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※今年度実施試験より、電子申請による出願に移行します。 

本実施要項をご参照のうえ、出願手続をおこなってください。 

なお、電子申請以外での出願は、一切受け付けません。 

 

 

 

 

 

 令和４年度採用 

神戸市立特別支援学校 

実習助手採用選考試験 

実施要項 

 

●受付期間（電子申請（インターネット）受付） 

令和３年９月 24日（金）午前 10時～10月 18日（月）午前 12時（正午） 

●適性検査（ＷＥＢ受検） 

令和３年 10月 22日（金）～10月 27日（水） 

●筆記試験（一般教養・専門）、小論文試験、個人面接 

令和３年 10月 30日（土） 

 ●結果発表 

  令和３年 11月 25日（木）午前 10時（予定） 
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１ 募集の対象 

採用の種別 主な職務内容 必要な資格 募集人数 

特別支援学校 

実習助手 

特別支援学校で実習等について 

教諭の職務を補佐 

下記資格のうち、いずれかを所有すること。 

理学療法士免許 

作業療法士免許 

言語聴覚士免許 

若干名 

 

２ 受験資格 下記（１）～（４）のすべてを満たす者 

（１）地方公務員法第 16条の欠格条項に該当しない者 

（２）平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けていない者(心神耗弱を原因と 

   するものを除く)  

（３）昭和 37年４月２日以降に生まれた者（令和４年４月１日現在で 59歳以下の者） 

（４）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれかの資格所有者、または令和４年３月 31日 

までに取得見込みの者 

※日本国籍を有しない者も受験可能。 

 

３ 選考内容 

（１）日  程   令和３年 10月 30日（土） 

※詳細な時間は、受験票でお知らせします。 

         ※10月 21日（木）に受験票を電子メールにて送付予定です。10月 24日（日） 

になっても受験票が届かない場合は、10月 25日（月）午前 12時（正午） 

までに、必ず P.７に記載の問合せ先までご連絡ください。 

         ※悪天候等により試験日程を変更する場合は、採用ホームページにて通知予 

定です。 

（２）場  所   神戸市内(詳細については、受験票でお知らせします。) 

（３）選考内容  筆記試験（一般教養・専門）、小論文試験、個人面接 

※個人面接の際に、免許取得又は取得予定校の在籍証明書（既卒の場合は学 

業成績証明書）を提出してください。 

（４）配  点  ７２０点満点 

① ② ③ ④ 

筆記試験（一般教養） 筆記試験（専門） 小論文試験 個人面接 

120点 120点 120点 360点 

（５）適性検査  令和３年 10月 27日(水)までに WEB 上で必ず受検してください。 

※WEBでの受検方法等の詳細については、10月 21日（木）に送付します。 

※期限までに受検が完了できていない場合は、本試験の受験資格を失います。 

※適性検査の結果は面接の参考資料としてのみ使用します。 

（６）結果発表  令和３年 11月 25日（木）午前 10時（予定） 

受験者全員に封書で通知します。また、採用ホームページにも掲載します。 
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４ 採用について 

（１）採用日    令和４年４月１日(金)（予定） 

（２）給与     初任給等（令和３年度給与ベースでの参考額） 

          【大学卒の場合】238,436円 

          ※その他、期末勤勉手当、通勤手当、扶養手当、住居手当等が支給要件に 

           応じて支給されます。 

（３）その他    ① 第二次選考合格者は、令和４年度採用候補者名簿に登載します。ただし、 

志願書等の記載事項に不正がある場合、実習助手として採用される資格 

を失うことがあります。 

          ② 採用は、令和４年４月１日以降、採用候補者名簿登載者から逐次行いま 

す。採用候補者名簿の有効期限は、令和５年３月 31 日までです。 

          ③ 採用後、６か月間は条件付採用となっており、この期間に職務を良好な

成績で遂行したときにはじめて「正規採用」になります。条件付採用期

間中に不適切な行為で懲戒処分を受けた場合や無断欠勤（遅刻を含む）、 

事務懈怠等、勤務実績が良くないと判断された場合は、正式採用となら

ない場合があるため、合格後はもちろん採用後も油断することなく実習

助手としての自覚をもって行動するよう心掛けてください。 

 

５ 昨年度の実施状況 

 

受験者数 合格者数 倍率 

７人 1人 ７倍 

 

６ 出願方法 

令和３年９月 24日（金）午前 10時から 10月 18日（月）午前 12時（正午）までに「兵庫県電

子申請共同運営システム」より出願してください。必ずパソコンを使用して申請するようにして

ください。スマートフォンやタブレット、携帯電話等で申請することはできません。 

 

