
（問い合わせ先）和歌山県教育庁学校教育局学校人事課　　

　県立学校人事班TEL:073(441)3659（直通）

１　受付期間及び合格発表

平成３１年２月２８日（木）午前１０時

※　県庁南別館１階ロビー掲示板に掲示するとともに、合格者に通知します。

※　和歌山県教育委員会ホームページ（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/

　500000/index.html）でもお知らせします。

和歌山県教育委員会

２　採用職種・主な業務内容

３　試験区分・採用予定人員・試験実施日・勤務時間

（１）校務員

県立橋本高等学校

県立紀北工業高等学校

県立笠田高等学校

県立粉河高等学校

県立那賀高等学校

県立貴志川高等学校

県立和歌山北高等学校北校舎

県立和歌山北高等学校西校舎
9:00～16:45

(12:15～13:00)

7:00～14:45
(12:00～12:45)

２名 平成31年2月13日(水)
8:00～15:45

(12:00～12:45)
住所:〒640-0415 紀の川市貴志川町長原400

電話:0736(64)2500

２名 平成31年2月14日(木)
7:45～15:30

(11:45～12:30)
住所:〒640-8464 和歌山市市小路388

電話:073(455)3528

校
務
員

住所:〒640-0112 和歌山市西庄1148-1

電話:073(453)1281

２名 平成31年2月14日(木)

住所:〒649-6595 紀の川市粉河4632

電話:0736(73)3411

１名 平成31年2月14日(木)
7:00～15:00

(11:00～12:00)
住所:〒649-6223 岩出市高塚115

電話:0736(62)2117

２名 平成31年2月15日(金)

住所:〒649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東825

試験実施機関

採用職種 主　な　業　務　内　容

試　験　区　分 採用予定人員 試験実施日 勤務時間(休憩時間)

住所:〒648-0086 橋本市神野々809

電話:0736(32)1240

住所:〒648-0065 橋本市古佐田4-10-1

電話:0736(32)0049

２名

  平成３０年度和歌山県立学校一般職非常勤職員採用試験案内
　

　    〒640-8585  和歌山市小松原通１－１

受 付 期 間 平成３１年１月１８日（金）～　１月３１日（木）【必着】

合 格 発 表

寄 宿 舎 給 食 員 高等学校寄宿舎の給食調理

校 務 員 高等学校及び特別支援学校の校内美化、環境整備等

事 務 助 手 高等学校の事務取扱、校内美化、環境整備等

給 食 員 特別支援学校の給食調理等

１名 平成31年2月13日(水)
8:00～15:45

(12:00～12:45)

介 助 職 員 特別支援学校のスクールバス添乗介助等

１名 平成31年2月13日(水)
8:15～16:00

(12:15～13:00)

平成31年2月14日(木)
8:15～16:00

(12:15～13:00)
電話:0736(22)1029
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県立和歌山高等学校

県立向陽高等学校

県立和歌山東高等学校

県立和歌山工業高等学校定時制

県立和歌山商業高等学校

県立海南高等学校海南校舎

県立海南高等学校大成校舎

県立海南高等学校美里分校

県立箕島高等学校箕島校舎

県立箕島高等学校宮原校舎

県立有田中央高等学校

県立有田中央高等学校清水分校

県立耐久高等学校

県立日高高等学校

県立日高高等学校中津分校

県立紀央館高等学校

県立南部高等学校

住所:〒640-1131 海草郡紀美野町動木1515

１名

１名 平成31年2月14日(木)

住所:〒649-0434 有田市宮原町新町416

電話:0737(88)6238

電話:0737(62)4148

8:20～16:05
(12:20～13:05)

平成31年2月13日(水)１名

8:15～16:00
(12:15～13:00)

平成31年2月13日(水)

住所:〒645-0002 日高郡みなべ町芝407

電話:0739(72)2056

住所:〒644-0003 御坊市島45

電話:0738(22)3151

２名 平成31年2月14日(木)
7:10～14:55

(11:10～11:55)

１名 平成31年2月12日(火)
8:10～15:55

(12:10～12:55)

電話:073(489)2069

勤務時間(休憩時間)

住所:〒644-0012 御坊市湯川町小松原43-1

電話:0738(22)4011

住所:〒644-1121 日高郡日高川町西原357

電話:0738(54)0226

１名 平成31年2月13日(水)
8:55～16:40

(12:10～12:55)

