令和３年度任用高知県公立学校再任用職員選考審査案内
１

受審資格
(1) 昭和33年４月２日から昭和36年４月１日までに生まれた者で、任期の１年間を継続して勤務す
ることができる次のいずれかに該当する者［受審資格【1】］
①

令和３年３月31日付けで市町村立（学校組合立を含む。以下同じ。）の小中学校、義務教
育学校又は県立学校（高知市立高知特別支援学校及び高知商業高等学校定時制を含む。以下
同じ。）を定年退職する者（市町村が給与を負担している者を除く。）

②

過去に公立学校の教職員であった者（以下「元教職員」という。）で、令和３年３月31日
付けで高知県教育委員会事務局又は教育機関（以下「高知県教育委員会事務局等」という。）
を定年退職する者

③

平成30年度から令和元年度までの各年度末に、公立学校を定年退職した者（市町村が給与
を負担していた者を除く。）

④

25年以上勤続して平成28年４月１日以降に、定年を待たずに、公立学校を退職した者（市
町村が給与を負担していた者を除く。）

⑤

元教職員で、平成30年度から令和元年度までの各年度末に、高知県教育委員会事務局等を
定年退職した者

⑥

元教職員で、25年以上勤続して平成28年４月１日以降に、定年を待たずに、高知県教育委
員会事務局等を退職した者

⑦

元教職員で、高知県教育委員会に再任用されたことがある者（現に再任用されている者を
含む。）

(2) 昭和31年４月２日から昭和33年４月１日までに生まれた者で、任期の１年間を継続して勤務す
ることができる次のいずれかに該当する者［受審資格【2】］
①

平成28年度から平成29年度までの各年度末に、公立学校を定年退職した者（市町村が給与
を負担していた者を除く。）

②

25年以上勤続して平成28年４月１日以降に、定年を待たずに、公立学校を退職した者（市
町村が給与を負担していた者を除く。）

③

元教職員で、平成28年度から平成29年度までの各年度末に、高知県教育委員会事務局等を
定年退職した者

④

元教職員で、25年以上勤続して平成28年４月１日以降に、定年を待たずに、高知県教育委
員会事務局等を退職した者

⑤

元教職員で、高知県教育委員会に再任用されたことがある者（現に再任用されている者を
含む。）

※受審資格を満たす者のうち、既に退職している者については、地方公務員法（昭和25年
法律第261号）第16条及び学校教育法（昭和22年法律第26号）第９条に規定する欠格条項
のいずれにも該当しないことが必要です。

２

勤務の態様
(1)

職務内容
一般の教職員と同様の業務に、常時勤務（以下「フルタイム勤務」という。）を基本として
従事しますが、短時間勤務に従事する場合もあります。

(2)

職務の職等
①

（※再任用の職については別表参照）

配置先（勤務校等）、勤務の職（校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護
教諭、栄養教諭、実習助手、寄宿舎指導員、事務長、総括主任、事務職員、高知県教育委員
会事務局等職員、その他行政職員、学校栄養職員及び技能職員）等は、高知県教育委員会が
選考のうえ決定します。
なお、他の任命権者との調整により、高知県教育委員会以外の任命権者によって再任用さ
れる場合があります。

②

選考の結果、同職として再任用できない場合、（年金との接続期間は）希望に基づき同職
より下位の職のいずれかの職で再任用することになります。

③

小中学校（県立含む。）及び義務教育学校の管理職（校長、教頭、事務長、ただし、本務
者に限る。）の同職での再任用は、選考のうえ原則として63歳になる年度までとします。

④

県立学校（中学校を除く。）の管理職（校長、副校長、教頭、事務長）の同職での再任用
は、選考のうえ原則として61歳になる年度までとします。ただし、本人の希望及び学校等の
諸事情により、63歳になる年度まで延長する場合もあります。

(3)

勤務形態（勤務時間等）
①

勤務形態としては、フルタイム勤務と短時間勤務の２つの形態があります。

②

フルタイム勤務は、一般の教職員と同様の１日７時間45分、週５日勤務（週38時間45分勤
務）とします。ただし、職務の内容により、変則勤務となる場合もあります。
また、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、事務長、総括主任及び土佐海援丸の船
員については、フルタイム勤務の職に限定します。

③

短時間勤務の職は、次のとおりです。小中学校と県立学校では、勤務形態、職種及び業務
が異なりますのでご留意ください。
【小中学校及び義務教育学校】
原則としてアに掲げる勤務形態のいずれかにより、イに掲げる職種等に限り任用するも
のとします。
ア

