
 

 

1 

 

公立大学法人大阪 事務職員採用試験案内 

（大阪府立大学、大阪市立大学、大阪府立大学工業高等専門学校） 

 

令 和 ３ 年 1 0 月 

公 立 大 学 法 人 大 阪 

事務局総務部人事課 

 

～はじめに～ 

現在、公立大学法人大阪は大阪市立大学、大阪府立大学、大阪府立大学工業高等専門学校の２大学

１高専を運営しています。 

来る令和４年４月に大阪市立大学と大阪府立大学を母体に大阪公立大学が誕生します。大阪公立大

学は、幅広い学問領域を擁する、学生数約１万６千人の全国最大規模の公立総合大学になります。   

大阪から日本・世界の成長を牽引する大学となるよう、学生・教職員が一丸となってこの新大学を

創っていきます。私たちと一緒に新しい大学創りに取り組みませんか？  

 本法人は、国際的競争力のある大学の実現に向け次のような方を募集いたします。 

 ・外部環境の変化等に対応し、自ら考え行動できる人材 

 ・多様なステークホルダーと信頼関係を築くことができる人材 

 ・新大学の目指す姿に貢献できる人材 

なお、本案内に基づいて行われる採用試験の採用者は、大阪府立大学、大阪市立大学、大阪府立大

学工業高等専門学校、事務局等のいずれかに配属される予定です。また、その後の人事異動で配属先

が変わることがあります。 

 

 

１．採用予定日 

令和４年４月１日 

ただし、最終合格者がこれ以前に就労可能な場合は、これ以前に採用となる場合があります。 

 

 

２．採用予定人数 

 若干名 

 

 

３．業務内容 

次の業務のうち、いずれかの事務職員として従事していただきます。 

 

(1) 総務・広報 

(2) 人事・給与 

(3) 財務・会計・契約 

(4) 学生支援・教務 

(5) 研究支援・産学官連携 

(6) 国際交流 
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(7) その他 

 

 

４．受験資格 

  平成３年４月２日以降に生まれた方 

（学歴は問いませんが、大学卒業程度の学力を必要とします。） 

 ※長期間の継続勤続によるキャリア形成を図る観点から、上記年齢の範囲で募集します。 

（雇用対策法施行規則第１条の３第１項３号のイ） 

 

ただし、次のいずれかに該当する方は受験できません。 

(1) 今年度公立大学法人大阪において実施した、事務職員採用試験（医学部附属病院事務職員採

用選考を含む）を受験した人 

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人又はその刑の執行猶予の期間中の人そ

の他その執行を受けることがなくなるまでの人 

(3) 日本国憲法施行の日以後において、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人 

 

※日本国籍を有しない人も申込みできます。 

ただし、採用時に当該業務に従事可能な在留資格がない場合には採用されません。 

 

５．選考方法、試験日時及び試験会場 

 

区分 試験科目 試験日時（予定） 試験会場 

第一次選考 

〇択一式試験 

社会、人文、自然に関する一般的知

識及び文章理解、判断推理、数的処

理、資料解釈に関する一般的知能に

ついての多肢選択式試験＜大学卒

業程度の学力を必要とする問題＞ 

（２時間 40問） 

令和３年 11 月 21 日（日） 

午後１時 

までに集合 

午後１時 15分 

     試験開始 

午後５時 15分 

     終了予定 

受験票交付時にお知らせ

します。（大阪府立大学

又は大阪市立大学各キャ

ンパスのいずれかを予

定。） 

 

※第二次選考及び最終選

考の詳細については、

第一次選考の合格者に

のみ通知します。 

〇記述式試験 

論述式（１時間 30分） 

第二次選考 第一次面接試験[個別面接] 令和３年 12月中旬 

最終選考 第二次面接試験[個別面接] 令和４年１月上～中旬 

 

注）第一次選考において、択一式試験の得点が一定基準に満たない場合は不合格となり、記述式試

験の採点は行われません。 

 

６．合格発表 
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試験区分 発表日（予定） 発表方法 

第一次選考 令和３年 12月上～中旬 ・合否にかかわらず、有効受験者全員に郵便で結果を通知し

ます。 

・合格者の受験番号を職員採用試験ウェブサイト（９.送付・

問い合わせ先参照）で発表します。 

・郵便事情により通知が延着や不着となる場合があります

ので、ウェブサイトで確認してください。なお、電話等で

の合否の問合せには一切応じません。 

第二次選考 令和３年 12月下旬 

最終選考 令和４年１月下旬 

 