校
務
員

平成31年2月13日(水)
8:00～15:45

(12:00～12:45)
住所:〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅1985

住所:〒643-0521 有田郡有田川町清水1028

電話:0737(25)0055

8:15～16:00
(12:15～13:00)

住所:〒640-8272 和歌山市砂山南3-3-94

電話:073(424)2446

１名 平成31年2月14日(木)
7:00～14:45

(12:00～12:45)
住所:〒642-0022 海南市大野中651

電話:073(482)3363

２名 平成31年2月12日(火)

１名 平成31年2月13日(水)
8:30～16:15

(12:30～13:15)

１名

平成31年2月15日(金)
7:30～15:15

(11:30～12:15)

試　験　区　分 採用予定人員 試験実施日

電話:073(444)0158

２名 平成31年2月14日(木)
7:00～15:00

(12:00～13:00)
住所:〒649-6264 和歌山市新庄188

電話:073(477)3933

１名

平成31年2月13日(水)
8:30～16:15

(12:30～13:15)
住所:〒640-1474 海草郡紀美野町毛原中689

電話:073(499)0034

１名 平成31年2月12日(火)
8:10～15:55

(12:10～12:55)
住所:〒649-0304 有田市箕島55

電話:0737(83)2155

住所:〒641-0036 和歌山市西浜3-6-1

１名 平成31年2月14日(木)
9:05～16:50

(12:20～13:05)
住所:〒640-8312 和歌山市森小手穂136

電話:073(472)5620

１名 平成31年2月13日(水)
12:45～20:30

(15:45～16:30)

電話:073(471)0621

住所:〒640-8323 和歌山市太田127 平成31年2月12日(火)２名
8:00～15:45

(12:00～12:45)

住所:〒643-0021 有田郡有田川町下津野459

電話:0737(52)4340

7:15～15:00
(12:15～13:00)

２名
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県立南部高等学校龍神分校

県立田辺高等学校

県立田辺工業高等学校

県立神島高等学校

県立南紀高等学校

県立熊野高等学校

県立きのくに青雲高等学校

県立和歌山盲学校

県立きのかわ支援学校

県立紀北支援学校

県立南紀支援学校

県立はまゆう支援学校

県立みくまの支援学校

（２）事務助手

県立伊都中央高等学校

（３）給食員

県立和歌山盲学校

１名 平成31年2月16日(土)
8:30～16:15

(12:15～13:00)
住所:〒649-7206 橋本市高野口町向島101-3

電話:0736(42)0415

平成31年2月12日(火)
8:00～16:00

(12:00～13:00)

試　験　区　分

試験実施日 勤務時間(休憩時間)

8:30～16:15
(12:15～13:00)

住所:〒649-6338 和歌山市府中949-23

電話:073(461)0322

４名 平成31年2月15日(金)
6:30～18:15

(10:45～15:30)

平成31年2月16日(土)
8:00～15:45

(11:30～12:15)

１名

２名 平成31年2月12日(火)
11:15～19:00

(12:30～13:15)

8:15～16:00
(11:25～12:10)

住所:〒649-6338 和歌山市府中949-23

電話:073(461)0322

校
務
員

給
食
員

平成31年2月16日(土)

住所:〒640-8137 和歌山市吹上5-6-8

電話:073(422)5660

住所:〒649-2102 西牟婁郡上富田町岩田2150

電話:0739(47)2115

採用予定人員 試験実施日 勤務時間(休憩時間)

住所:〒640-0332 和歌山市冬野227

電話:073(479)1356

電話:0739(22)3776

8:15～16:00
(12:15～13:00)

住所:〒649-2195 西牟婁郡上富田町朝来670

１名

２名 平成31年2月14日(木)
7:20～15:05

(12:20～13:05)
住所:〒646-0021 田辺市あけぼの51-1

電話:0739(22)3983

２名 平成31年2月13日(水)
8:40～16:40

(11:55～12:55)
住所:〒646-0023 田辺市文里2-33-12

電話:0739(22)2550

１名

住所:〒649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1787-1

電話:0739(47)2118

住所:〒646-0024 田辺市学園1-88

電話:0739(78)0155

２名 平成31年2月12日(火)
7:00～14:45

(11:30～12:15)
住所:〒646-0024 田辺市学園1-71

電話:0739(22)1880

１名 平成31年2月13日(水)
8:15～16:00

(12:15～13:00)
住所:〒645-0416 田辺市龍神村安井469

１名 平成31年2月16日(土)
7:45～15:30

(11:45～12:30)