 

 

（注）・電子申請以外での出願は受け付けません。 

・「申請到達連絡」の電子メールが届かない場合、出願が出来ていない可能性があるため 

注意してください。 

・電子申請による出願が期限内に確認されない場合、出願を無効とします。 

・複数回の申請はできません。複数の申請が確認された場合、全ての申請を無効とします。 

・出願にあたってご不明な点は、P.７に記載の問合せ先までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

志願書等の提出書類は筆記試験時（令和３年１０月３０日（土））にご提出ください。 

提出書類：①「志願書（写真貼付、署名）」、②「クラブ・部活歴等調査票」、③「エントリーシート」 
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【出願の流れ】 

はじめに ・電子申請には、パソコンのほか、プリンター、電子メールアドレス、Adobe Reader が

必要となります。 

・登録された電子メールアドレスにのみ、受験票等各種データを送付します。最終結果

発表まで使用できる電子メールアドレスを登録してください。 

・出願受付期間終了後（10月 18 日(月)午前 12時(正午)以降）、申請内容は一切変更で

きません。 

・申請にあたって、特に締切間際などは、データの送受信に時間のかかる場合がありま

す。余裕を持って早めに申請手続を行ってください。60 分以上システムの画面を更

新しないまま利用するとタイムアウトし、入力内容が消えてしまう場合がありますの

で、保存をしながら入力してください。 

・使用するパソコンや通信回線の障害等によるトラブルには、一切責任を負いません。 

・申請にあたりご不明な点があった場合は、P.７に記載の問合せ先にご連絡ください。 

・操作方法等については出願受付開始に伴い、採用ホームページ内に「電子申請の入力

要領」を掲載しますので、確認してください。 

システム登録 ① 出願には「兵庫県電子申請共同運営システム」への事前登録が必要です。（すでに

登録済みの方は改めての登録は不要です。）当該システムにアクセスし、「申請者情報

登録」から画面の指示に従い、情報を登録してください。この際に登録した、ＩＤ及

びパスワードは必ず控えておいてください。 

 

 

 

 

 

≪登録内容メモ≫ 

ＩＤ  パスワード 
 

 

※「申請者情報登録」だけでは、電子申請による出願は完了していません。次ページの 

電子申請の②及び③の作業を完了してください。 

※電子申請システム上で、環境依存文字、旧漢字、「，(カンマ)」等を入力しないよう 

にしてください。漢字の入力ができない場合は代替文字を使用し、志願書類の署名欄

には正式な漢字で記載してください。 

※電子申請システムにて生じるエラーメッセージ等への対応 

事前準備として、Webブラウザの設定が必要となります。設定方法については、「兵

庫県電子申請共同運営システム」トップページの「動作環境について」から「Webブ

ラウザの設定」を参照ください。Web ブラウザの設定方法については、電子申請サー

ビスヘルプデスク（0120-96-9068）へお問い合わせください。 

なお、一部ブラウザではボタンが反応しないなどの現象が発生することがありますの

で、その場合、Internet Explorer での申請をお願いします。 

 

「兵庫県電子申請共同運営システム」 

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/navi/index.html 

※採用ホームページからもアクセスできます。 
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電子申請 

(10/18(月) 

午前 12時 

(正午)締切) 

② 「兵庫県電子申請共同運営システム」トップページにある「申請先の選択」（下方

にある兵庫県の地図）から「神戸市」を選択し、「教育委員会事務局 教職員課」を

選択してください。表示される「手続一覧」の画面から、「神戸市実習助手採用選考」

を選択してください。 

採用試験出願に必要な事項の入力を求められます。画面の指示に従い、必要事項を

入力してください。 

※身体上の問題（身体の障害等や体調不良）やその他の事由で、受験会場に配慮が必 

要な場合は、「受験会場等において配慮すべきこと」として、該当欄に入力ください。 

 

③ 入力が正常に完了した場合、「到達番号」及び「問合せ番号」が表示されます。受

験票や志願書等の書類をダウンロードする際に必要となりますので、必ず控えておい

てください。 

また、入力が完了しましたら、「申請到達連絡」が電子メールで届きますので確認

してください。届かない場合は、必ず P.７に記載の問合せ先にご連絡ください。 

 

【重要】「申請到達連絡」の電子メールが届かない場合、出願が出来ていない（電子申

請が正常に受け付けられていない）可能性があります。 

 

