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令和５年度 大阪市立学校長・幼稚園長採用選考募集要項 

 

                                    大阪市教育委員会 

 

 大阪市教育委員会は、大阪市教育行政基本条例及び大阪市立学校活性化条例並びに大阪市教育振

興基本計画に示された教育改革の方向性に沿って、学校長・幼稚園長として学校を運営できる人材

を広く求めるため、採用選考を実施します。 

 

今年度の主な変更点 

 大阪市立の高等学校が大阪府に移管されたことに伴い、応募資格Ｂ（本市教職員）の校種「高等学

校」の募集を停止します。 

 

 

１ 求める人物像 

  （１）大阪市教育振興基本計画で定める３つの「最重要目標」である「安心・安全な教育の推進」、

「未来を切り拓く学力・体力の向上」及び「学びを支える教育環境の充実」の主旨を理解

し、これらの達成に向け本市が推進する教育施策を実現できる人 

  （２）常に子どもの目線に立ち、子どもたちにとって将来にわたって必要となる力をはぐくむな

ど、子どもたちの最善の利益を実現することができる人 

  （３）子ども、保護者及び地域住民からの信頼のもと、保護者及び地域住民との連携及び協力を

図ることができる人。さらに、学校や地域の実情に応じた特色ある教育実践を創造し、子

どもたちの活気にあふれる学校づくりのできる人 

  （４）教職員との信頼を基盤として、リーダーシップを発揮して管理職を中心とした学校の組織

マネジメント体制を構築することができる人。また、教職員の能力、適性及び勤務意欲の

向上を図るよう支援し、教職員の力を結束して安定した学校運営を行うことができる人 

  （５）教育的識見、高い倫理観や柔軟な発想、企画力を有し、常に向上心をもって教育者として

研究と修養に努めることができる人 

 

２ 応募資格 

  次の応募資格Ａ又はＢのいずれかに該当する人 

（１）応募資格Ａ（民間企業その他組織の管理職経験者） 

次の各号に掲げる項目の全てを満たす人 

① 日本国籍を有し、地方公務員法第 16 条及び学校教育法第９条に該当しないこと（６ページ

の資料をご参照ください。） 

② 令和５年４月１日時点で、年齢が満 35 歳以上であること 

③ 民間企業や行政機関、研究・教育機関等において、管理職の経験を有する人又はそれと同

等以上の経験を有すること 

④ 申込時点で、本市の職員（教員を含む※）でないこと 

⑤ 研修予定期間の令和５年１月１日から同年３月 31 日までの間（閉庁日を除く。）、午前９時

から午後５時 30 分まで勤務が可能なこと 

※ただし、令和４年度末で大阪市立学校任期付校長の任期が満了する方は受験可能です。 

※大阪市立学校任期付校長として２回連続で任用されている場合は応募できません。 
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（２）応募資格Ｂ（本市教職員） 

（ア） 学校長 

次の各号に掲げる項目の全てに該当する人 

① 現に大阪市立学校の副校長、教頭又は大阪市教育委員会事務局若しくは学校以外の

教育機関の次席指導主事、総括指導主事、指導主事（教育職給料表(1)３級である者

に限る）又は管理主事として勤務しており、その経験年数が申込時点で通算して１

年以上あること 

ただし、人事交流等により現に大学その他の機関へ派遣されている人は、派遣前に

上記の経験年数を満たしていた場合には、本号に該当するものとみなす 

② 令和５年４月１日時点で、満 59 歳以下（生年月日が昭和 38 年４月２日以降）であ

ること 

③ 日本国籍を有すること 

 

（イ） 幼稚園長 

次の各号に掲げる項目の全てに該当する人 

① 現に大阪市立幼稚園の主任として勤務しており、その経験年数が申込時点で通算し

て５年以上あること 

② 令和５年４月１日時点で、満 59 歳以下（生年月日が昭和 38 年４月２日以降）であ

ること 

③ 日本国籍を有すること 

 

