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兵庫県教育委員会における退職者の再就職状況について 

 

 

 地方公務員法の改正にともない、県では平成 28 年４月に「職員の退職管理に関する条例」

を制定し、退職管理の一層の適正化を図った。 

県教育委員会においても「兵庫県教育委員会退職者人材センター」を設置し、退職者の再

就職に係る透明性や公正性を高め、退職者の再就職支援を行うこととした。その取組みの一

環として、再就職状況を下記により公表する。 

 

 

１ 対象者 

退職時に本庁課室長級以上（県立学校長含む）であった者（48名）のうち、平成 28 年４

月から６月末までの間に民間企業、関係団体等（県外郭団体含む）へ再就職した者。 

 

２ 再就職状況の概要 

区  分 民間企業 関係団体等 計 

退職者人材ｾﾝﾀｰを通じて再就職した者 ０人 ０人 ０人 

退職者人材ｾﾝﾀｰを通じずに再就職した者 ０人 ３５人 ３５人 

計 ０人 ３５人 ３５人 

 

３ 再就職状況一覧  別添のとおり 

 

 

【参考】本庁課室長級以上の退職者の再就職状況（H28.3～H28.6 末退職者） 

 

本庁課室長級以上の退職者数 ４８人 

内 

訳 

退職者人材センターが関わる再就職者数   ３５ 

公務内への再就職者数（再任用・非常勤嘱託員等） １１ 

再就職希望なし ２ 

 

 

 

 

 



