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令和元年度 公益財団法人栃木県体育協会 

とちぎスポーツ医科学センター有期雇用職員採用試験案内 

  

                                                  公益財団法人 栃木県体育協会  

                                       〒320－0057 宇都宮市中戸祭１－６－３  

                                                                        スポーツ会館内  

                                                    電話 028－622－7677  

                                             ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tochigi-sports.jp 

  

公益財団法人栃木県体育協会が令和２年度より指定管理者となる「とちぎスポーツ医科学センター」有期

雇用職員採用試験を次のとおり行います。  

受付期間は、令和元年 12月 16日（月）から令和 2年 1月 6日（月）まで（消印有効）です。 

第 1次試験日は、令和 2年 1 月 26日（日）です。 

 

１ 職種、採用予定人員等   

職 種 採用予定人員 勤 務 場 所 

事務職員 2名程度 公益財団法人栃木県体育協会 とちぎスポーツ医科学センター 

  〒321-0152 栃木県宇都宮市西川田 4-1-1 

   栃木県総合運動公園内 

測定員 4名程度 

指導員 2名程度 

 ※ 職種の併願はできません。 

 

２ 受験資格  

（１）次の要件を満たす者  

職 種 受験資格 

事務職員  
（ア）学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）卒業した者又は令和 2年 3月 31日

までに卒業見込みの者。または、同様の施設等で 3年以上の実務経験があり当協会

がこれらと同等と認めた者。 

測定員 
（ア）学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）卒業した者又は令和 2年 3月 31日

までに卒業見込みの者。または、同様の施設等で 3年以上の実務経験があり当協会

がこれらと同等と認めた者。 

（イ）スポーツ選手を対象とした、各種形態・体力の測定・評価、映像・写真を用いた

パフォーマンス分析、幼児体育（幼稚園〜中学生）指導のいずれかを行うことがで

きる者。 

  指導員 
（ア）学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は大学院において、体育又はス

ポーツに関する専門課程を修め卒業した者、又は令和 2年 3月 31日までに卒業見

込みの者。または、同様の施設等で 3年以上の実務経験があり当協会がこれらと同

等と認めた者。 

（イ）スポーツ選手を対象としたトレーニング及びリハビリテーション指導が行える者 

（ウ）日本トレーニング指導者協会（JATI）、日本ストレングス＆コンディショニング

協会（NSCA）又は日本スポーツ協会における関連資格取得者または取得見込みの者。 
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（２）次の各号のいずれかに該当する者は、受験できません  

（ア）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  

（イ）日本国憲法施行の日以降において、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  

 

３ 試験の日時、場所及び合格者発表 

区 分 日 時 場 所 合格者発表 

第 1次試験 

令和 2年 1月 26日（日）  

（受    付） 8:50～9:25  

（終了予定） 11:00頃 

宇都宮市中戸祭 1-6-3 

スポーツ会館内 

公益財団法人 

栃木県体育協会 

第 1次試験合格者は、令和 2年 2月 

7 日（金）午後 2 時（予定）に栃木

県体育館正面昇降口付近及びホー

ムページに受験番号を掲示するほ

か、合格者に通知します。 

第 2次試験 

令和 2年 2月 13日（木）  

（受  付）13:00～13:25 

第 2 次試験の詳細は、第 1

次試験合格者に別に通知

します。 

宇都宮市中戸祭 1-6-3 

スポーツ会館内 

公益財団法人 

栃木県体育協会 

第 2次試験の結果は、令和 2年 2月 

18 日（火）午前 11 時（予定）に栃

木県体育館正面昇降口付近及びホ

ームページに受験番号を掲示する

ほか、第 2次試験受験者全員に合否

を通知します。 

 

４ 試験の種目及び内容  

区 分 種 目 内 容 

第 1次試験 論文試験 
職員として必要な表現力や論理性等について、記述式による試験を行います。 

（60分：800字程度、配点：100点） 

第 2次試験 面接試験 
主として人物について、個別面接による試験を行います。 

（１人 15分程度） 

資格調査 
受験資格の有無、申込書記載事項の真否等について調査します。  

（詳細は第 1次試験の合格通知でお知らせします。） 

   ※ 最終合格者は、第２次試験の結果に基づき決定します。 

 

５ 採用  

最終合格者は、令和2年4月 1日採用予定です。 

雇用期間は、令和 2年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの 3年間となります。 

ただし、採用の日から6か月間は条件付採用となります。 

 (詳細についてはお問い合わせください。) 

令和 2年 3月 31日までに大学又は大学院を卒業できない場合は、採用される資格を失います。  

 

６ 勤務条件等  

（１）勤務時間は、1日 7 時間 45分（週 38時間 45分）、午前 8時 30分から午後 5時 15分までの勤務と
午後 0時 45分から午後 9時 30分までの交替勤務があります。(交替で土日勤務あり。) 

 （２）給与は、当協会規程に基づき初任給が決定されます。 
現行(平成 31年 4月 1日現在)の初任給の基準は大学卒業者で 170,100 円となっています。 

    このほか、通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの条件によって支給されます。 

 

