
●郵送の場合は11月15日（水）までの消印のあるものに限り受け付けます。

●第２次試験日は変更することがあります。また第１次試験合格通知の際に合格者へ試験日をお知らせします。

●申込書の提出方法は、郵送又は持参です。

受　付　期　間　　平成２９年１０月２３日（月）～１１月１５日（水）

～法人職員に求める人材～

①福岡県立大学は、福岡県が設立した公立大学であることを踏まえ、大学運営が直接的・間接
   的に県民生活の向上につながるよう、福岡県の施策方針、県民への還元・貢献という視点を
　 常に意識して職務に取り組むことのできる職員。

②大学におけるプロの職員としての「自覚」と「能力」を身につけ、教員と車の両輪となり、創造
 　的・先進的な大学運営に邁進することのできる職員。

③それぞれのライフスタイルに応じ、キャリア形成を自主的・主体的に考え、選択し、職務・研修
　 等のほか、あらゆる機会を通じて、自ら成長していこうという強い意欲を持った職員。

　　　　　（土日・祝日、12月29日～翌年1月3日を除く）

●天災事変等により試験日を変更することがあります。この場合、大学のホームページでお知らせします。

≪問い合わせ先、試験申込書提出先≫

　　　住所：〒８２５－８５８５　 福岡県田川市大字伊田４３９５番地

公立大学法人福岡県立大学経営管理部経営企画班

　　　ＴＥＬ：０９４７－４２－１３３４　　　　　　ＵＲＬ：http://www.fukuoka-pu.ac.jp/

第２次試験日　　 平成３０年　１月２８日（日）（第１日目）
　　　　　　　　　　　（論文、適性検査、集団討論）

　　　　　　　　　　　平成３０年　２月　４日（日）（第２日目）
　　　　　　　　　　　（個別面接）

試　験　会　場　　福岡県立大学（所在地：福岡県田川市大字伊田４３９５番地）

　　　※受付時間　午前９時から午後５時まで

第１次試験日　　 平成２９年１２月１０日（日）

平成29年度
公立大学法人福岡県立大学職員採用試験案内



　

＜注意事項＞

受験申し込みにおける注意事項は以下のとおりです。

　　　職務経験の有無を問わず、受験資格を満たす全ての方が受験できます。

（注１）受験資格について

　 公立大学法人福岡県立大学の職員採用試験を、次の要領で実施します。

１　採用人数、職務内容及び受験資格

１名

採用予定
人　　数

福岡県立大学に勤務し、総務、
企画、広報、財務、教務などの
大学事務に従事します。

職務内容

昭和６３年４月２日以降に生まれた者。
　※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、上記年齢で
 　　募集します。

一般事務Ⅰ

採用区分 受験資格

（注２）この試験を受けられない者

ウ　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
　　　　 　　　　こ

イ　成年被後見人又は被保佐人（民法改正の経過措置としての準禁治産者を含む。）

オ　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者

試験 試験日 試験場

ア　日本国籍を有しない者で、就労可能な在留資格を有しない者

第２次試験日は変更することがあります。

エ　懲戒解雇又はこれに相当する処分を受けたことのある者で、その処分の日から２年を経過していない者

２　試験日・試験場

（注３）身体に障がいがある方で、車椅子を使用されるなど受験に際して要望のある方は、申込書の「受験時の配
         慮事項等」欄に、その内容を記載してください。

第１次
試　験

平成２９年
　１２月１０日（日）

　入室開始　　　８：３０～
　説　　　明　　　９：００～　９：３０
　教養試験　　　９：３０～１１：４０

福岡県立大学
（福岡県田川市大字伊田４３９５番地）

【第1日目】平成３０年　１月２８日（日）

【第2日目】平成３０年　２月　４日（日）

（注１）試験時間中は携帯電話を含む全ての電子機器の使用を一切禁止します。また、計算機能・翻訳機能・
　　　　通信機能がついた腕時計等の試験場内持込みも禁止します。

