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カラフル !!

カラやぶり

国立大学法人等職員業務説明会



国立大学法人等 とは？



国立大学法人「等」
以下の4つの法人を総称して「国立大学法人等」と呼んでいます。

国立大学法人

京都大学、大阪大学、
神戸大学 など

（13機関）

大学共同利用機関法人

国際日本文化研究センター
総合地球環境学研究所
国立民族学博物館

（3機関）

国立高等専門学校機構

舞鶴、明石、奈良、和歌山の
工業高等専門学校

（4機関）

独立行政法人

青少年交流の家、国立博物館、
国立美術館 など

（7機関）

近畿27機関 全国208機関
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国立大学法人以外の法人

• 中学卒業後，5年一貫の教育を行う

• 実践的・創造的技術者（即戦力）を養成する
国立高等専門

学校機構

• 中核的研究拠点として大規模な施設設備や
貴重な資料を提供

• 国内外の機関との共同研究を実施

大学共同利用
機関法人

• 独立した方が効率的な部門を政府から分離

• 民間に完全に委ねることが難しい事業を担
う

独立行政法人



法人化によって 国から独立した組織へ

組織の
位置づけ

職員の
身分

国の行政機関
文部科学省の
行政機構一部

国家公務員

法人格のある機関
運営主体は各機関

法人職員

２００４年4月 国立大学法人化

組織の
運営

国の政策によって
予算・人員を配分

各機関が
に基づき
を設定

中期目標 中期計画



民間企業 公務員

公共的な役割
税金による運営

民間的発想の
経営手法

民間企業と公務員の両面を併せ持ち、個々の独立した機関へ

国立大学法人等
・利益だけではない公共的価値の追求
・個性と特色を活かした運営により、
柔軟性のある予算・組織の編成

安定性柔軟性



職務内容について



技術系

多彩な仕事内容・選べる専門分野

事務系

総務・人事 財務・会計 教務学生

研究協力 国際交流 病院事務

事務

図書
主に大学図書館の運営・管理を
行います。
※司書の資格は不要です。



事務のフィールド

総務・人事

病院事務 財務・会計

教務学生

研究協力

国際交流

およそ２～３年ごとに
採用機関内を異動

幅広い分野、仕事が
経験できる

他機関へ
出向
他機関へ
出向

文部科学省
研修生
文部科学省
研修生



総務・人事

組織全体の企画・立案に関わり、機関全体が円滑かつ

効果的に業務を遂行できるよう組織全体の運営及び調整を

行います。

• 各種会議・運営委員会の

運営

• 式典等の開催

• 将来構想の企画、

大学評価に関する業務

• 広報活動、情報公開

• 職員採用、昇格、給与、

能力開発



財務・会計

組織運営に必要な財務上の計画や、管理全般を担います。

• 組織運営のための予算の

策定、執行

• 授業料や入学金、外部資金

等の収入金の出納、管理

• 物品等の調達、管理

• 資産の維持、管理



教務学生

入学から卒業まで、学業・生活面をサポートしていきます。

• 学生募集、入学試験

• 授業および試験

• 課外活動、奨学金、学生寮

• 留学生および海外留学

• キャリア指導、インターン

シップ

• 入学式、学位授与式

• 各種証明書



研究協力

研究の助成、産学官連携の推進など学術研究を支えます。

• 競争的資金（科研費等）の

獲得支援

• 受託研究、民間との共同

研究等の外部資金受入

• 知的財産の管理

• 地域研究拠点の運営、

活用推進



国際交流

海外との学術交流や、学生交流の推進を支援します。

• 海外の大学、機関との学術

交流に関する業務

• 外国人研究者、留学生の

受入手続き

• 外国人留学生の修学、

生活支援

• 教職員の海外派遣

• 各種規程、書類の英文化



病院事務

大学病院において医療スタッフと協力して、良質な医療の

提供をサポートします。

• 診療費の計算および出納

• 診療報酬請求に関する

業務

• 病院の経営分析に関する

業務

• 医療情報システムの

管理運営



図書

図書館資料や学術情報など利用者のニーズに応え、

様々なサービスを提供します。

• 図書等の貸出、返却、配架

• 図書等の選定、受入、発注

• 他機関との図書等の

相互利用

• 情報リテラシー教育支援

• 学術情報の収集、調査



技術系

技術系職員の仕事について

事務系

計画、設計、積算
施工、完成、維持管理施設系

教室系

【試験区分】（参考）

電気 機械
土木 建築
電子・情報

実験機器の点検・管理、
実験データ収集・分析、
学生への実験機器の

操作・指揮、
実験装置の製作

【試験区分】（参考）
電気 機械 土木
建築 化学 物理

農学 林学
電子・情報 資源工学

生物・生命科学



施設系技術職員のフィールド
キャンパス全体をマネジメントし、良好な
教育研究環境を構築します。

・機関のキャンパス全体に

おける長期計画の確立

・現地調査、関係者との

協議・調整

・工事工程の確認、

安全・品質管理

・施設の安全対策、

環境保全、省エネ対策



・実験データの提供

・学生実験の企画、立案、準備

・実験機器の操作方法等の技術

指導、安全作業指導

・実験装置等の整備、設計、

製作、運用

・教育、研究活動の適切な実施

環境の保持

教室系技術職員のフィールド

専門的な知識を生かして、教員・学生の
教育研究活動を支えます。



求める人材像について
国立大学法人等をとりまく状況は、急激に進む少子高齢化や
グローバル化など、変化し続けています。
そのため、変化を感じ取り、自ら考えて対応していくことが
必要です。

