただし、結果通知書を受
   け取ってからに限る。

第２次試験不合格者
（受験者本人に限る。）

 第２次試験の得点及び
 順位

対象者 開示内容

第１次試験不合格者
（受験者本人に限る。）

 第１次試験の得点及び
 順位

試験項目 時間等 配点 内容

１時間 ３０点
 思考力、表現力及び構成力等について
 の筆記試験

第１次
試験

教養試験
（択一式）

１時間
（３０問）

 社会、人文及び自然に関する一般知識｡
 国内時事、国際時事及び社会常識に関
 する一般常識。文章理解、判断推理、
 数的推理及び資料解釈に関する一般知
 能。

適性検査 ３０分

１００点

 職務遂行に必要な適性についての検査

論文試験

第２次
試験

面接試験
２０分
程度

７０点
 職務経験等に基づく人物についての評
 定を行う個別面接
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・学歴や職歴などにより変わることがあります。

・上記のほか、諸手当として期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤

　務手当等を支給します。

　（３）勤務時間は、原則として、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までです。

　（４）加入社会保険は、健康保険、厚生年金、労働災害保険及び雇用保険です。

　（５）休暇は、年間２０日（ ４月１日採用の場合は１５日 ）の年次有給休暇で、年休の未使

　　　用日数は２０日を限度に翌年度に繰り越すことができます。（ 年間最大４０日 ）

　　　　また、４日間の夏期厚生休暇のほか、病気休暇及び特別休暇（結婚・忌引等）等があり

　　　ます。

 ９　その他

　（１）採用試験における個人情報の取扱いについて以下のとおりです。

・提出いただいた書類に記載された個人情報は一般財団法人山口県教職員互助会における

　採用試験にのみ利用する目的で、個人に関する情報を収集します。

・採用試験のみに利用する目的で収集した受験者の個人情報を、当団体の責任のもとで適

　切な対応が行われるよう、厳重に管理します。また、不採用になられた方の個人情報は、

　当団体の責任において適切に破棄・消去します。

　（２）試験会場内は全面禁煙です。

・喫煙される方は、指定の喫煙スペースでお願いします。

１．マスクの着用等

　　試験当日は、感染予防のため、マスクの持参・着用をお願いします。

２．試験室の換気

　　試験室は換気のため、窓やドアなどを開ける場合がありますので、室温

　の高低に対応できるよう服装には注意してください。

３．体調不良の方

　　新型コロナウイルス感染症など（学校保健安全法で出席の停止が定めら

　れている感染症）に罹患し治癒していない方、濃厚接触者の方、発熱や咳

　などの風邪症状がある方は、他の受験者への感染のおそれがあるため、当

　日の受験を控えていただくようお願いします。なお、これを理由とした欠

　席者向けの再実施は予定しておりません。

新型コロナウイルス感染症などへの対応

今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等によっては、実施内容の

変更（延期・試験会場の変更等）を行う場合があります。

変更や連絡事項がある場合は、一般財団法人山口県教職員互助会ホームページ

においてお知らせしますので、必ず確認の上、試験会場にお越しください。
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〔 試験会場案内図 〕

　（１）セントコア山口

〒７５３－００５６

山口県山口市湯田温泉３丁目２番７号

℡　０８３－９２２－０８１１

　（２）セントコア山口までの公共交通機関

・中国自動車道小郡ＩＣより車で２０分

・湯田温泉駅より徒歩２０分

・湯田温泉バス停より徒歩６分

　（３）試験会場について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、申込状況によっては、試験会場

を変更する場合があります。

　詳しくは、受験票送付の際にお知らせしますので、ご注意願います。
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