（注２）駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

※詳細は、第1次試験合格者に通知します。

※２日間の試験となります。

第２次
試　験



（注２）電話による合否の確認は受け付けておりません。

（注３）最終合格者が辞退した場合は、次点の方に追加合格を連絡することがあります。

４　合格者の発表

時　期 発　　表　　方　　法

第１次試験合格者発表 １月上旬
大学管理棟１階ロビーの掲示板に合格者の受験番号を掲示するとともに、
合格者にのみ郵便で通知します。また、大学ホームページ上で合格者の受
験番号を発表します（合格発表日から１週間掲載）。

最 終 合 格 者 発 表

（注１）合格者に郵送する合格通知は、郵便事故などのため延着、不着となる場合がありますので、掲示場所
         やホームページで確認してください。
         また、合格通知が３日経っても届かない場合は、当法人経営管理部経営企画班へ連絡してください。

２月中旬

（注１）最終合格は第２次試験の結果に基づき決定し、第１次試験の結果は反映されません。

100

15

（注３）申込書の記載事項に虚偽又は不正があることが判明した場合は、採用されないことがあります。

（注２）この試験は、活字印刷文により出題します。

受験資格の有無、受験申込書記載事項の真否等についての調査
受験資格
等の調査

３　試験の方法

　次の試験を行います。

配点

100

人物試験

論文試験

第２次
試　験

第１次
試　験

試験

－

内　　　　　　　容

教養試験

試験種目

大学職員として必要な一般的な知識及び知能についての択一式による
筆記試験（五肢択一式）

職務の遂行に必要な論理性、表現力などについての筆記試験

人柄等についての個別面接、集団討論及び適性検査による試験



５　勤務条件等の概要

　月額 178,000円程度
 　　※職歴等に応じて加算される場合があります。
 　  ※公立学校共済組合に加入します。

各種手当等

６　試験結果の開示

　この試験の結果については、口頭で開示請求をすることができます。（下表参照）
　なお、電話、はがき等による請求はできませんので、受験者本人（未成年者にあっては、その法定代
理人を含む。）であることを証明する書類（運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険の被保険者
証等）を持参の上、開示場所である当法人経営管理部経営企画班で請求してください。

休　　　　暇

採用予定日

　（１）　勤務条件等

　平成３０年４月１日を予定しています。
　　 ※採用後、試用期間を設けます。

　年次有給休暇、特別休暇など

給　　　　与

　通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当（ボーナス）等の諸手当がそ
れぞれの条件に応じて支給されます。
　なお、期末・勤勉手当は年に約４．３月分支給されます。ただし、これらの額は規程等
の改正（給与改定等）により、変更される場合があります。

開示請求できる人 開示内容

　（２）　その他

　　　将来三大学間（福岡県立大学、九州歯科大学、福岡女子大学）で人事交流を行うことがあります。

勤務形態

○勤務時間
　　午前８時半から午後５時１５分（うち休憩時間６０分）
　　業務上の必要がある場合は、時間外勤務を命ずる場合があります。
○休日
　　土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始（１２月２９日
　から翌年の１月３日まで）

開示期間 開示場所試験

第１次試験 順位、得点  合格発表日の翌日から
 １箇月間（土日・祝日を
除く）。午前９時から午後
５時まで。

経営管理部経営企画班

第２次試験
順位、総合得点及び試験種目
別得点

受験者



（注４）申込書等に記載された個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には使用しません。

・受験票の郵便料は82円となるため、通常郵便はがきにさらに追加して「20円切手」を貼ってくだ

⑤切手

④受験票あて先

・受験票のあて先を記入してください。

・枠内の記載事項を確認のうえ、日付と氏名を自筆で記入してください。

②受験票・受験番号票

・受験票・受験番号票は、はがきで郵送されます。試験当日は、切り離さずに持参してください。

③写真

・申込み時には写真は必要ありません。受験票が届いたら、写真を貼って撮影年月を記入してく
　ださい。

・写真の裏面には氏名を記入して写真を貼り、写真がはがれないように写真のふちを透明なテープ
　で固定してください。

　さい。

７　受験手続

申込方法

（注２）提出された申込書に不備等がある場合は普通郵便で返送しますが、再提出時が受付期間を経過した場
　　　　合には、いかなる理由があっても受付できませんので、ご注意ください（受験できなくなります。）。

