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地方独立行政法人大阪産業技術研究所（以下、大阪技術研）は、産業技術に関する試験、研究そ

の他の支援を行うとともに、これらの成果の普及及び実用化を促進することにより、産業技術とも

のづくりを支える知と技術の支援拠点として、中小企業の振興等を図り、大阪経済及び産業の発展

並びに住民生活の向上に寄与することを目的として大阪府及び大阪市が設立した法人です。

この度、職員（研究職）を採用するため、下記のとおり職員採用選考を行います。

１ 採用分野、採用予定人員、職務内容等

○勤務先…森之宮センター（大阪市城東区）

※なお、今後、和泉センターに異動する可能性があります。

職種 採用分野
採用予

定人員
特に必要とする分野 職務内容等

研究職 表面工学分野 １名

溶液電解製膜プロセス、異種材料接

合、エネルギー変換デバイス、親水・

撥水表面の構築など、表面・界面の

高機能化に関して、材料・技術の開

発研究、ならびに表面・界面機能の

評価などを行う分野

表面工学分野に関す

る研究開発及び関連

する中小企業等への

依頼試験・受託研究な

どの技術支援、その他

の業務

研究職
材料加工・組織

制御分野
１名

金属系の構造材料や生体材料に関し

て、その組織制御による高性能化の

ための材料プロセシング技術、およ

び材料強度や材料組織の評価技術等

の研究、ならびに金属系の素材や工

業製品に関して、その力学的特性の

評価技術の研究などを行う分野

材料プロセシング分

野に関する研究開発

及び関連する中小企

業等への依頼試験・受

託研究などの技術支

援、その他の業務

注意：採用後の身分は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所の職員となります。(大阪府職員、

大阪市職員及び地方公務員法が適用される地方公務員ではありません。)

２ 応募資格

昭和 60 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学（これに相当する教育課程を

含む。ただし短期大学を除く。以下「大学」という。）を卒業した人、若しくは令和 2年 3月まで

に卒業見込みの人又は修士以上の学位を有する人

ただし、次の各号のいずれかに該当する人は、応募できません。

(1)成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）

(2)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猶予期間中の人、その他その

執行を受けることがなくなるまでの人

(3)大阪技術研（旧地方独立行政法人大阪市立工業研究所及び旧地方独立行政法人大阪府立産業

技術総合研究所を含む）において懲戒解雇を受け、その処分の日から２年を経過しない人

(4)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

なお、日本国籍を有しない人も受験できます。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。

令和元年度 地方独立行政法人大阪産業技術研究所

職員採用選考案内【研究職】
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（採用分野に関する応募資格）

次の科目のいずれかを履修した人又は履修している人（類似する科目を含む）

採用分野 履修科目

表面工学分野 電気化学、物質化学、物質工学、材料化学、材料工学、無機工業化学

材料加工・組織制御分野
構造材料学、機械材料学、生体材料学、材料プロセス学、材料組織学、

材料力学、材料強度学

３ 応募手続

応募者は、角型 2号封筒（33cm×24cm 程度）を用いて、次の書類を大阪技術研森之宮センター

総務部あてに郵送又は持参のうえ提出してください。

なお、郵送の場合は、封筒の表に「研究員【応募する分野】応募」と朱書きし、特定記録郵便

で郵送してください。

（１）採用選考申込書（所定の様式で、最近３ヶ月以内に撮影した上半身、脱帽及び正面向き写

真<縦 4.5cm、横 3.5cm>貼付）（別紙【様式１】）･‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１部

（２）大学の卒業証明書及び学業成績証明書‥･･･････‥････････････････････････････・各１部

（３）大学院の修了証明書及び学業成績証明書（該当者のみ）･････････････････････････各１部

（４）大学教授等の推薦書(様式は問いません)【任意】･････････････････････････････････１通

（５）職務経歴書（該当者のみ）（別紙【様式２】）･････････････････････････････････････１部

（６）卒業論文、修士論文、博士論文（以上については該当者に限る）、学会誌等への掲載論文、

学会等での発表、特許出願、職務研究論文等の業績一覧（別紙【様式３】）････････････１部

（７）（６）に記載した業績一覧の中から主なもの（３編以内）の要旨（Ａ４用紙１枚 400 字以内）

（別紙【様式４】）･･･････････････････････････････････････････････････････････‥１部

（８）当法人が指定するテーマに基づく「応募論文」（Ａ４用紙１枚、1,600 字以内）

（別紙【様式５】）･‥‥･･･････････････････････････････････‥‥･･･‥‥･‥‥･‥‥１部

テーマ『大阪産業技術研究所職員（研究員）を志望する理由と、採用後、応募する分野で

どのようなことをやってみたいか、また、企業に対する技術支援でどのように自分

の力を発揮できるか。』

（９）氏名・生年月日を記入した受験票（別紙【様式６】）･････‥‥･･･‥‥･‥‥･‥‥‥‥１部

（10）応募者の住所及び氏名を記入し、

374 円分の切手を貼った返信用封筒(長形 3号)(12cm×23.5cm)･･‥‥‥‥‥‥２通

※（２）（３）について、卒業・修了見込の者で応募時点において学校から証明書が発行されな

い場合は、在学証明書・卒業見込証明書を提出してください。

※（４）については任意ですので、大学教授等の推薦書がなくても受け付けます。

４ 応募受付期間

・令和元年 8月 26日（月）から令和元年 10月 25 日（金）まで

（ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く）

・大阪技術研森之宮センターへ直接持参して提出される場合の受付時間は、9 時から 17 時 30

分（ただし、休憩時間 12時 15 分から 13時を除く）までです。

なお、和泉センターでは受付できません。

・郵送の場合は、令和元年 10 月 25 日（金）必着です。期限を超えたもの及び郵便料金不足の

場合は受け付けません。

   

