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川崎市教育委員会

受 付 期 間  令和４年１１月１８日（金）９：００ ～ １２月１２日（月）１５：００ 

            （Web 申込のみ。〆切時間までの受信有効） 

 選考実施日  小論文  令和４年１２月２４日（土） 

            面 接  令和４年１２月２４日（土）～２８日（水）のうち指定する１日 

 選 考 会 場  川崎会場（川崎市役所第４庁舎ほか） 

この選考は、令和５（2023）年度採用となる、川崎市立学校の一般任期付教員及び期限付教員
の採用候補者を選考するために実施するものです。 
一般任期付教員及び期限付教員については次のとおりです。 
種別 

(選考区分) 分類 分類詳細 根拠法 任用期間等 

一般任期付教員 地方公共団体の
一般職の任期付
職員の採用に関
する法律第４条 

予め任期を定めて採用される正規
教員です。 
本採用選考の合格者の任用期間に
ついては、令和５年４月１日から
令和８年３月 31 日までの３年間
として採用し、学級担任や専科指
導担当等として勤務します。

期限付教員 臨時的任用教
員 

欠員の補充 地方公務員法第
22 条の 3 

左記分類詳細ごとに、根拠法に基
づく任用期間は異なりますが、当
該選考により採用された方は、左
記分類による任用を組み合わせ
て、令和５年４月１日から令和８
年３月 31日まで、引き続いた３年
間の任用を行います。 
ティームティーチングの担当や、
欠員の補充として、又は出産休暇
や育児休業を取得する正規教員
（以下「本務者」という。）の代替
として、小学校では学級担任等、
中学校では教科指導等を行いま
す。 

出産休暇取得
者の代替 

女子教職員の出
産に際しての補
助教職員の確保
に関する法律第
3条

育児休業取得
者の代替 

地方公務員の育
児休業等に関す
る法律第 6 条第
1項第 2号

任期付教員 育児休業取得
者の代替（育
児休業の取得
者の取得期間
が 1 年を超え
る場合）

地方公務員の育
児休業等に関す
る法律第 6 条第
1項第 1号 

令和４（2022）年度実施 

川崎市立学校 一般任期付教員・期限付教員採用候補者選考 受験案内
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１ 募集対象・募集人員等 

選考区分 校種 職種 募集人員・教科 備考 

一般任期

付教員 
小学校

教諭 
専科指導担当教諭 40 名程度

原則として小学校に配置されま
す。一般的な教諭の場合、特別支
援学級を担当する場合もありま
す。 

期限付 

教員 

小学校

教諭 

50～60 名 

原則として小学校に配置されま
すが、特別支援学校に配置され
る場合もあります。 
小学校では特別支援学級を担当
する場合もあります。 
本務者の出産休暇、育児休業の
取得状況に応じ、年度途中でも

勤務校が変更となる場合があり
ます。

中学校
10～

15 名

国語 

社会 

数学 

理科 

保健体育

英語 

原則として中学校に配置されま
すが、特別支援学校に配置され
る場合もあります。また、数学、

理科、保健体育、英語について

は、小学校に配置され、一般任期

付教員又は期限付教員として専

科指導を担当する場合がありま

す。

中学校では特別支援学級を担当
する場合もあります。 
本務者の出産休暇、育児休業の
取得状況に応じ、年度途中でも

勤務校が変更となる場合があり
ます。

（注）募集人員は、国の教員定数の動向により変動する場合があります。 
※専科指導担当教員とは… 

小学校における専科担当教員は、小学校に配置され、所有する中学校又は高等学校の免許状

等に相当する教科の指導を専門に行う教員です。該当する小学校の教科は、算数、理科、体育、

外国語（「外国語活動」の場合あり。）で、小学校の高学年を主に担当し、学校の規模や担当授
業コマ数に応じて、中学年を担当する場合もあります。 

所有免許状や経験を生かして、専門性をもって授業にあたるほか、義務教育 9年間を見通し

た子どもたちの系統的な学びに寄与する大切な役割です。 
 なお、専科指導の性質上、学級担任は担当しませんが、他の教員同様の校務分掌を担当しま
す。 
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２ 受験資格 

 次の(1)から(4)までの条件をすべて満たす方 
(1) 昭和 40（1965）年４月２日以降に生まれた方 
(2) 令和 5（2023）年４月１日時点で有効な次の教員免許状を有する方（令和 5（2023）年 
３月 31日までに取得見込を含む。）又は次の資格等を有する方 