イ

勤務形態
・

週５日

１日６時間勤務（週30時間勤務）

・

週４日

１日６時間勤務（週24時間勤務）

・

週３日

１日６時間勤務（週18時間勤務）

・

週４日

１日７時間45分勤務（週31時間勤務）

・

週３日

１日７時間45分勤務（週23時間15分勤務）

・

週２日

１日７時間45分勤務（週15時間30分勤務）

職種等
教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員
※ 初任者指導担当教諭を希望する方については、フルタイムでの勤務あるいは短時
間勤務の「週３日、１日７時間45分勤務（週23時間15分勤務）」又は「週２日、１
日７時間45分勤務（週15時間30分勤務）」のいずれかの場合とします。さらに短時
間勤務の場合は、近隣の複数の学校に配置された４名の初任者を、短時間勤務の
２名の初任者指導担当教諭で指導するにあたり、勤務曜日等の調整をする必要が
あることから、週２日勤務を希望した方には週３日勤務を、週３日勤務を希望した
方には週２日勤務への変更を依頼することがあります。

※

学校栄養職員及び事務職員の短時間勤務の職については、同一校の同一の
職について、週当たり５日の勤務を３日と２日で分担することになりますので、
・

週３日、１日７時間 45 分勤務（週 23 時間 15 分勤務）

・

週２日、１日７時間 45 分勤務（週 15 時間 30 分勤務）

の２つの勤務形態の組み合わせができる場合に限り、任用するものとします。
【県立学校】
ウの(1)は定時制（昼間部を除く。）の教諭に限り希望ができ、(2)又は(3)の２つの勤
務形態の組み合わせのいずれかができる場合でエの職種等に限り任用するものとします。
ウ

勤務形態

(1) ・週５日
(2)
(3)
エ

１日５時間勤務（週25時間勤務）

・週５日

１日４時間勤務（週20時間勤務）

・週５日

１日３時間45分勤務（週18時間45分勤務）

・週３日

１日７時間45分勤務（週23時間15分勤務）

・週２日

１日７時間45分勤務（週15時間30分勤務）

職種等
養護教諭（定時制に限る。）、事務職員、実習助手、寄宿舎指導員、技能職員（土
佐海援丸の船員を除く。）

３

勤務条件等（給与・服務等）
(1) 「令和２年度における再任用職員の勤務条件等」のとおりです。
(2)

勤務条件等については、令和２年５月13日現在の条例・規則等に基づくものであり、今後、
条例・規則等が改正されれば、改正後のものによります。

４

任期
令和３年４月１日から令和４年３月31日までの１年間

５

申込書
「令和３年度任用高知県公立学校再任用職員選考審査申込書」（以下「申込書」という。）によ
ります。【※小中学校用（様式１－１）・県立学校用（様式１－２）の別があります。】

６

申込方法
(1)［受審資格(1)］に該当する者
①

申込書等の提出
意思確認書、申込書（様式１）および確認票（様式４）に必要事項を記載のうえ、健康診断
の健診結果（様式３等）を添え、学校長又は所属長に提出してください（健康診断について
は、
「８

選考審査の方法」の(2)によること。）。

また、本人宛返信用封筒（84 円切手を貼り、
「住所」
「氏名」
（氏名の後に「様」を記入）を
明記した長形３号（23.5 ㎝×12 ㎝）の糊付きワンタッチシールのもの）を併せて提出してく
ださい。
②

申込書等の進達
申込書等の提出を受けた学校長又は所属長は、市町村立の小中学校及び義務教育学校にあっ
ては市町村（学校組合を含む）の教育長を経由し、県立学校その他の所属にあっては高知県教
育委員会事務局教職員・福利課長あてに、「７

提出期間」の期間内に送付してください。

(2)［受審資格(2)］に該当する者
①

在職者の場合
「(1)［受審資格(1)］に該当する者」の①及び②に同じ。

②

退職者の場合
意思確認書、申込書（様式１）に必要事項を記載のうえ、申立書（様式２）、健康診断の健
診結果（様式３等）、確認票（様式４）及び市販の履歴書１通を添え、「７

提出期間」の期

間内に教職員・福利課に提出してください。
また、本人宛返信用封筒（84 円切手を貼り、
「住所」
「氏名」
（氏名の後に「様」を記入）を
明記した長形３号（23.5 ㎝×12 ㎝）の糊付きワンタッチシールのもの）を併せて提出してく
ださい。

７

※

健康診断については、「８

選考審査の方法」の(2)によること。

※

履歴書の職歴欄には、公立学校の退職日を含め、それ以後の職歴について全て記入してください。

提出期間
令和２年９月２日（水）～令和２年９月 16 日（水）

８

選考審査の方法
面接又は申込書や確認票、健康診断の結果及び勤務実績を総合的に判断します。
(1)

面接
①

管理職（校長、副校長、教頭、事務長）として任用を希望する者
面接を実施し、希望する職種、勤務形態、勤務地等について、確認します。なお、面接にお
いては、申込書の「希望の校種等」欄に記入されていない職に任用される場合の意向について
も伺います。