なお、応募書類の持参・郵送を問わず受験番号を記した受験票を令和元年 10 月 30 日（水）

（予定）に発送します。令和元年 11 月 5 日（火）までに受験票が届かない場合は、１１項に記

載の問合せ先までご連絡ください。
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５ 選考の方法及び内容

区 分 種 目 内  容

第 1次選考 書類選考

提出された書類に基づき、応募資格に合致した要件を具備

しているかどうか、採用職種にふさわしい知識・経験及び

試験研究等の職務遂行能力を有しているか、などについて

審査を行います。

第 2次選考

令和元年

11月30日（土）

（予定）

筆記試験 専門分野の知識及び能力について、筆記試験を行います。

面接試験

採用職種への適正を有しているか、専門的な知識を有して

いるか、試験研究等の職務遂行能力を有しているか、など

について個別面接により選考を行います。

  ※日本語で出題します。特に指示のある場合を除き、日本語で解答してください。

６ 合格通知

（１）第 1次選考の結果については、令和元年 11月 11 日(月)（予定）に合否を通知します。

なお、第 1次選考の合格者には、併せて第 2次選考の実施場所等の内容を通知します。

令和元年 11 月 17 日（日）までに通知が届かない場合は、１１項に記載の問合せ先までご連

絡ください。

（２）第 2次選考の結果については、令和元年 12月 9 日(月)（予定）に合否を通知します。

なお、第 2次選考の合格者には、採用内定者として必要な手続きを通知します。

※発表方法：結果は、合否に係わらず有効受験者全員に郵送通知するほか、大阪技術研森之宮

センターの入り口掲示板及び大阪技術研ホームページ（https://orist.jp/）に合

格者の受験番号を掲示する予定です。

７ 採用内定者の決定方法

採用内定者は、第 1次選考及び第 2次選考の結果を総合的に判断し、決定します。

なお、辞退等の理由により採用内定者を採用できない場合は、第 2次選考受験者の内成績上位

者を採用する場合があります。

また、受験資格のないことが判明した場合や応募書類の記載に虚偽の内容があった場合は、採

用内定を取り消します。また、採用後に虚偽の事実が判明した場合は、懲戒処分となることがあ

ります。

８ 採用時期・給与等

（１）採用内定者は、令和 2年 4月 1日で採用する予定です。

（２）初任給は、採用者の経歴、その他を勘案のうえ決定されます。

平成 31 年 4 月採用者の初任給一例（地域手当含む。）

平成 31 年 3 月大学卒（22 歳） 月額 231,400 円程度

平成 31 年 3 月大学院卒（修士課程修了）（24歳） 月額 253,800 円程度

平成 31 年 3 月大学院卒（後期博士課程修了）（27歳） 月額 284,200 円程度

  このほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当などが支給されます。

   ※今後、勤務条件の変更に伴い、変動する可能性があります。

（３）勤務形態は常勤、任期無し（定年制）となります。

（４）勤務時間は、原則として 9時から 17時 30 分（12時 15 分から 13時まで休憩）となってお

り、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休みとなります。

（５）休暇は、年次休暇（年間 20日、残日数は 20 日を限度として翌年に繰越し。ただし採用の

年は採用月により付与日数がかわります。）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・産前

産後等）、介護休暇等があります。

（６）福利厚生は、地方職員共済組合、地方公務員災害補償基金、雇用保険、大阪産業技術研究
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所職員厚生会へ加入します。健康保険、年金、災害補償、雇用保険等各種給付事業や福利厚

生メニュー等が受けられます。

９ 採用選考申込書の入手方法

選考申込書等の請求は、大阪技術研森之宮センター総務部までお越しいただくか、大阪技術研

ホームページ（https://orist.jp/）からダウンロードしてください。

（注意：電話、ファクシミリ、郵便、Eメール等による請求は受け付けません。）

１０ その他

・応募書類で記入欄の不足等で追加作成を行う場合は、様式を変更しないでください。

・受験上の配慮（車椅子の使用等）が必要な場合は、必ず申込書の「受験上の配慮を要する事項

の有無」の欄の「有」に○印をつけ、概要を記載のうえ１１項に記載の問合せ先までご連絡を

ください。

・この職員募集において提出された書類等は、受付後返却しません。

・受験に際して大阪技術研が収集した個人情報は、大阪府個人情報保護条例に基づき、職員採用

試験の円滑な遂行のために用い、それ以外の目的に利用することや第三者に提供又は公表する

ことはありません。

・電話によるお問い合わせ及び応募書類の持参による提出は、9時から 17時 30 分（休憩時間 12

時 15 分から 13時を除く）にお願いします。なお、土曜日・日曜日・祝日は業務を行っており

ませんのでご留意ください。

・メールでのお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

・本研究所への自動車・バイク等の乗り入れ及び周辺道路への駐車は禁止します。

・来所される場合は、公共交通機関をご利用ください。

１１ 申し込み先及び問合せ先

地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センター 経営企画本部 総務部（採用担当）

〒536-8553 大阪市城東区森之宮 1－6－50 電話：06－6963－8002

（電車でご来所される場合）
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JR大阪環状線森ノ宮駅（北口）または Osaka Metro中央線・長堀鶴見緑地線森ノ宮駅（4番出

口）下車。中央大通を東に約 350m（徒歩約 5 分）、「森ノ宮公団住宅前」を左折し北に約 350m
（徒歩約 5分）。