「兵庫県教育委員会退職者人材センター」が関わる再就職状況（35名） 別添

（１） 退職者人材センターを通じて再就職したもの ・・・ 該当者無し

（２） 兵庫県教育委員会退職者人材センターを通じずに再就職した者（35名）

団体名 役職名

1 播磨東教育事務所長 H28.3.31
（学）瀧川学園　滝川中学校・高等学
校

事務長 H28.4.1

2 淡路教育事務所長 H28.3.31
（学）園田学園　園田学園中学校・高
等学校

事務長 H28.4.1

3
教育委員会事務局総務課参事（（公財）高等学校教育
振興会事務局長）

H28.3.31 （公財）グローリー小学生育成財団 常務理事 H28.4.1

4
教育委員会事務局総務課参事（（一財）兵庫県学校厚
生会専務理事）

H28.3.31 （福）すまいる厚生会 事務局長 H28.4.1

5
教育委員会事務局総務課参事（（公財）兵庫県生きが
い創造協会 県立嬉野台生涯教育センター次長）

H28.3.31 （公財）兵庫県生きがい創造協会
県立嬉野台生涯教育セン
ター次長

H28.4.1

6 御影高等学校長 H28.3.31 （学）玉田学園　神戸常盤大学 入試アドバイザー H28.4.1

7 神戸鈴蘭台高等学校長 H28.3.31 ひょうごウェルネスライフグループ
兵庫県立総合体育館
館長補佐

H28.4.1

8 長田高等学校長 H28.3.31
（学）夙川学院　夙川学院中・高等学
校

校長 H28.4.1

9 伊川谷北高等学校長 H28.3.31
（学）園田学園　園田学園女子短期大
学

入試広報部学生募集推
進担当部長

H28.4.1

10 神戸商業高等学校長 H28.3.31 （公財）兵庫県生きがい創造協会
阪神シニアカレッジ
学科主任

H28.4.1

11 青雲高等学校長 H28.3.31 （学）谷岡学園　神戸芸術工科大学 特任教授 H28.4.1

12 尼崎高等学校長 H28.3.31 （学）帝塚山学園　帝塚山大学 入試課主任アドバイザー H28.4.1

13 尼崎小田高等学校長 H28.3.31 （大）兵庫教育大学 特任教授 H28.4.1

14 伊丹西高等学校長 H28.3.31
（学）聖心女子学院　小林聖心女子学
院　中・高等学校

教頭 H28.4.1

15 川西緑台高等学校長 H28.3.31
（学）武庫川学院　武庫川女子大学附
属中学校・高等学校

教諭 H28.4.1

16 宝塚北高等学校長 H28.3.31
（学）明治東洋医学院　明治国際医療
大学

職員 H28.4.1

17 こやの里特別支援学校長 H28.3.31 （学）鉄鋼学園　産業技術短期大学 講師 H28.4.1

18 氷上西高等学校長 H28.3.31 （学）日本放送協会学園　ＮＨＫ学園 教育相談員 H28.4.1

19 有馬高等学校長 H28.3.31 （学）摺河学園　兵庫県播磨高等学校 教諭 H28.4.1

20 明石西高等学校長 H28.3.31 （大）兵庫教育大学 特任教授 H28.4.1

21 加古川西高等学校長 H28.3.31 （学）甲南学園　甲南大学 特任教授 H28.4.1

22 西脇高等学校長 H28.3.31 （大）兵庫教育大学
教育実習総合センター
連携推進研究員

H28.4.1

23 姫路東高等学校長 H28.3.31 （公財）兵庫県生きがい創造協会
ひょうごラジオカレッジ
学科主任

H28.4.1

24 福崎高等学校長 H28.3.31
（学）日ノ本学園　日ノ本学園高等学
校

校長 H28.4.1

25 龍野高等学校長 H28.3.31 （学）摺河学園　兵庫県播磨高等学校 副校長 H28.4.1

26 上郡高等学校長 H28.3.31 （公財）ひょうご環境創造協会
ひょうご環境体験館
館長

H28.4.1

27 佐用高等学校長 H28.3.31 （学）睦学園　兵庫大学
学習支援センター専門職
員

H28.4.1

28 姫路工業高等学校長 H28.3.31
（学）松陰女子学院　神戸松蔭女子学
院大学

入試広報課参事 H28.4.1

29 龍野北高等学校長 H28.3.31 （公財）兵庫県生きがい創造協会
西播磨文化会館
文化専門員

H28.4.1

30 姫路商業高等学校長 H28.3.31 （公財）兵庫県生きがい創造協会
嬉野台生涯教育センター
生涯学習専門員

H28.4.1

31 豊岡高等学校長 H28.3.31 （学）弘徳学園　豊岡短期大学 特任講師 H28.4.1

32 津名高等学校長 H28.3.31
（学）夙川学院　夙川学院中・高等学
校

教頭 H28.4.1

33 淡路三原高等学校長 H28.3.31
（学）松陰女子学院　神戸松蔭女子学
院大学

入試広報課参事 H28.4.1

34 淡路高等学校長 H28.3.31
（学）関西看護医療大学　関西看護医
療大学

特任教授 H28.4.1

35 篠山鳳鳴高等学校長 H28.3.31 （公財）兵庫県生きがい創造協会
阪神シニアカレッジ
学科主任

H28.4.1

再就職日区分 No. 離職時の職

関
係
団
体
等

離職日
再就職先



【補足説明】 

 

  ○ 「２ 再就職状況の概要」のうち、「退職者人材センターを通じて再就職した

者」が「０人」の理由 

 

兵庫県教育委員会退職者人材センターは、平成 28 年４月設置であり、平成 28

年４月から平成 28年６月末までに、同センターを通じて再就職した者は「０人」

であった。 

 

  ○ 『「２ 再就職状況の概要」のうち、「退職者人材センターを通じずに再就職し

た者」』と『「【参考】本庁課室長級以上の退職者の再就職状況（H28.3～H28.6

末退職者）」の「退職者人材センターが関わる再就職者数」』の関係 

 

同センターを通じずに再就職した者 35 人は、平成 28 年３月末退職のため、

同センターを通じずに再就職している。 

平成 28年４月１日以降の再就職者は、透明性、公正性の観点から、同センタ

ーに報告する必要があるため、同センターが関わる再就職者となる。 