採用試験事務室HPの機関紹介
ページでは、各機関が求める
人材も記載されています。
ぜひ参考にしてみてください。



勤務条件・福利厚生・研修



勤務条件・福利厚生
勤務条件

休日

休暇・休業

給与
手当
昇給

福利厚生

原則として1日7時間45分 （例）8：30～17：15

土・日（完全週休2日制）、祝日、年末年始（12/29～1/3）

年次休暇（年20日、残日数は翌年繰越（年間最高40日））
特別休暇（夏季、結婚、忌引き等）、病気休暇
育児休業、介護休業

初任給：182,200円～約220,000円 （学歴、職歴により決定）
手 当：通勤、住居、扶養、地域、期末・勤勉（ボーナス）、超過勤務

etc..
昇 給：1年間の勤務成績に応じて行う

年金・健康保険 （文部科学省共済組合）、労災保険、雇用保険
宿舎（世帯用・単身用）
えらべる倶楽部（JTBベネフィット）
機関それぞれのレクリエーション



研修
採用後のスキルアップ・キャリア形成のため、
研修や自己啓発などの様々な人材育成プログラムが
用意されています。

研修

◆新規採用職員研修
◆階層別研修・・・主任研修、係長研修、課長補佐研修など
◆目的別研修・・・英語、ICT、会計研修、技術職員研修など
◆その他・・・文部科学省、国立大学協会、人事院等が主催の研修、

機関独自の研修（海外派遣など）

自己啓発支援

◆放送大学の講座受講、eラーニングなど



キャリアパス

昇進

いくつかの部署を経験した後、
勤務成績、年齢等を考慮して、
主任、係長、課長補佐、課長
といった順に昇任します。
（機関によっては昇任試験を
課す場合もあります）



令和３年度職員採用試験

第一次試験

試験申込

第一次試験合格発表

機関訪問

第二次試験

内定

採用

令和3年5月12日（水）～5月26日（水）17時00分
（期間内受信有効・WEB受付のみ）

令和3年7月4日（日） 10時00分～12時00分

令和3年7月21日（水） 9時30分

令和3年7月26日（月）以降

令和3年7月29日（木）以降

第二次試験の後、採用予定機関から通知

新卒は令和4年4月採用。既卒者は直ちに採用
されることもあります。
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職員統一採用試験の基本

全国７地区で同一日程・同一内容で実施a

①第一次試験の試験会場は、
受験に便利な地区の試験会場を
選択できます

②採用希望地区・試験区分の併願不可

試験は教養試験のみ

例
現在は東京に住んでいるが、近畿地区での採用を
希望する場合
→受験申込の際、第一次試験会場として関東甲信越
地区採用試験事務室が設ける関東の試験会場を
選択できます。
※採用希望地区は「近畿」を選択
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試験区分

業 務 区 分 試 験 区 分

事
務
系

事 務 事 務

図 書 図 書

技
術
系

施設系 電気、機械、土木、建築、電子・情報

教室系
電気、機械、土木、建築、化学、物理、
電子・情報、資源工学、農学、林学、

生物・生命科学

希望する業務区分に応じて１試験区分を選択。

（採用後に別の業務区分に異動することはありません）

・複数の試験区分への併願はできません。

・採用予定のない試験区分については試験を実施しません。



平成3（1991）年4月2日以降に生まれた者
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受 験 資 格

学歴・資格に関する要件なし
※図書で受験する場合も、図書館司書の資格は必要ありません。

外国籍の方も受験可能
※ただし、日本国内における活動制限のない在留資格が必要



40問全問必須解答

多岐選択式による筆記試験（大学卒業程度）

① 一般知識20問（社会7、人文7、自然6）

② 一般知能20問（文章理解7、判断推理8、

数的推理及び資料解釈5）
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第一次試験 試験内容

教養試験（120分）

試験問題例を採用試験ホームページに掲載しています。



実施日程の一覧は採用試験ホームページに掲載

詳細は各機関のホームページで確認
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第 二 次 試 験

積極的に情報を収集し、受験してください。

各機関が個別に実施（面接考査等）

複数の機関を受験することが可能（併願可能）

受験申込は各機関に直接行う。



採用予定数（令和３年４月１日現在）
事務 ３５名

機関名 人数 機関名 人数

滋賀大学 ２名 大阪大学 ５名

滋賀医科大学 ２名 兵庫教育大学 １名

京都大学 １０名 神戸大学 １０名

京都教育大学 ２名 和歌山大学 １名

京都工芸繊維大学 ２名

図書 1名 機関名 人数

神戸大学 １名



採用予定数（令和３年４月１日現在）

技術系 16名

機関名 人数 採用区分

滋賀大学 １名 電気・機械・土木・建築から１名

京都大学 ９名
電気２名、機械２名、建築２名、
機械・化学・農学・生物・生命科学から１名
全区分から１名

林学から１名

大阪大学 ３名 電気１名、機械１名、建築１名

神戸大学 ３名 電気２名、建築１名

採用予定数、技術系職務内容等の詳細は

採用試験ホームページに掲載しています。



国立大学法人等職員の情報
■採用試験事務室ホームページ

説明会や試験情報、その他様々な情報を随時
更新します。
職員インタビュー動画も掲載しています。

技
術
職
員
の

こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

先
輩
カ
ラ
の
ア
ド
バ
イ
ス

仕事内容を知るためのおすすめページ

■Twitter

@kinki_saiyou
HPに掲載した新しい情報や、
様々なことをつぶやきます。



国立大学法人等グループ 会員登録

説明会の予約や採用試験の受験申込をWEB上で行うためのサービスです。
受験申込をするためには必ず登録が必要です。

説明会
予約

採用試験
情報

受験申込

登録は採用試験事務室ホームページの
右上ボタンもしくは下記QRコードから！



ご清聴ありがとうございました