(3) 地方公務員法第 16条及び学校教育法第 9条による欠格事項に該当しない方 
(4) 川崎市立学校で正規教職員又は一般任期付教員として勤務をしていない方 

校種・教科等 免許状又は資格等 

小学校 小学校教諭普通免許状 

小学校 
（専科指導） 次のいずれかに該当 

①高等学校教諭普通免許状又は中学校教諭普通免許状のうち、数学、理科、
保健体育、英語を所持する者 
②小学校教諭普通免許状を有する者で、小学校において算数、理科、体育、
外国語における専科指導を５年以上担当した経験のある者 
③小学校教諭普通免許状又は小学校教諭特別免許状（外国語（英語））を有
する者で、小学校において、２年以上の外国語指導助手（ALT：Assistant 
Language Teacher）の経験のある者 
④小学校教諭普通免許状又は小学校教諭特別免許状（外国語（英語））を有
する者で、CEFR（Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, teaching, assessment、外国語の学習、教授、評価の
ためのヨーロッパ言語共通参照枠）にてB2相当以上の英語力のある者※

※英検準 1級（CSEスコア 2,300 以上に限る。）以上、TOEIC L&R/TOEIC S&Wスコア
1,560（TOEIC L&R スコア 785 点＋TOEIC S&Wスコア 310 に相当）以上、TOEFL-iBT
スコア 72 以上等詳細は下記URLに掲載している文部科学省資料を参照。
https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000134262.html 
⑤小学校教諭普通免許状又は小学校教諭特別免許状（外国語（英語））を有
する者で、海外の大学、青年海外協力隊又は在外教育施設等で２年以上の英
語を使用した海外留学又は勤務経験のある者

中学校 次の教科の中学校教諭普通免許状 
国語、社会、数学、理科、保健体育、英語 
※数学、理科、保健体育、英語の免許状所持者は、小学校において相当する教科の
専科指導教員となる場合があります。
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３ 応募区分 

 次の応募区分にてお申し込みください。 
応募区分番号 応募区分 

① 一般任期付教員（小学校）・期限付教員（小学校） 
② 一般任期付教員（小学校（専科指導）） 
③ 期限付教員（中学校） 

※一般任期付教員(小学校)及び期限付教員（小学校）単独での募集は実施しません。成績上
位者から、一般任期付教員として採用します。 

４ 選考日程、会場、結果通知等 

(1) 選考実施日及び選考内容 
選考の種類 選考内容 選考実施日 
小論文 600 字以内の論述 令和４年１２月２４日（土）

面 接 個人面接を実施 令和４年１２月２４日（土）～２８日（水） 

のうち教育委員会が指定する 1日 

(2) 選考会場 
川崎市役所第４庁舎（川崎市川崎区宮本町 3番地３）ほか 
応募者数に応じて会場が変更となる場合があります。 
電子メールにてお知らせしますので、申込時にメールアドレスを必ず登録してください。 

(3) 選考における加点措置 
 「３ 応募区分」に応じて、次表に該当する加点対象者は、申請に基づき小論文及び面接の
合計点（100点満点）に加点（5点）を行います。 

応募区分 加点対象者（条件） 
① 一般任期付教員（小学校） 

・期限付教員（小学校） 
・中学校教諭普通免許状（数学、理科、保健体育、英語に
限る）を有する人 

② 一般任期付教員（小学校
（専科指導））

・高等学校教諭普通免許状又は中学校教諭普通免許状での
応募者のうち、小学校教諭普通免許状を有する人 

・次の中学校教諭普通免許状のうち、2教科以上の免許状
を有する人（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保
健体育、技術、家庭、英語） 

③ 期限付教員（中学校） 

・小学校教諭普通免許状を有する人（数学、理科、保健体
育、英語の応募者に限る） 

・次の中学校教諭普通免許状のうち、2教科以上の免許状
を有する人（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、 
保健体育、技術、家庭、英語） 
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※1 加点対象の免許状については、令和 5（2023）年３月 31 日までに取得見込である場合を
含みます。 
※2 加点の上限は 5点とし、複数の条件を満たしていても重複加点はありません。 
例１：①一般任期付教員（小学校）で、中学校の数学と理科の免許状を所持していても、加