３ 採用期間 

 （１）応募資格Ａ  

・ 一般職の任期付職員の大阪市立学校長として採用します。 

・ 学校長としての任期は、令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までとします。 

なお、令和５年１月１日付けで大阪市教育委員会の会計年度任用職員として採用し、採用

前研修に参加していただく予定です。（予定期間：令和５年１月１日から同年３月 31 日ま

で） 

※任期は１年ごとに更新することとし、勤務実績に問題がなければ、令和５年４月１

日から令和８年３月 31 日までの３年間を基本とします。 

※大阪市教育委員会が特に必要と認める場合は、３年間を超えて任期を更新すること

があり、最長５年間とします。 

※勤務実績の不良や適格性が欠如していると認められる場合は、任期の途中であって

も他の職へ人事異動や分限処分（免職）を行うことがあります。 

※任期を通じて勤務成績が特に優秀と認められる場合は、任期終了後に選考を経て、

大阪市教育委員会事務局若しくは学校以外の教育機関の管理職へ中途採用する可能

性があります。 

※学校長として採用された場合、任期中は、営利企業等への従事制限等、地方公務員

法及び教育公務員特例法の服務に関する規定が適用されます。 

※国家公務員又は地方公務員として勤務している者が採用となる場合、現在の勤務先

を令和５年３月 30 日以前に退職いただく必要があります。（本市の職員(教員を含む)

を除く） 
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 （２）応募資格Ｂ 

・ 任期を付さない職員の大阪市立学校長又は幼稚園長として採用します。 

    

４ 募集校種及び募集予定人数 

小・中学校共通：50 名程度（応募資格Ａ・Ｂ合計） 

幼 稚 園：若干名（応募資格Ｂのみ） 

 

※ 配置校・勤務先等は、大阪市教育委員会で決定します。 

※ 応募資格Ａの方は、小学校・中学校のどちらを希望するか順位を付けてください。 

 

５ 選考方法 

（１）第１次選考（書類選考及び論述試験） 

    論述試験実施日：７月 16 日（土） 

・ 実施時間及び場所は、申込者へ受験票を送付することにより通知します。 

・ 応募資格Ａの人は、書類選考と論述試験の結果で合否を決定します。 

・ 応募資格Ｂの人は、書類選考と論述試験の結果に加え、平素の勤務状況も考慮して合

否を決定します。 

・ 第１次選考の結果は、令和４年８月中旬頃から８月下旬頃に受験者全員に通知します。 

（２）第２次選考（集団面接） 

・ 令和４年９月上旬頃から９月中旬頃までに実施する予定です。 

・ 集合時間及び場所は、第１次選考合格者に通知します。 

・ 第２次選考の結果は、令和４年９月末頃に受験者全員に通知する予定です。 

（３）第３次選考（個人面接） 

・ 令和４年 10 月中旬頃から 10 月下旬頃に実施する予定です。 

・ 集合時間及び場所は、第２次選考合格者に通知します。 

・ 第３次選考の結果は、令和４年 11 月中に受験者全員に通知する予定です。 

 

  ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、選考方法が変更される場合があります。 

※ 第 1 次選考後、合格者数等の公表の際に、論述試験問題、評価項目と評価の観点について公

表します。 

※ 応募資格Ｂの申込者のうち、大阪市教育委員会事務局若しくは学校以外の教育機関の次席指導

主事、総括指導主事、指導主事（教育職給料表(1)３級）又は管理主事として勤務している人、

及び前年度の大阪市立学校長・幼稚園長採用選考において第２次選考を合格した人については、

第１次選考及び第２次選考を免除します。 

※ 応募資格Ｂの第３次選考合格者は、名簿に３年間登載され、その間は全ての試験が免除されま

す。 

 

６ 受付期間 

   令和４年５月 18 日（水）から 同年６月 17日（金）まで 
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７ 応募方法等 

 （１）応募資格Ａ 

  （ア）応募に必要となる書類 

    ① 受験申込書（１）～（４） 

    ② 返信用封筒１通 

     ※ 定型封筒（長形３号：120ｍｍ×235ｍｍ）に 84 円切手を貼り、住所・氏名を明記して

ください。 

    

  （イ）応募方法 

    上記①、②を角型２号封筒（Ａ４版用、240ｍｍ×332ｍｍ）に入れ、表に「大阪市立学校長 

採用選考申込」と朱書の上、簡易書留で下記応募先へ郵送してください。 

    （令和４年６月 17 日（金）消印有効） 

 

  （ウ）応募先 

    〒530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０  

 大阪市教育委員会事務局 教職員人事担当 教員採用・管理職人事グループ 

 