≪登録内容メモ≫ 

到達番号  問合せ番号 
 

※到達番号及び問合せ番号は申請終了後、画面に表示されます。 

※システム登録（①）及び、電子申請（②・③）は必ず受付期間中（～10月 18 日（月） 

午前 12時(正午)）に完了してください。 

※電子申請（②・③）について、不明な点があった場合は、P.７に記載の問合せ先に 

ご連絡ください。また、申請後に申請内容に誤りがあった場合、受付期間中（～10 

月 18 日（月）午前 12 時(正午)）に修正してください。（新たに別の電子申請はし 

ないでください）。受付期間を過ぎて、申請内容に誤りが生じた場合は、必ず P.７ 

に記載の問合せ先にご連絡ください。 

 

 【申請内容修正方法】 

  「兵庫県電子申請共同運営システム」のページを開き「申請・手続情報」のメニュ 

ーから「申請状況照会」を選択します。「到達番号の形式が 999999999999999999（数 

字のみ）の場合」を選択し、「到達番号で照会」から「到達番号」と「問合せ番号」 

を入力して照会してください。 

「取扱状況詳細」の画面から、「補正」を選択すると修正できます。なお、修正が 

完了した際には、「補正処理終了連絡」が電子メールで届きますので確認してくださ

い。届かない場合は、必ず P.７に記載の問合せ先にご連絡ください。 

電子申請完了 

のお知らせ 

(10/18(月)  

午後３時) 

④ 10 月 18 日（月）午後３時を目途に電子メールで「受付結果連絡」（電子申請による

出願の完了のお知らせ）を登録された電子メールアドレス宛に送付します。10 月 19

日（火）になっても届かない場合は、10 月 20 日（水）午前 12 時（正午）までに、

必ず P.７に記載の問合せ先にご連絡ください。 
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≪電子申請のイメージ図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験票の確認 

(10/21(木)以降) 

⑤ 10 月 21 日（木）に「審査終了連絡」（受験票等の発行通知）を、登録された電子メ

ールアドレス宛に送付します。10 月 24 日（日）になっても届かない場合は、10 月

25 日（月）午後５時までに、必ず P.７に記載の問合せ先にご連絡ください。 

(1) 当該電子メールから「兵庫県電子申請共同運営システム」のホームページを開き、

「申請・手続状況」のメニューから「申請状況照会」を選択します。 

(2) 「到達番号の形式が 999999999999999999（数字のみ）の場合」を選択し、「到達

番号」と「問い合わせ番号」を入力してログインしてください。 

(3) 「取扱状況詳細」の画面から、「通知書類一覧」を選択すると、「受験票」、「志願

書」等を取得できます。 

志願書等の提出 

(10/30(土)) 

⑥ 試験当日（令和３年 10 月 30 日（土））に下記の必要書類をご提出ください。 
 
  必要書類 「受験票」「志願書（写真の貼付、署名したもの）」 

「クラブ・部活動・ボランティア歴等調査票」「エントリーシート」 
 

③出願情報の到達

　「申請到達連絡」(電子メール)の通知

  出願内容等の修正入力

②出願内容・エントリシート等の入力

  出願情報の到達

　ＩＤ・パスワードの送付

①システム登録（事前登録） 　申請者情報の登録

〇受験票等のプリントアウト及び確認
　受験票、志願書、クラブ・部活動歴等調査
票及びエントリーシートのPDFデータをダウン
ロードし、プリントアウトし、内容確認。

・受験票
・志願書等

のPDFデータ掲載

　⑥試験会場に持参
　 (1)志願書（写真の添付、自署）
　 (2)クラブ・部活動歴等調査票
   (3)エントリーシート

　「補正処理終了連絡」(電子メール)の通知

　受付結果連絡（確認） ④受付結果連絡　送信

　審査終了連絡（確認） ⑤審査終了連絡　送信

申請者 兵庫県電子申請共同運営システム

９月24日(金)

午前10時

10月18日(月)

午前12時(正午)

必要な場合

のみ

10月18日(月)

午後３時頃

10月21日(木)

10月30日(土)

出 願 締 切

出 願 開 始
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７ 問合せ先 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号 

 神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター４階 

神戸市教育委員会事務局 総務部教職員課（任用担当） 

ＴＥＬ：０７８－９８４－０６３７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 神戸市立特別支援学校実習助手採用候補者選考試験ホームページ（採用ホームページ）  

https://www.city.kobe.lg.jp/a55153/shise/shokuinsaiyou/kyouiku/jissyuujosyusaiyounituite.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用ホームページ 

 