②

その他の者
原則として面接審査は行わず、提出書類並びに勤務実績によって総合的に判断します。なお、
確認したい事項等がある場合には、必要に応じて個別に面接審査を実施します。

(2)

健康診断 ： １年間継続する職務遂行に必要な健康を有するかどうかについて、健診結果等
により判断しますので、①又は②のいずれかの方法によってください。

①

県又は市町村が実施した定期健康診断等の健診結果の写しを提出する場合
県又は市町村が実施した定期健康診断等の健診結果（令和元年度又は令和２年度のいずれか
直近の健診結果）の写しを、申込時に申込書に添付してください。
なお、県又は市町村が実施した定期健康診断等とは、県、市町村又は公立学校共済組合高知
支部が実施した「定期健康診断」又は「人間ドック」のいずれかに該当するものとします。

②

医療機関又は検診機関で受診する場合
健康診断書（様式３）に氏名、性別、住所、生年月日及び職業を記入のうえ持参し、全検査
項目について受診してください。健診結果は密封のまま、申込時に申込書に添付してください。
なお、この健康診断に係る費用は、自己負担とします。

９

面接の実施日及び場所
(1)

実施日 ： 令和２年10月19日（月）～11月13日（金）の期間で指定する日
（土日、祝日は除きます。）
面接予定時刻等は、受付期間終了後に別途「受審案内書」により連絡します。
※

当日、やむを得ない事由で欠席する場合は、あらかじめ、教職員・福利課に連
絡し、その承認を必ず得てください。その場合の面接の予定日時等については、
該当者に改めて連絡します。

(2)

場

所 ： 高知県教育委員会事務局（西庁舎）高知市丸ノ内一丁目7－52

10

審査結果の通知
(1)

令和２年12月下旬（予定）に、文書で受審者全員に通知します。

(2)

再任用する場合は、その決定に併せて、勤務の職、勤務形態（フルタイム勤務又は短時間勤
務）及び勤務地（申込書の「希望勤務地」の地域による。）を通知しますので、その内容（勤
務の職等）について同意する場合は同意書を、辞退する場合は辞退届を、決定通知において示
す期限（令和３年１月上旬を予定）までに教職員・福利課に提出してください。

(3)

再任用の決定通知後であっても、令和３年３月31日前に退職した場合や、病気等により任期
の１年間を継続して勤務することができなくなったと認められる場合には、再任用の決定を取
り消します。

11

配置先（勤務校等）の決定
(1)

公務等の事情により、受審者の希望に沿えない場合があり、また、退職時と異なる学校に配
置する場合があります。

(2)
12

配置先（勤務校等）は、令和３年３月下旬の定期人事異動において決定します。

問い合わせ先
〒780-0850

高知市丸ノ内一丁目７－52

TEL 088-821-4903

教職員・福利課

人事企画担当

別 表
下の表では、小中学校及び義務教育学校を小中、県立高等学校及び県立特別支援学校を県立とする。

再任用の職（任用の可能性のある職）

退職時の職

小中
校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、
教諭
※２

校長
副校長（県立のみ）
教頭
主幹教諭
指導教諭（小中のみ）
教諭

教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭
※２
主幹教諭、教諭
※２
指導教諭、教諭
※２
教諭
※２

県立
校長、副校長、教頭、主幹教諭、
教諭
※１
副校長、教頭、主幹教諭、教諭
※１
教頭、主幹教諭、教諭
※１
主幹教諭、教諭

教諭

養護教諭

養護教諭

養護教諭

栄養教諭

栄養教諭

栄養教諭

講師、主任実習助手、実習助手
実習助手
（県立のみ）
主任寄宿舎指導員、寄宿舎指導員
寄宿舎指導員
（県立のみ）
事務長（２等級）

３等級事務長、主幹

事務長（３等級）

事務長、総括主任、主幹

総括主任（小中のみ）

総括主任、主幹

学校事務職員（主任、主幹）

主幹

行政職（県立のみ）
学校栄養職員（主任、主幹）

主幹
土佐海援丸の船員等

主幹

技能職員（県立のみ）
上記全ての職

３等級事務長、主幹

主幹
技師（甲板員を含む。）

高知県教育委員会事務局等職員

高知県教育委員会事務局等職員

※１ 県立学校における管理職からの再任用の主幹教諭は、授業時間数を少なく抑え、当該学校の実態
に応じて主に校務分掌や学年団の連携・調整による学校組織マネジメントの強化、教職員の授業
力・指導力の向上、児童生徒支援のための指導・助言による人材育成、地域・学校間連携の推進等
の業務を担当することとなります。
※２ 小中学校及び義務教育学校における再任用の教諭は、メンター制における研修コーディネーター、
初任者指導、小学校専科指導、中学校免外解消、指導方法工夫改善、児童生徒支援の業務等を担当
する場合があります。