 

７．勤務条件 

下記条件等は、令和３年４月１日現在の公立大学法人大阪が定める教職員就業規則等に基づくも

のであり、今後諸事情により変更される場合があります。また、一部の条件については合併に伴

う経過措置として統合前法人の就業規則を適用し、下記とは異なる条件となる場合があります。 

 

(1) 給与 

 初任給（経歴その他に応じて一定の基準により決定） 

 支給例（四年制大学新卒者の場合） 206,000円（地域手当含む。） 

このほか、通勤手当、住居手当（家賃負担額に応じて上限 28,000円を支給。持ち家の場合は

支給しません。）、時間外勤務手当、扶養手当、期末・勤勉手当（年２回支給）等の諸手当を

それぞれの条件に応じて支給します。  

 

(2) 勤務時間等 

  午前９時～午後５時 30分（正午から午後０時 45分まで休憩）を基準とします。 

ただし、勤務時間等は、配属先によって異なることがあります。 

 

(3) 休日休暇等 

  土日祝、年末年始、年次休暇（20日／年）、特別休暇（夏季、結婚、出産、看護等）、育児・

介護休業制度などがあります。 

ただし、休日休暇等は、配属先によって異なることがあります。 

 

(4) 福利厚生等 

 公立学校共済組合（健康保険、年金）、雇用保険 

 

(5) 定年 

  本法人の職員の定年は満 60歳です。 

 

(6) 勤務地 
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 (6) 勤務地 

 大阪府堺市中区（大阪府立大学中百舌鳥キャンパス） 

  大阪市住吉区（大阪市立大学杉本キャンパス） 

 大阪市阿倍野区（事務局・大阪市立大学阿倍野キャンパス）  

大阪府羽曳野市（大阪府立大学羽曳野キャンパス） 

 大阪府泉佐野市（大阪府立大学りんくうキャンパス） 

 大阪府寝屋川市（大阪府立大学工業高等専門学校）  等 

 

 

 

８．受験申込み等 

 所定の申込書類（８.(2)申込提出書類）の提出がありませんと受験票が発送されず、受験するこ

とができません。必ず申込書類を提出してください。 

 

(1) 指定様式の申込書類の入手方法 

  公立大学法人大阪ウェブサイト（下記参照）から指定様式を入手できます。 

  公立大学法人大阪ウェブサイト（https://www.upc-osaka.ac.jp/recruit/staff/upc_staff/）

の職員採用試験案内にある申込書類を印刷してください。 

 

(2) 提出書類 

次の①～④を角形２号封筒（33×24cm程度、Ａ４の書類が入るサイズ）に入れ、「法人職員採

用試験申込書類在中」と朱書きの上、必ず特定記録郵便で送付してください。 

※持参による受付は行いません。 

 

① 受験申込書［指定様式］ 

・法人ウェブサイト上にある申込書を印刷し必要事項を記入のうえ、写真（上半身、脱帽、

正面向きで３ヶ月以内に撮影したもの。縦４㎝×横３㎝）を貼付してください。 

・申込書に写真が貼付されていない場合は、受験できません。 

② プレゼンテーションシート［指定様式］ 

・法人ウェブサイト上にあるシートを両面印刷のうえ必要事項を記入してください。 

・プレゼンテーションシートは第二次選考以降の面接試験の資料として利用し、採点は行い

ません。 

③ 職務経歴書(職務経験を有する方のみ) 

様式は任意ですが、Ａ４サイズの用紙を使用して作成してください。 

④ 返信用封筒２通（受験票及び第一次選考結果通知送付用） 

・返信用封筒は長形３号封筒（12×23.5cm）を使用してください。 

・それぞれの返信用封筒には 84円切手を貼り、返信先の住所と氏名を記入してください。 

・氏名には必ず「様」を付けてください。 

  ※受験のために要する経費はすべて受験者の負担となります。 

 

(3) 申込受付期限 

https://www.upc-osaka.ac.jp/recruit/staff/upc_staff/
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 令和３年 11月 10日（水）必着 

