
 
 

 

＜総務部門＞  

 

１ 総務課  

 

（１）国家試験の実施  

 ① 概要 

   以下の６種類の国家試験に関する庶務を担当しており、受験願書の受付、試験会場   

・試験監督員の確保、試験の実施及び合格発表に関する業務を行っています。 

    ・医師国家試験   ・歯科医師国家試験  ・保健師国家試験 

    ・助産師国家試験  ・看護師国家試験   ・薬剤師国家試験 

 

   ※平成２９年度から当該業務は、民間事業者に業務委託しています。 

 

② 実績（平成２８年度） 

 

平成２８年度国家試験実施日等一覧 

 

第１１０回

歯科医師国家試験

第１１１回

医師国家試験

第１００回

助産師国家試験

第１０３回

保健師国家試験

第１０６回

看護師国家試験

第１０２回

薬剤師国家試験

平成29年2月11日（土）
～2月13日（月）

平成29年2月16日（木）

広島市南区霞1-2-3

①安田女子大学
②広島市中小企業会館

試験区分
（職　種）

合格発表日 試験会場名試験期日

平成29年2月4日（土）
～2月5日（日）

平成28年11月1日（火）
～11月30日（水）

平成29年3月17日（金）

広島大学霞キャンパス

広島市西区福島町2-1-1広島工業大学専門学校

試験会場所在地

広島工業大学専門学校 広島市西区福島町2-1-1

広島市安佐南区安東6-13-1
広島市西区商工センター1-14-1

平成29年2月17日（金）

平成29年2月19日（日）

安田女子大学 広島市安佐南区安東6-13-1

平成28年11月18日（金）
～12月9日（金）

平成29年2月25日（土）
～2月26日（日）

願書受付期間
(消印有効)

平成29年1月4日（水）
～1月16日（月）

平成29年3月28日（火） 安田女子大学 広島市安佐南区安東6-13-1

平成29年3月27日（月）

Ⅱ 業務の概要及び実績等 



（２）国有財産の管理及び処分 

 ① 概要 

社会保険庁の廃止に伴い、平成２２年１月より中国管内３８ヶ所の国有財産の引継を受け、こ

れら国有財産の管理を行うとともに、売払等の処分の手続を進めています。 

                                   （平成２９年３月末現在） 

県  物    件    名  所   在   地  数量 (㎡ ) 備    考  

鳥

取

県  

 鳥取社会保険事務局長宿舎  鳥取市田園町 3-3261    391.37 ２４年度売却  

 鳥取社会保険事務局次長宿舎  鳥取市田園町 3-130    178.64 ２６年度売却  

 鳥取社会保険事務所長宿舎  鳥取市田園町 3-131    172.87 ２６年度売却  

 一般職員宿舎（鳥取市分）  鳥取市浜坂 4-1492-3    271.41 ２８年度売却  

 一般職員宿舎（鳥取市分）  鳥取市浜坂 4-1492-2    267.50 ２８年度売却  

 一般職員宿舎（米子市分）  米子市両三柳 4579-75    284.04 ２７年度売却  

 一般職員宿舎（倉吉市分）  倉吉市みどり町 3186-2    468.56 ２６年度売却  

 鳥取船員保険保養所さかいみなと荘  境港市上道町 2053-5  5,623.90 ２３年度売却  

島

根

県  

 玉造厚生年金保養ホーム  松江市玉湯町 1176-7     52.50 道路として貸付中  

 玉造厚生年金病院職員宿舎  松江市玉湯町 1182-2     27.56 道路として貸付中  

 社会保険職員西生馬宿舎  松江市西生馬町 507-4    397.80 ２６年度売却  

 社会保険職員下府宿舎  浜田市下府町 346-8    698.31 ２７年度売却  

岡

山

県  

 吉備町宿舎  岡山市北区中撫川 319-1    732.75 ２４年度売却  

 上保田宿舎Ａ  岡山市北区撫川 258-10    767.68 ２４年度売却  

 上保田宿舎Ｂ  岡山市北区撫川 258-6    536.47 ２４年度売却  

 津山小田中宿舎  津山市小田中 945-12    509.26 ２４年度売却  

 津山社会保険事務所長公務員宿舎  津山市小田中 307-7    139.01 ２６年度売却  

 津山社会保険事務所平福宿舎  津山市平福 938-3    394.77 ２３年度売却  

 津山社会保険事務所公務員宿舎  津山市小原 500-5    390.51 ２５年度売却  

広

島

県  

 広島旭町宿舎  広島市南区旭 1-1298-31     30.23 道路として貸付中  

 船員保険西山本宿舎  広島市安佐南区山本 5-654-3    118.45 土地のみ  

 福山松永町共同宿舎  福山市南松永町 1-166    452.51 ２４年度売却  

 三次十日市宿舎  三次市十日市町 3559-9     28.31 道路として貸付中  

 三次南畑敷町宿舎  三次市畠敷町 1730-2    781.50  

 旧西濃運輸健康保険組合宮島荘  廿日市市宮浜温泉 1-1621-15  1,032.58 土地のみ  

 熊野町共同宿舎  安芸郡熊野町東山 43    981.00 ２３年度売却  

山

口

県  

 丸山宿舎  下関市丸山町 5-1935-11    165.74 土地のみ  

 大坪宿舎  下関市栄町 83-2    210.84 土地のみ  

 小羽山宿舎  宇部市南小羽山町 2-136-403    550.19 ２５年度売却  

 西山宿舎  宇部市東小羽山町 2-425-426    355.01 ２４年度売却  

 御堀宿舎  山口市大内御堀 1563-7    156.42 ２７年度売却  

 松美宿舎  山口市松美町 1647-29    481.04 ２５年度売却  

 三の宮宿舎  山口市三の宮 2-2108-8    197.46 ２７年度売却  

 宮野三の宮宿舎  山口市三の宮 2-2106-1    837.07 ２７年度売却  

 宮野宿舎  山口市宮野上 2254-5    293.94 ２５年度売却  

 江向宿舎  萩市江向 303-2    297.80 ２５年度売却  

 俵山船員保険保養所  長門市俵山 5061-15    400.25 ２６年度売却  

 栗屋宿舎  周南市栗屋 156-58    312.25 ２５年度売却  

  ※鳥取県(８物件)､島根県 (４物件)､岡山県 (７物件)､広島県(７物件 )､山口県(１２物

件)＝合計３８物件 

 

 

 



  ② 実績（平成２８年度） 

      ４物件について売払入札（中国財務局への売払事務委任分による入札も含む。）を

実施した結果、２物件を売却しました。 

 

（３）情報公開に関する業務 

  ① 概要 

   「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づく行政文書の開示及び「行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づく保有個人情報の開示に係る

業務を行っています。 

 

 ② 実績（平成２８年度） 

  〈行政文書の開示〉 

   ・開示請求件数 ･･･････････････････････ ２８４件 

   ・開示請求に対する措置 

       全面開示 ･･････････････････････  ４４件 

       部分開示 ･･････････････････････ １７２件 

       不開示  ･･････････････････････   ０件 

       取下げ  ･･････････････････････  ３６件 

〈保有個人情報の開示〉 

   ・開示請求件数 ･･･････････････････････   ３件 

   ・開示請求に対する措置 

       全面開示 ･･････････････････････   ０件 

       部分開示 ･･････････････････････   ３件 

       不開示  ･･････････････････････   ０件 

       取下げ  ･･････････････････････   ０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