点の重複はありません。 
例２：③期限付教員（中学校）で、小学校の免許状と中学校の数学と理科の免許状を所持して

いても、加点の重複はありません。 
※3 加点を希望する場合は、申込フォームにおいて「加点希望」の項目で「あり」を選んで申
し込んだ上で、当日持参する「一般任期付教員・期限付教員採用候補者選考志願書」におい
て加点希望欄を「あり」に〇をつけてください。 
※4加点を希望する場合は、合格後、当該申請に該当する免許状の原本確認を行います。併せ
て、該当する免許状の写し（教員免許状の取得見込の場合は取得見込証明書）を提出してい
ただきます。 
※5 ※4 の提出がない場合（免許状取得見込者が令和 5（2023）年 3 月 31 日までに取得でき
なかった場合を含む。）には、加点は無効となり、採用候補者名簿に登載されていても、名
簿登載を取り消す場合があります。 

(4) 選考結果について 
  選考の結果、採用候補者となる方は、令和 5年度川崎市立学校一般任期付教員・期限付教員
採用候補者名簿に登載され、名簿登載者の受験番号を川崎市教育委員会ホームページに掲載
します。 

名簿登載者発表日時 令和５（２０２３）年１月１３日（金）１３：００（予定） 

５ 採用について 

(1) 名簿登載から採用までの流れ 
ア 一般任期付教員 
 (ア) 令和 5年度川崎市立学校一般任期付教員・期限付教員採用候補者名簿に登載された方の

中から、市立学校の教員配置枠に応じて採用を行います。 
 (イ) 市立学校における学級数の増減その他の要因により、名簿登載された方が採用にならな

い場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 
 (ウ) (イ)の場合、一般任期付教員（小学校）で受験いただいた方は、５（１）イ 期限付教員 

として優先的に任用を行います。また、一般任期付教員（小学校（専科指導））で受験い
ただいた方は、常勤の臨時的任用教員等として優先的に任用を行います。 
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イ 期限付教員 
 (ア) 令和 5年度川崎市立学校一般任期付教員・期限付教員採用候補者名簿に登載された方の

中から、正規教員の出産休暇、育児休業の取得状況や、欠員の状況に応じて、期限付教員
として採用を行います。標準的な例は下図のとおりとなり、引き続き３年間の任用を行い
ます。 

 (イ) 正規教員の育児休業の取得状況に応じて、育児休業代替任期付教員として採用される場
合があります。 

(ウ) 正規教員の育児休業の取得状況等により、期限付教員として採用されない場合がありま
すので、あらかじめ御了承ください。 

(エ) (ウ)の場合、原則、令和 8年 3月 31 日までは常勤の臨時的任用教員として任用します。 

●令和５年７月 20日出産予定の正規教員がいる場合の任用例 
 臨時的任用教員 

（欠員補充）
臨時的任用教員 
（産前・産後休暇代替）

臨時的任用教員
（育児休業代替）

育児休業代替任期付教員

令和 5年 4月 1日～     5 月 25 日～  9 月 15 日~ 令和 6 年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 
更新：令和 7年 4月 1日~令和 8年 3 月 31 日

＊5 月 25 日～9月 14 日産前・産後休暇 
＊7月 20 日出産 
＊9月 15 日～令和 8年 3 月 31 日育児休業 

(2) 名簿登載の有効期限 
名簿登載の有効期限は、令和 6（2024）年 3 月 31 日までとします。 

(3) 採用予定日 
採用予定日は、原則として令和 5（2023）年４月１日付けとなりますが、学校の状況等によ
り、４月２日以降となる場合もあります。 
なお、５（１）ア(ウ)又はイ（ア）により臨時的任用教員として採用となる場合も同様です。 

(4) その他 
ア 「２ 受験資格」は、選考結果の合格・名簿登載後において免許状や該当資格等を確認す
ることができる書類の原本確認及び写しの提出による確認を行います。その際、受験資格を
満たすことが確認できなかった場合（教員免許状が取得見込の場合で、令和 5（2023）年 3
月 31 日までに取得できなかった場合を含む。）は、採用候補者名簿から取消を行います。 
イ 任用期間中に、勤務校が変わる場合があります。
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６ 申込手続き 

  申込手続は次に記載のとおりです。よく御確認いただき、お申込みください。 
  なお、申込は電子申込のみとなります。電子申込の方法は、下記から直接アクセスする場合
と、川崎市教育委員会ホームページからのリンクでアクセスする方法があります。 
  ただし、どちらの場合も申込フォームの機能が稼働する動作環境が必要です。以下をよく御
確認いただいた上でお申込みいただくようお願いいたします。 