  なお、受付期限を過ぎて到着した申込書類は受け付けません。 

 

 (4) 受験票の交付 

  ・受験番号を付した受験票を令和３年 11月 12日(金)ごろ発送します。 

・受験票が令和 3年 11月 16日(火)までに届かない場合はお知らせください。 

 

 

９. 送付・問い合わせ先 

 公立大学法人大阪 事務局総務部人事課 

  〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町一丁目２番７ あべのメディックス 6階 

 《職員採用試験ウェブサイト》 

  https://www.upc-osaka.ac.jp/recruit/staff/upc_staff/ 

 

 

10. 個人情報の取扱い 

 採用選考において収集した個人情報は、採用選考の円滑な遂行のために用い、「大阪府個人情報

保護条例」及び「公立大学法人大阪における個人情報の取扱及び管理に関する規程」に基づき適

正に管理します。 

 

(1) 応募書類はこの選考にのみ使用します。但し、合格者の履歴書記載事項については、採用後

の事務手続き等に使用することがあります。 

(2) 応募書類は返却しませんが、一定期間保存したのち責任を持って処分します。 

 

 

11. その他 

(1) 合格後においても、次の場合には合格または採用予定を取り消すことがあります。 

  A. 応募資格がないこと、または書類記載事項が正しくないことなどが明らかになった場合（合

格後に職務経歴等に関する証明書類にて資格の確認をします） 

  B. 採用予定日からの就業が困難な健康状態であることが明らかになった場合 

  C. 重大な非行その他の事情により、採用予定日に出勤することが不適当と認められた場合 

  D. その他職員としての適格性を欠くことが明らかになった場合 

 

(2) 受験上の配慮（車いすの使用や拡大文字による受験等）を希望する場合は、申込時に「９.送

付・問い合わせ先」へ申し出てください。 

 

 

12．新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応 

 (1) 十分な感染防止対策を講じたうえで各選考試験を実施しますが、今後の感染拡大の状況

や、国、地方公共団体の外出自粛要請の状況等によっては、試験日の延期など行う可能性が

https://www.upc-osaka.ac.jp/recruit/staff/upc_staff/
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あります。緊急連絡事項をお知らせする場合がありますので、必ず事前に職員採用試験ウェ

ブサイトをご確認のうえ受験していただきますようお願いします。 

  《職員採用試験ウェブサイト》 

  https://www.upc-osaka.ac.jp/recruit/staff/upc_staff/ 

 

(2) 各選考試験の受験時は、以下の点にご協力をお願いします。 

  ① 体調不良時の受験見合わせ 

・以下のいずれかに該当する場合は他の受験者への感染の恐れがあるため、受験を控えて

いただくようお願いします。なお、これを理由とする欠席者向けの再試験は予定してお

りません。 

    A. 新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方 

    B. 濃厚接触者として健康観察指示を受けている方 

    C. 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある 

方 

    D. 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている方 

  ② 試験会場でのマスク着用 

   ・試験会場では、マスクの持参・着用をお願いします。また、試験中に試験員からの指示

によりマスクを一時的に外していただくことがあります。 

   ・試験員もマスクを着用しますので、あらかじめご承知おきください。 

  ③ 試験会場における手指消毒 

   ・試験会場にアルコール手指消毒薬を設置しますので、入退室時や休憩時間の手指消毒を

お願いします。 

  ④ 試験会場の換気 

   ・試験会場は換気のため、適宜、窓やドアを開けます。室温の高低に対応できる服装でお

越しください。 

  ⑤ 受験後に発症した場合等の連絡 

   ・試験終了後に新型コロナウイルス感染症の発症又は感染疑いが発生した場合は、速やか

に「９. 送付・問い合わせ先」に記載の連絡先までご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.upc-osaka.ac.jp/recruit/staff/upc_staff/
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第一次選考の試験会場について（キャンパスマップ） 

 

 

 

試験会場：大阪府立大学なかもずキャンパスＢ３棟 

試験会場への自動車、単車の乗入れや試験

会場周辺での駐車は禁止されています。 

試験会場へは、電車・バス等の公共交通機

関をご利用ください。 

大阪メトロ「なかもず」駅から徒歩 14分 

南海高野線「白鷺」駅から徒歩７分 

試験会場（Ｂ３棟） 