  （エ）注意事項 

    ①簡易書留によらない郵便での事故等は、一切考慮しません。 

    ②提出された書類は、返却しません。 

     ※提出書類等に記入された情報は、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理し、      

選考以外の目的に使用することはありません。 

    ③応募に必要となる書類が不足している場合や、返信用封筒に 84 円切手が貼付されて     

いない場合には、応募が無効となる場合がありますのでご注意ください。 

  

（２）応募資格Ｂ 

  応募手続は、全て所属校園長を通じて行ってください。 

  （ア）応募に必要となる書類 

    受験申込書（１）（２）（４） 

    

  （イ）応募方法 

上記受験申込書を封筒に入れ、表に「学校長（又は幼稚園長）採用選考書類在中」と朱書の

上、下記応募先へ逓送により提出してください。 

（令和４年６月 17 日（金）必着） 

 

  （ウ）応募先 

    大阪市教育委員会事務局 教職員人事担当 教員採用・管理職人事グループ 
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問い合わせ先 

 大阪市教育委員会事務局 教職員人事担当 教員採用・管理職人事グループ 

 〒530-8201 大阪市北区中之島 1-3-20 

電話 06(6208)9123 

 

 

８ 実施要項、受験申込書等の入手方法 

（１）ホームページからダウンロードする場合 

  大阪市教育委員会事務局ホームページからダウンロードすることができます。 

ＵＲＬ(http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/) 

 

（２）配布場所で直接受け取る場合 

応募先（大阪市教育委員会事務局教職員人事担当）で入手することができます。 

 

９ 給与等 

給料及び諸手当等は、大阪市の｢職員の給与に関する条例｣その他の関係諸規定に基づき支給し

ます。 

※ 給与年額の見込みは、１年間勤務した場合に、令和４年５月現在の試算で、 

・ 小学校・中学校：満 45 歳で約 920 万円、満 55 歳で約 950 万円 

となります。上記金額に扶養手当、住居手当、通勤手当等は含みません。給料は、経歴

等により異なります。 

なお、上記金額は、あくまでも令和４年５月現在の試算であり、大阪市人事委員会勧告

等を踏まえ給与改定が実施された場合には、変動することがあります。 

 

※ 応募資格Ａの第３次選考合格者が採用前研修に参加した期間は、大阪市教育委員会の会

計年度任用職員の報酬を支給する予定です。なお、通勤に要する費用は、実費相当額を

別途支給する予定です。 

 

10 その他 

  （１）電話等による合否のお問い合わせには、お答えできません。 

  （２）応募資格Ａの第３次選考合格者は、採用時に略歴等を公表することがあります。 

 （３）応募資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。また、提出書類の記入 

   事項が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 

（４）公債権の滞納については、懲戒処分の対象となります。 

（５）第３次選考合格者には、学校長としてふさわしくないと認められる事由が公私を問わずに

判明した場合、大阪市教育委員会の求めに応じ、積極的に誠意をもって調査に協力してい

ただきます。 
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【資料】 

 ◎「大阪市教育振興基本計画」 

   URL→https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000553208.html 

 

〔参考１〕 

○地方公務員法第 16 条（欠格条項） 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考

を受けることができない。 

 １ 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 

 ２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 ３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第 60条から第 63条までに規定する罪を犯し刑に処せ 

られた者 

 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者 

○学校教育法第９条（校長・教員の欠格条項） 

次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 

 １ 禁錮以上の刑に処せられた者 

 ２ 教育職員免許法第 10 条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失

効の日から３年を経過しない者 

 ３ 教育職員免許法第 11 条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、３年を経過しな  

   い者 

 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者 

〔参考２〕 

○大阪市職員基本条例第 28 条（懲戒の基準） 

   任命権者は、別表非違行為の類型欄に掲げる非違行為（職員が法第 29条第 1項各号のいずれかに該当するこ

ととなる行為をいう。以下同じ。）の類型に応じ、同表懲戒処分の種類欄に定める懲戒処分の種類のうちから、

職員が行った非違行為の動機及び態様、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該非違行為の前後におけ

る当該職員の態度等を総合的に考慮して、１の種類の懲戒処分（懲戒処分の種類が１である場合にあっては、

当該種類の懲戒処分）を行うものとする。 

   【別表（抜粋）】 

   31 任命権者の許可を得ることなく、営利企業その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的 

     とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事すること 

   44 公的な債権を滞納し、履行の督促にもかかわらず支払わないこと 

 

 

 

 

 