受験票について

〇受験票は、受付期間
　終了後、受験番号を
　付して郵送しますの
　で、写真を貼って試験
　当日に持参してくださ
　い

〇１１月２８日（火） まで
　に受験票が到着しな
　いときは、直ちに当法
　人経営管理部経営企
　画班（TEL：0947－42
　－1334）に連絡してく
　ださい

　「郵送」
　又は
　「持参」

１０月２３日（月）から
１１月１５日（水）まで

○持参の場合の受付時間は
　午前９時から午後５時まで
　（土日・祝日を除く）

※郵送の場合は、１１月１５
　日（水）までの消印のある
　ものに限り受け付けます

受　付　期　間

①「申込書」
・太枠内の必要事項を漏れなく記載してください

②通常郵便はがきに貼り付けた「受験票」
・太枠内の必要事項を漏れなく記載してください

・「受験票」は、通常郵便はがき（62円）の裏面
　にしっかりとのり等で貼り付けてください

・通常郵便はがきの表面には、受験票送付先
　の郵便番号、住所及び氏名を漏れなく記載
　してください

・通常郵便はがきには、20円切手を貼付して
　ください（郵便料金は82円となります）

※郵送で申し込む場合は、申込書と受験票
　送付用のはがきを封筒に入れて、封筒の
　表に「職員採用試験（福岡県立大学・一般
　事務Ⅰ）」と朱書きし、必ず簡易書留郵便
　で送ってください。その他の方法で郵送し
　た場合の事故については責任を負いませ
　ん。なお、締切間近の申込書の郵送は速
　達でお願いします。

   【申込先】
 〒８２５-８５８５
 福岡県田川市大字伊田４３９５番地
 公立大学法人福岡県立大学
 経営管理部経営企画班

提出書類

（注１）申込書提出時には、記入漏れ、切手等の不備がないよう、再度確認してください。

８　申込書・受験票の記入要領

◎太ワクの中だけ、黒のボールペン等で記入してください。また、数字は算用数字で記入してください。

①署名

（注３）この試験において提出された書類は、一切返却しません。



ふりがな 受験番号

郵便番号 ふりがな

固定 携帯

最終（現在）

その前

その前

その前

その前

鈴木　順平

平成２９年度　公立大学法人福岡県立大学職員採用試験（一般事務Ⅰ）申込書
１
氏　　名
及　　び
性　　別

３

採用大学

２

生　　年
月　　日

採　　用
区　　分

昭和
・

平成

男　・　女

一般事務Ⅰ

（○で囲む。）

福岡県立大学

　　　　　すずき　じゅんぺい

５
電　　話
番　　号 0947-12-3456

825 8585 田川市大字伊田１１－２２－３３

４

現住所

卒　業　（修　了）
卒業（修了）見込
在　　　学　　　中
中　　　　　　　退

修学区分
（○で囲む。）

在学期間学科・専攻

平成１６年　４月から

平成１９年　３月まで

卒　業　（修　了）
卒業（修了）見込
在　　　学　　　中
中　　　　　　　退

平成　　年　　月から

平成　　年　　月まで

学　　部

卒　業　（修　了）
卒業（修了）見込
在　　　学　　　中
中　　　　　　　退

福岡県立▲▲高校 普通科
平成１９年　４月から

平成２２年　３月まで

卒　業　（修　了）
卒業（修了）見込
在　　　学　　　中
中　　　　　　　退

卒　業　（修　了）
卒業（修了）見込
在　　　学　　　中
中　　　　　　　退

　　　を結成し、又はこれに加入した者

氏名（自筆）　　鈴木　順平

平成　２９年　　１０月　２７日９

署　　名

田川市立■■中学校

（３）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

（４）懲戒解雇又はこれに相当する処分を受けたことのある者で、その処分の日から２年を経過していない者

（１）日本国籍を有しない者で、就労可能な在留資格を有しない者

（５）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

（２）成年被後見人又は被保佐人（民法改正の経過措置としての準禁治産者を含む。）
　　　　 　　　こ

　私は公立大学法人福岡県立大学職員採用試験の受験を申込みます。なお、私は以下に掲げる各号のいずれにも該当しておりませ
ん。また、この申込書のすべての記載事項は事実に相違ありません。