平成31年2月11日(月)
7:30～15:15

(12:00～12:45)

１名

１名 平成31年2月12日(火)

住所:〒647-0072 新宮市蜂伏13-26

電話:0735(31)6101

１名 平成31年2月15日(金)

電話:0739(47)1004

事
務
助
手

１名 平成31年2月13日(水)
8:15～16:00

(12:15～13:00)
住所:〒649-7203 橋本市高野口町名古曽558

電話:0736(42)2056

試　験　区　分 採用予定人員

試　験　区　分 試験実施日 勤務時間(休憩時間)採用予定人員
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県立和歌山ろう学校

県立きのかわ支援学校

県立紀伊コスモス支援学校

県立和歌山さくら支援学校

県立紀北支援学校

県立たちばな支援学校

県立南紀支援学校

県立はまゆう支援学校

県立みくまの支援学校

（４）介助職員

県立和歌山盲学校

県立和歌山ろう学校

県立きのかわ支援学校

県立紀伊コスモス支援学校

県立和歌山さくら支援学校

県立紀北支援学校

県立たちばな支援学校

６名 平成31年2月16日(土)
7:00～14:45

(11:45～12:30)

7:45～15:30
(12:45～13:30)

7:10～16:10
(11:10～13:10)

6:50～17:10
(9:50～13:10)

４名 平成31年2月13日(水)
7:30～15:15

(11:30～12:15)

住所:〒640-0332 和歌山市冬野227

電話:073(479)1356

電話:0736(42)0415

平成31年2月16日(土)
7:00～16:50

(12:00～14:50)
住所:〒649-7206 橋本市高野口町向島101-3

試　験　区　分 採用予定人員 試験実施日 勤務時間(休憩時間)

平成31年2月16日(土)
7:45～15:30

(12:45～13:30)

住所:〒649-6339 和歌山市弘西555

電話:073(461)6500

１２名 平成31年2月13日(水)
7:00～17:00

(11:00～14:00)
住所:〒640-0112 和歌山市西庄1148-1

電話:073(453)0303

介
助
職
員

住所:〒640-8272 和歌山市砂山南3-1-73

電話:073(424)3276

９名

８名 平成31年2月16日(土)
5:55～17:40

(9:55～14:40)

３名 平成31年2月16日(土)
8:00～15:45

(13:00～13:45)
住所:〒647-0072 新宮市蜂伏13-26

電話:0735(31)6101

１３名 平成31年2月16日(土)
7:00～16:40

(11:30～14:10)

１名 平成31年2月15日(金)住所:〒649-6338 和歌山市府中949-23

電話:073(461)0322

１４名

２名 平成31年2月11日(月)

５名

住所:〒649-7206 橋本市高野口町向島101-3

電話:0736(42)0415

５名 平成31年2月10日(日)

住所:〒640-0112 和歌山市西庄1148-1

電話:073(479)1356

４名 平成31年2月16日(土)住所:〒643-0075 有田郡広川町和田21-3

電話:0737(62)3599

住所:〒640-0332 和歌山市冬野227

住所:〒649-2102 西牟婁郡上富田町岩田2150

電話:0739(47)2115

住所:〒649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1787-1

電話:0739(47)2118

住所:〒649-6339 和歌山市弘西555

電話:073(461)6500

給
食
員

電話:073(453)0303

試　験　区　分 採用予定人員 試験実施日 勤務時間(休憩時間)

8:00～15:45
(12:00～12:45)

8:15～17:00
(14:00～15:45)

４名 平成31年2月12日(火)
8:00～15:45

(12:30～13:15)
住所:〒640-8272 和歌山市砂山南3-1-73

電話:073(424)3276

５名 平成31年2月16日(土)
7:45～15:30

(11:45～12:30)

平成31年2月10日(日)
6:40～17:00

(10:40～14:00)

