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大阪大学総務部人事課

⼤阪⼤学職員の業務、勤務条件等について
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Open Education

Open Research Open Innovation

Open GovernanceOpen Community

OUビジョン2021

第3期中期⽬標期間の最終年度となる2021年を⾒据えたビジョンとして「OUビジョン2021」を2016年に策定しました。
詳細は（https://www.osaka-u.ac.jp/ja/oumode/OUvision2021）をご参照ください。 3
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⼤阪⼤学で働いている人
【常勤職員】
教員 3,289名
事務職員 1,374名
技術職員等 287名
医療職員 1,587名
研究員 293名

計 6,830名

令和２年５⽉１⽇現在

【非常勤職員】
教員・研究員 1,790名
事務補佐員等 1,931名
嘱託職員 65名

計 3,786名
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事務職員が働いているところ①

【大阪大学のキャンパス】
・大きく分けて３つ（吹田、豊中、箕面）
・箕面キャンパスは２０２１年４⽉に移転︕
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事務職員が働いているところ②

総務部、企画部
教育・学生支援部
研究推進部、共創推進部
国際部、財務部
情報推進部、施設部
監査室
不正使⽤防⽌計画推進室
ハウジング課

総務部、企画部
教育・学生支援部
研究推進部、共創推進部
国際部、財務部
情報推進部、施設部
監査室
不正使⽤防⽌計画推進室
ハウジング課

本部事務機構本部事務機構

本部事務機構
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事務職員が働いているところ③

部局部局

学部・研究科
（１１学部１６研究科）
附属図書館
附置研究所
附属病院
学内共同教育研究施設
全国共同利⽤施設

学部・研究科
（１１学部１６研究科）
附属図書館
附置研究所
附属病院
学内共同教育研究施設
全国共同利⽤施設

医学部・医学部附属病院
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⼤阪⼤学の仕事は多種多様

広報・
社学連携

病院・医事

総務・
企画・人事 情報 財務・会計 契約・調達 施設系技術

教育研究活動 学生生活 社会

国際 学生支援 研究推進・
産学連携

図書 教室系技術

大学運営を支える

教育研究活動・学生生活を支える 社会とつながる
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⼤阪⼤学の仕事は多種多様
〜 例︓研究者のサポート ①〜

研究費がほしい︕
企業との連携にも取り組みたい︕

研究費がほしい︕
企業との連携にも取り組みたい︕

研究推進・産学連携

研究の為、物品、人手が欲しい…研究の為、物品、人手が欲しい…

総務・
企画・人事 契約・調達

研究成果が
出た︕

研究成果が
出た︕

広報・
社学連携
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・ 一口に研究者のサポートと
いっても多方面から、
様々な部署の事務職員が支え

ている・ 一口に研究者のサポートといっても多方面から、
様々な部署の事務職員が支えている

・ 様々な職員が関わるため、異なる部署とコミュニ
ケーションを取り合い、連携することも⼤切

⼤阪⼤学の仕事は多種多様
〜 例︓研究者のサポート② 〜
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広報・
社学連携

病院・医事

総務・
企画・人事 情報 財務・会計 契約・調達 施設系技術

教育研究活動 学生生活 社会

国際 学生支援 研究推進・
産学連携

図書 教室系技術

大学運営を支える

教育研究活動・学生生活を支える 社会とつながる

⼤阪⼤学の仕事は多種多様

・⼤学の将来構想についての企画⽴案
・教育・研究活動⾼度化のリード
・⼤学の将来構想についての企画⽴案
・教育・研究活動⾼度化のリード

いま、職員に求められているのは
「⼤学の経営・運営への直接参画」
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⼤阪⼤学の仕事は多種多様
〜 先輩職員の例〜

先輩職員（学生支援・⼊社３年⽬）の業務一例
新⼊生のかかえている不安を解消したい。

「ウェルカム︕阪⼤『新⼊生交流会』」
というイベントの企画・実施運営に、
一員として携わりました︕

「ウェルカム︕阪⼤『新⼊生交流会』」
というイベントの企画・実施運営に、
一員として携わりました︕

・新⼊生の不安解消とともに、
キャンパスライフを充実させるきっかけ作りに。

・好評のため、実施期間の延⻑もありました。

・⽇々の業務でも、前例にとらわれず、新しいことに
積極的に取り組む必要性を感じています。
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・⼤学の発展を担うマインドを持っている人物

・コミュニケーションを⼤切にしている人物

・新しいことに積極的に取り組んでいる人物

・向上心を持っている人物

求める人物像（⼤阪⼤学職員像）
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係員・主任級 係員・主任級