７ 業務内容  

  公益財団法人栃木県体育協会で実施するとちぎスポーツ医科学センター事業に係る業務に従事します。 

 本県の競技力向上を目的として、多分野（医学・心理学・栄養学）による体力測定から各種相談・指導

まで選手・指導者をトータルサポートを行います。 
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公益財団法人栃木県体育協会について  

 当協会は、スポーツを振興して、県民体力の向上とスポーツ精神を養うことを目的として設立された

公益財団法人です。  

 とちぎスポーツ医科学センターの職員の主な職務は以下のとおりです。  

１ 事務職員 ： 予約利用案内、経理等事務全般、センターの普及啓発等 

 ２ 測定員    ： 形態および体力の測定評価、測定データの分析および活用等 

         ： ビデオ映像によるパフォーマンス分析、映像データベースの構築等 

        ： 子どもの適正診断（タレント発掘）、育成指導（講習会）等 

３ 指導員    ： 各種測定データに基づくトレーニング・リハビリテーション指導、トレーニング 

メニューの提供等 

 

８ 受験手続  

（１）申込書の入手方法 

   ※栃木県体育協会のホームページ（http://www.tochigi-sports.jp）からダウンロードできます。 

     ※申込書を郵送で請求する場合は、封筒の表に「試験申込書請求」と朱書きし、宛先明記の返信用封

筒（長形３号 120×235mm、94円切手貼付）を同封してください。        

（請求先） 公益財団法人栃木県体育協会（総務課） 

（２）受付期間    

      受付期間は、令和元年 12月 16日（月）から令和 2年 1月 6日（月）まで（消印有効）です。  

（３）申込方法  

（ア）直接持参する場合  

申込書及び受験票に必要事項を記入し、下記申込先に提出の上、受験票を受け取ってください。  

受付時間は、月曜日から金曜日までの午前 8 時 30 分から午後 5 時までです。土・日曜日・祝日

及び年末年始の期間（令和元年 12月 28日から令和 2年 1月 5日）は受け付けできませんので注意

してください。  

（イ）郵送で申込む場合  

受験票を切り取り、郵便はがきの裏面に、はがれないようにしっかりと貼り、郵便はがきの表面

には、あらかじめ送付先の住所、氏名を明記して、申込書と一緒に、下記申込先までお送りくださ

い。なお、封筒の表には「試験申込」と朱書きしてください。 

※ 申込書及び受験票は信書に該当しますので、「郵送」は日本郵便株式会社による信書の送達に

限ります。（いわゆる「メール便」による申込みの場合には受付できません。）また、普通郵便に

よる郵送で事故が発生した場合の責任は負いかねますので、簡易書留郵便等の確実な方法により

お申込みください。  

（ウ）申込先  

公益財団法人栃木県体育協会 総務課 

〒320-0057 宇都宮市中戸祭 1-6-3  電話 028-622-7677 

※ 申込みのときには受験票に写真を貼らず、受付終了後、第 1次試験当日までに写真を貼って試験 

日に持参参してください。 
      

９ 試験に関する注意事項  

（１）持参するもの：受験票、筆記用具（鉛筆ＨＢ以上の濃いもの 3本程度（必須）、消しゴム等） 

（２） 試験当日の遅刻は認めません。（遅くとも 9時 25分の時点で受付場所にいることを条件とします。） 

ただし、鉄道の遅れにより会場への到着が遅れる場合は、次の電話に連絡してください。 

（これ以外の理由による電話連絡は御遠慮ください。）028-622-7677 

（３）施設利用者のための駐車場を確保するため、受験者用の駐車場を用意できませんので、自家用車で

の来場は御遠慮ください。 

 

※ 試験に関して緊急のお知らせがある場合は、栃木県体育協会のホームページに掲載します。 

http://www.tochigi-sports.jp/
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10 試験結果の簡易開示 

試験結果について、受験者本人が口頭で開示を請求することができます。開示を希望の場合は受験者 

本人が確認できる写真付き身分証明書（免許証、学生証等）を持参の上、土曜日、日曜日、祝日を除く

午前 9時から午後 5時までの間に栃木県体育協会事務局においでください。 

開示請求者 開示期間 開示する内容 開示場所 

第１次試験不合格者 第１次合格者発表の日から１か月間 

種目別得点 

公益財団法人

栃木県体育協

会事務局 第２次試験受験者 最終合格者発表の日から１か月間 

 
 

11 試験会場の略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 
宇 
都 
宮 
駅 

栃木県庁 

東武宇都宮駅 

足利銀行 
本店 

国立病院機構 
 

栃木医療 
センター 

国
道
１
１
９
号 県体育館 

 
栃木県 
体育協会 

・関東バス『清住町経由、細谷車
庫』『山王団地』『石那田』『日光

東照宮』『今市(瀬川)』行き、 

「体育館前」下車 徒歩１分 

体育館前 試験会場 