住所:〒643-0075 有田郡広川町和田21-3

電話:0737(62)3599

１名 平成31年2月12日(火)
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県立南紀支援学校

県立はまゆう支援学校

県立みくまの支援学校

（５）寄宿舎給食員

県立和歌山工業高等学校

県立田辺高等学校

県立神島高等学校

※　申込みできる試験区分は、１つに限ります。

※　申込書受理後の「試験区分」の変更はできません。

※　試験区分欄に記載の各県立学校でそれぞれ試験を実施します。

※　次の試験区分については、（）に記載した県立学校で試験を実施します。

　　　校務員の県立海南高等学校美里分校（県立海南高等学校大成校舎）

　　　校務員の県立箕島高等学校宮原校舎（県立箕島高等学校箕島校舎）

　　　校務員の県立日高高等学校中津分校（県立日高高等学校）

※　試験実施日の集合時間等は、受付後に送付する受験票でお知らせします。

　　なお、指定された試験日及び集合時間は一切変更することはできません。

※　勤務時間については変更する場合があります。

※　勤務時間は、曜日や時期等によって異なる場合があります。

４　受験資格

地方公務員法第１６条に該当する人（次のいずれかに該当する人）は、受験できません。

(1) 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。）

(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人

(3) 和歌山県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

(4) 日本国憲法施行の日以後において、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人

５　試験の方法及び内容

人物、能力、性格等についての個別面接

※　合格者は、各試験種目の総合得点順に決定します。
　　ただし、各試験種目には合格基準があり、１つでも基準に達しないものがある場合、総合得点が
　高くても不合格となります。

勤務時間(休憩時間)

6:30～17:00
(10:00～13:30)

６名 平成31年2月16日(土)
6:30～17:00

(11:10～14:40)

２名 平成31年2月11日(月)
6:30～17:00

(9:00～12:30)

住所:〒649-2102 西牟婁郡上富田町岩田2150

電話:0739(47)2115

試　験　区　分 採用予定人員 試験実施日

住所:〒647-0072 新宮市蜂伏13-26

電話:0735(31)6101

６名 平成31年2月16日(土)
8:20～16:05

(12:20～13:05)

介
助
職
員

住所:〒649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1787-1

電話:0739(47)2118

住所:〒646-0024 田辺市学園1-71

電話:0739(22)1880

１名 平成31年2月13日(水)
7:00～17:00

(10:00～13:00)
住所:〒641-0036 和歌山市西浜3-6-1

電話:073(444)0158寄
宿
舎
給
食
員

電話:0739(22)2550

１名 平成31年2月12日(火)

試　験　区　分 採用予定人員 試験実施日 勤務時間(休憩時間)

試験種目 配点 内容

作文試験 100点
一定のテーマによる識見、表現力、判断力等についての記述試験
（１時間）

１名 平成31年2月13日(水)
6:00～18:00

(9:00～14:00)
住所:〒646-0023 田辺市文里2-33-12

面接試験 140点
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６　勤務条件等

平成３１年４月１日から平成３２年（２０２０年）３月３１日までの１年間
※　地方公務員法の改正に伴い、現行制度での任用は、平成３２年（２０２０年）
　３月３１日をもって廃止となるため、任用期間の更新はありません。
週５日（土日・祝日除く）
※　職種・勤務先により、土日・祝日勤務がある場合があります。
※　勤務時間は、勤務先により異なります。
○報　　酬　校務員、事務助手、寄宿舎給食員：日額６，７００円
　　　　　　給食員、介助職員：日額８，４００円
○費用弁償（通勤手当相当分）
　　　　　　非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の定めに従い支給
　　　　　　（１月当たり５５，０００円が限度）
　　　　　　※　平成３０年４月１日現在

健康保険、厚生年金保険、雇用保険

○年次有給休暇　１年間２０日
○特 別 休 暇　 忌引休暇（有給）、病気休暇（無給）等
地方公務員法の規定による。
・ 法律及び上司の職務上の命令に従う義務
・ 守秘義務、職務専念義務
・ 営利企業等の従事制限（副業の原則禁止）等