７

学　　歴

※必要な方のみ記入してください。

（　受験の際に車椅子を使用　　　  　        　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 ）

８
受験時
の配慮
事項等

平成　　年　　月から

平成　　年　　月まで

　　　３　年　　　８　月　　　１　日

●●大学 経済学部 経済学科
平成２２年　４月から

平成２６年　３月まで

６
緊急時の
確実な
連絡先

学　　　　　校　　　　　名

 たがわしおおあざいた

0947-00-9999090-7777-8888

－

①



ふりがな

　

採用区分

（差出人） 　〒８２５-８５８５　　福岡県田川市大字伊田４３９５番地
　　公立大学法人福岡県立大学経営企画班
　　　（ＴＥＬ）０９４７－４２－１３３４
　　　（ＵＲＬ）http://www.fukuoka-pu.ac.jp/

様

62円郵便
はがき

5

鈴木　順平

58

20円切手を
貼ってください

○受験番号の控えとなりますので、大切に保管してください。

8 2

  田川市大字伊田１１－２２－３３

5

○６ヶ月以内に無帽、上半身
正面向きに撮ったもの
（３ｃｍ×４ｃｍ程度）

※申込み時には写真は必要
ありません。申込み後、受験
票が届いたら写真を貼り、は
がれないように写真のふちを
透明なテープで固定してくだ
さい。

受験番号票　　　　　　

採用大学
受　験
番　号

（試験当日は切り離さずに持参すること）

福岡県立大学

○

8

氏　名

郵便はがき

「通常郵便はがき（６２円）」を
準備し、裏面に受験票をのり
等で貼り付けてください。写真撮影時期　平成    年    月

一般事務Ⅰ

携行品　　本票、ＨＢ鉛筆又はシャープペンシル、鉛筆削り、消しゴム、時計

受　験　票 ※第１次試験当日に回収する
　ので必ず持参すること。

採用区分

（試験日）
　平成２９年１２月１０日（日）
　　入室開始　　８：３０
　　試験開始　　９：００

（試験場）
　福岡県立大学
    ※駐車場に限りがありますので、
　      公共交通機関をご利用ください

　鈴木　順平

　　すずき　　　じゅんぺい

一般事務Ⅰ

受験番号

採用大学

氏名

写真欄

鈴木　順平

福岡県立大学

教

②

③

④

「様」も記入して下さい

⑤

はがきには、２０円切手を追加してくだ

さい（郵便料は８２円となります。）。

申込書類の受付後に、当法人から受

験番号を付した受験票を郵送します。



　　　　 小倉駅→田川伊田駅（約1時間）徒歩約15分

　　 　　西鉄天神高速バスターミナル→福岡県立大学（約1時間30分）

　　　　 博多駅→新飯塚駅→田川後藤寺駅→田川伊田駅（約1時間20分）徒歩約15分

〒８２５－８５８５
福岡県田川市大字伊田４３９５番地

　 　　　小倉駅バスセンター→東町バス停で下車（約1時間）徒歩約10分

　　　　 【小倉方面から】

　　　　 【小倉方面から】

　　　　 ＜バスを利用する場合＞

　　 　　交通機関

　　 　　＜JRを利用する場合＞

　 　　　【博多方面から】

　　　　 【博多方面から】

試 験 場 案 内

大講義室

管理棟講堂

３号館

２号館

1号館

４号館

５号館

テニス
コート

附属研究所

体育館
生協レストラン

駐車場

グラウンド

図書館
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