係⻑級

係⻑級

課⻑補佐級

部課⻑級

理事

課⻑補佐級

部課⻑級

理事

職
員

採
⽤
試
験

独自採⽤
試験

統一採⽤
試験

事務職員のキャリアパスを多様化する人事制度として、大学の企画・管理・運営等の様々な業務を担う「総合職」や、特定の知
識や経験等を要する専⾨的な業務を担う「専⾨職」を設定し、各職種に求められる職員像やキャリアパスを多様化・明確化する
とともに、係⻑級への登⽤を⽬途に、本人の適性や能⼒、意向等を考慮していずれかの職種に進むことができる制度となってお
ります。

本部又は部局等において大学運営に関
する複数の業務（総務・会計・教務・
研究推進 等）を経験する
（２〜３年サイクル）

企画・管理・運営等の様々な業
務に従事し、将来的に大学経営
の一端を担う

特定の知識・経験等を要する専
⾨的な業務に従事し、将来的に
大学経営の一端を担う

本人の勤務評価・試験・意向等をも
とに適性を判断し、それぞれの職種
へと進むことを可能とする

一般的・定型的な業務に従事

令和5年度から実施

採⽤後10〜15年
（中途採⽤者は5〜10年） 5〜10年 3〜5年

総合職

専門職

⼤阪⼤学の新キャリアパス制度

… 各職種難については、その者の勤務
評価及び試験等により一定期間ごと
又は適宜移⾏できる
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人材育成プログラム

階層別研修

⽬的別研修

⽂部科学省研修

国際学術交流研修

大学事務国際化研修

その他の研修

支援事業等

採用後や各階層への昇任後の階層別
研修や業務⽬的にあった⽬的別研修
を実施しています。

採用後や各階層への昇任後の階層別
研修や業務⽬的にあった⽬的別研修
を実施しています。

一例 新⼊職員研修、新⼊職員フォローアップ研修 等

会計事務研修、事務情報化研修 等

英語研修、大学職員養成講座受講研修 等

自⼰啓発休職制度、メンター制度 等

⽂部科学省での実務研修（国内・海外）

⽇本学術振興会での実務研修（国内・海外）

沖縄科学技術大学院大学（OIST）での実務研修
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■ 初任給
例）学部卒業後すぐに採⽤となった場合
204,064円（地域手当込み）

※令和3年1⽉1⽇現在の給与規程等に基づき例⽰。
※各人の経歴等によって決定されますので、
上記の額と異なる場合があります。

■ 諸手当
超過勤務手当、通勤手当、住居手当、扶養手当等
期末・業績手当︓6⽉と12⽉の年2回支給

（支給⽉数はその期ごとに決定）

■ 昇給
各年の1⽉1⽇にそれ以前1年間の勤務成績に応じて昇給

給与
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■ 勤務時間
⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 8時30分〜17時15分

（休憩４５分、1⽇8時間、週40時間勤務）
※窓口対応部署などでは、シフト勤務あり。

■ 休日
⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末年始（12⽉29⽇〜1⽉3⽇）

■ 休暇
年次有給休暇（本学就業規則に基づき付与）
特別休暇（結婚、産前・産後、忌引、夏季休暇等）

■ 休業
育児休業、介護休業

勤務時間・休暇等
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育児休業
子が満３歳に達するまでの期間について取得が可能です。
※令和元年度︓取得者７１名（⼥性取得率１００％︕）
（うち男性は１３名で、男性の取得も年々増加しています︕）

■ 学内保育施設
吹田キャンパスに２ヶ所、豊中キャンパスに１ヶ所の学内保育園を設置し、
教職員の育児と仕事の両⽴を支援しています。

たけのこ保育園 まきば保育園 まちかね保育園

■ ⼦育て支援制度

⼤阪⼤学の⼦育て支援

ーそのほか、短時間勤務制度、早出遅出勤務、子の看護休暇、
在宅勤務制度等があります。
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採用HPの紹介

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/employ/
admin_staff/index.html

先輩職員の業務紹介や⼊
社した理由、勤務条件等
のより詳細な紹介等が掲
載されています。

ぜひご確認ください︕
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第二次試験︓
６月５日(土)、６日(日)

６月１２日（土）、１３日（日）の
いずれかに実施予定

第三次試験以降

受付期間
3月１日(月)〜5月1０日(月)

阪⼤職員になるためには①
⼤阪⼤学独自採用試験（新卒・既卒）

エントリーシート提出
（第一次試験︓書類選考）

グループ面接

個 別 面 接 試 験 等

採 ⽤ 内 定

採 ⽤（大阪大学で勤務 START︕）翌年4月
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近畿地区国⽴⼤学法人等職員統一採用試験

第一次試験
7月４日(日)

第二次試験
９月中旬から

事務系 技術系
電気、機械、建築

（R3年度募集予定区分（R3.3.1現在））
事務

教 養 試 験

面 接 考 査 等

第一次試験合格発表 7⽉2５⽇(⽇)

採 ⽤ 内 定

願書受付期間
5月1２日(水)〜5月2６日(水)

阪⼤職員になるためには②

10月中旬

採 ⽤（大阪大学で勤務 START︕）翌年4月
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