７　試験結果の情報提供について

　この試験の結果については、受験本人の申し出により、情報提供を受けることができます。

　情報提供を希望する人は、以下により受験者本人が受験票又は本人であることを証明する書類（運

転免許証、旅券等の顔写真付きで公的機関発行のものに限る。）を持参の上、和歌山県教育庁学校教

育局学校人事課（県庁南別館７階）に請求してください。

８　受験手続及び受付期間

【配布場所】
和歌山県教育庁学校教育局学校人事課
３の試験区分に記載の各県立学校
※　県立海南高等学校大成校舎、県立海南高等学校美里分校、県立箕島高等学校
　宮原校舎及び県立日高高等学校中津分校では配付しません。
※　配布場所まで申込用紙を取りに行くことができない場合は、和歌山県教育庁
　学校教育局学校人事課（電話：073(441)3659）までご連絡ください。

【その他】
・　和歌山県教育委員会ホームページ（http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/

500000/index.html）からダウンロードすることも可能です。
 下記の申込書類を、受験を希望する試験区分の各県立学校へ申し込んでください。
 ※　郵送する場合は必ず簡易書留郵便とし、封筒の表に｢職員採用試験受験申込み｣
 　と朱書きしてください。これ以外による不着の問題につきましては、一切対応し
   かねます。
 ①　申込書（指定様式）　　　　１通
 　※　必要事項を記入の上、写真を貼付したもの
 ②　受験票送付用定形郵便封筒　１通（長３型、縦23㎝×横12㎝程度の大きさ）
 　※　自分の宛先を明記し、８２円切手を貼付したもの

内　　容 期　　間情報提供の対象者

受　験　者

 試験種目別の得点、合格
 基準に達していない試験
 種目並びに総合得点及び
 総合順位

 合格発表の日から１か月間（日曜日、土曜日及び国民
 の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）
 午前９時（期間の初日は合格発表後）から午後５時45
 分まで

申込方法

申込用紙
配布場所

申込書類

任用期間

勤務形態

休　　暇

服　　務

報 酬 等

福　　利
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 受験を希望する試験区分の各県立学校
 ※　住所は､「３試験区分･採用予定人員･試験実施日･勤務時間」に記載しています。
 ※　次の試験区分を希望する人は、（）に記載した県立学校へ申し込んでください。
　　 　校務員の県立海南高等学校大成校舎（県立海南高等学校海南校舎）
　　 　校務員の県立海南高等学校美里分校（県立海南高等学校海南校舎）
　　 　校務員の県立箕島高等学校宮原校舎（県立箕島高等学校箕島校舎）
　　 　校務員の県立有田中央高等学校清水分校（県立有田中央高等学校）
　　 　校務員の県立日高高等学校中津分校（県立日高高等学校）

 申込書を受理した場合は、受付期間終了後に郵便にて受験票を交付します。
 平成３１年２月８日（金）までに受験票が到着しないときは、至急、申込先の県立
 学校までご連絡ください。
 ①　提出書類に不備があるときは受理できない場合があります。
 ②　記載事項に不正があると受験が無効になる場合があります。
 ③　受験資格については、「４　受験資格」のところに記載しています。
 ④　記入はインキ又はボールペンを用いてください。数字は算用数字を用い、日付
 　は和暦で記入してください。
 ⑤　試験区分を必ず記入してください。申込みできるのは一つの試験区分のみで、
 　申込後の変更は認められません。
 ⑥　連絡先は、現住所と同じ場合は記入する必要はありません。
 ⑦　職歴は新しいものから順に書いてください。現在も在職されている人の在職期
 　間は申請時点の年月を記入してください。業務内容欄は、具体的な作業内容を記
　 入してください。
 ⑧　課外活動歴は、クラブ名・ボランティア活動名のあとに活動時期を（）書きで
　 記入してください。
 ⑨　自分の宛先を明記し、８２円切手を貼付した受験票送付用定形郵便封筒（長３
　 型、縦２３cm×横１２cm程度の大きさ）を同封してください。

９　その他
・　受験申込や試験に関する問い合わせは、和歌山県教育庁学校教育局学校人事課県立学校人事班（電

話：073(441)3659）まで行ってください。
・　その他勤務内容・勤務時間等の詳細に関する問い合わせは、試験区分の各県立学校まで行ってくだ

さい。

受験票の交付

申込書の
記入方法

申 込 先

受付期間  平成３１年１月１８日（金）～　１月３１日（木）【必着】

7