申込期間 令和４年１１月１８日（金）９：００から 

令和４年１２月１２日（月）１５：００まで 

※申込〆切時間までの申請受信分までが有効です。 

申込方法 インターネットによる申込のみとなります。スマートフォンからの申込も可能です。 

動作環境は、下記を御参照ください。 

（直接アクセスする場合） 

申込フォームURL 

※スマートフォンの場合、右の 2次元コードが便利です。  

（川崎市教育委員会ホームページから探す場合） 

「川崎市教育委員会」ホームページを検索 〉TOP ページ 〉「相談・手続き・
職員採用」 〉「採用・募集情報」 〉「川崎市立学校一般任期付教員採用候補者
選考試験」 〉「一般任期付教員採用試験概要」 
（一般任期付教員募集ページURL） 
https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000134262.html 
申込フォームの必須入力事項をすべて入力してください。なお、申込時の返信
メールが受験票を兼ねますので、メールアドレスを必ず登録してください。 

動作環境 パソコン及びスマートフォンから申込可能ですが、動作環境は下記ブラウザを推奨いた
します。 
推奨ブラウザ※：Google Chrome（グーグルクローム）、Firefox（ファイアーフ

ォックス）、Safari（サファリ） 
（アイコン例）左からGoogle Chrome、Firefox、Safari

https://logoform.jp/form/FUQz/162373 
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※一般的に、iPhone や macbook 等の apple 社製品には、Safari が、android スマートフ
ォンの場合は、概ねChrome が標準的に使用されています。apple 社以外のパソコン
の場合、Chrome や Firefox を別途インストールする必要がある場合があります。 

注意事項 
①申込時に、メールアドレスが必要となります。メールアドレスは、申込状況
の自動返信をするために使用されます。スマートフォン等を御利用で、迷惑

メール等の受信制限を設定している場合は、一時的に解除していただくか、

@logoform.jp のドメインを受信制限解除する手続きを行った上でお申し込

みください。 
②申込時の返信メールが受験票を兼ねますので、返信メールは削除しないよう
にしてください。 
③ブラウザの不具合等により川崎市教育委員会で申し込みが確認できなかった
場合は、申込受付が未完了となり、受理できませんので御注意ください。 

７ 当日の持ち物、注意事項等 

  選考当日の持ち物及び注意事項等は次のとおりです。 

 (1) 当日の持ち物 
  ア 筆記用具及び消しゴム（小論文の日程のみ） 
  イ 申込時の返信メールを確認できるもの（小論文、面接共通） 
    例）返信メールをプリントアウトしたもの 
      返信メールを確認できるスマートフォンの画面（メール実物又は該当画面のスク

リーンショット（受験番号がわかるもの）の提示） 
  ウ 一般任期付教員・期限付教員 採用候補者選考志願書（小論文の日程のみ） 

申込サイト又は教育委員会ホームページからダウンロードしてプリントアウトの上、記
入例をもとに作成、写真貼付の上、小論文の際に御持参ください。 

  エ レターパックプラス（レターパックライトは不可。宛先に、選考結果通知先を記載して
お持ちください。） 

 (2) 注意事項 
  ア 受験票は、申込時の返信メールとなります。郵送はしませんので御注意ください。 
  イ 受験番号は、申込み完了画面及び返信メールに記載されます。 
ウ 受験会場は４ページに記載のとおりですが、変更となる場合は申込時に登録したメール
アドレスに個別に御案内いたします。 



9 

８ 処遇等 

項目 任期付教員 臨時的任用教員 

身分 一般職地方公務員 

地方公務員法の適用 有り 有り 
＊一部適用除外有り

条件付採用 任用の日から１年間 なし 

年次休暇 
20 日間（4月採用の場合） 
＊任用初日付与。繰越有り

特別休暇 夏季休暇、結婚、出産等正規と同等 

育児休業 対象外 

初任給 
修士課程修了 約 277,000 円 
大学卒の場合 約 252,000 円 
＊地域手当、教職調整額、教員特別手当等を含む。経歴等による加算有り

昇給 
有り 
＊人事評価結果に基づき実施

なし 
＊年度ごと等に、経験に基づく加算を行う場合
があります。

賞 与 
期末手当、勤勉手当支給有り 
＊任用初年度の 6月期は過去の経歴により支給率が下がる場合があります。

各種手当 
通勤手当、扶養手当、住居手当等 
＊市の基準により支給されます。

年金/健康保険 公立学校共済組合に加入 

災害補償 地方公務員災害補償法の適用 

選考申込フォームはこちら 

https://logoform.jp/form/FUQz/162373 
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川崎市教育委員会事務局職員部教職員人事課 

〒２１０－０００４ 川崎市川崎区宮本町６番地 

電話    ０４４－２００－３８４３ 

FAX     ０４４－２００－２８６９ 

E-mail   88kyojin@city.kawasaki.jp 

URL https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000134262.html 


