
事務職員採用試験案内 

令和４年度公立大学法人愛媛県立医療技術大学 

事務職員（民間企業等経験者）採用試験案内 
 

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 

 愛媛県伊予郡砥部町高尾田 543 番地 

 〒791-2101  電話 089-958-2111 

 

令和４年度公立大学法人愛媛県立医療技術大学事務職員採用試験を次のとおり行います。 

～求める人物像～ 

民間企業等で培った専門的知識や経験、柔軟な発想により、本学のＤＸ推進のために即戦力と

なって貢献できる人材 

 

１ 受付期間 

令和４年７月 25日(月)から８月 12日(金)まで（消印有効） 

 

２ 採用予定日、採用予定人員及び職務内容 

（１）採用予定日  令和５年４月１日 

（２）採用予定職種及び人員 事務職員１名（試験の結果により、採用者なしの場合もあります。） 

（３）職務内容   公立大学法人愛媛県立医療技術大学に勤務し、大学運営業務におけるＤＸ

推進や広報業務の他、総務、財務、教務等の大学事務に従事します。 

 

３ 受験資格 

（１）昭和 58年４月２日から平成 13年４月１日までに生まれた者 

（２）民間企業等における職務経験を３年以上有する者（令和４年６月末現在） 

    なお、職務経験に係る留意事項は次のとおりです。 

  ア 「民間企業等における職務経験」には、会社員、団体職員、公務員、自営業者等として、

一つの企業又は団体等で１年以上継続して就業（１週間当たりの所定労働時間が 30時間以

上のものに限る。）していた期間が該当します。 

  イ 職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職

務に従事した場合は、いずれか一つの職務経験のみを通算してください。 

  ウ 雇用契約期間が１年未満の場合であっても、継続して就業した後に雇用期間が更新され、

同一の職務に継続して従事した場合であって、更新前後の就業期間を合算して１年以上と

なる場合は、その期間を通算することができます。 

  エ 休暇・休業・休職等のため、連続して１か月を超えて職務に従事していない期間（産前

産後休暇を除く。）は、職務経験に通算しません。 

  オ 職務経験は、月単位で算定します。従事期間が１月未満の月については、15日以上は繰

り上げて 1月として計算し、15日未満は切り捨てます。 

  カ 職務経験歴確認のため、最終合格決定後に職歴証明書等を提出していただきます。 

（３）次のいずれかに該当する方は受験できません。 

  ア 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 

イ 愛媛県及びその他の地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

２年を経過しない者 

ウ 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 
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４ 試験の方法 

（１）試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。 

   なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。 

区分 試験・検査種目 配点 試験の内容 

第１次試験 

教養試験 100点 

職務遂行に必要な基礎知識・能力について、筆記試験

を行います。 

（択一式 75題、１時間 30分） 

職務適応性検査 ― 

社会人の職務・職場への適応性について、性格傾向

の面から検査を行い、面接試験の参考とします。 

（択一式 150題、20分） 

特定資格加点 15点 
ＤＸ推進に有用な情報処理技術者試験合格者（別表）

について加点します。 

第２次試験 面接試験 200点 人物を総合的に評定するため、個別面接を行います。 

（２）第１次試験の合格者は、教養試験及び特定資格加点の合計得点の高い順に５名程度決定し

ます。 

（３）最終合格者は、第１次試験と第２次試験の合計得点の上位者とします。ただし、合計得点

が一定の基準に達しない場合は不合格となります。 

 

５ 試験の日時、試験会場及び合格発表 

（１） 第１次試験 

   ア 日  時 令和４年９月 18日（日）午前９時 30分から午前 11時 45分まで 

   イ 場  所 愛媛県立医療技術大学 

   ウ 合格発表 10月上旬に、愛媛県立医療技術大学のホームページに掲載するほか、合格

者に通知します。 

（２） 第２次試験 

ア 時  期 10月中旬 第１次試験の合格者に通知します。 

イ 場  所 愛媛県立医療技術大学 

ウ 合格発表 11月上旬に、愛媛県立医療技術大学のホームページに掲載するほか、合格

者に通知します。 

 

６ 勤務条件 

（１）給与 

   初任給は、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員給与規程（平成 22 年規程第 35 号）に

より、原則として、次のとおり支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、

通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

現行給料月額 227,934円（大卒 30歳、公立大学で８年間勤務歴がある場合） 

※民間企業等における職務経験年数及びその職務内容等に応じ個別に決定します。 

（２） 勤務時間 

原則として月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５時 15 分までです。ただし、

遅出勤務など勤務時間が変更になる場合や、業務上の必要により時間外勤務を命ずる場合が

あります。 

（３） 休日・休暇 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始、年次有給休暇（１年につき 20 日、ただし、４月 1 日

に採用の場合、当該年は 15日）、特別休暇（忌引、夏季、結婚等）があります。 

   

７ 受験手続 
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（１）申込様式［指定様式］の入手方法 

   公立大学法人愛媛県立医療技術大学のホームページの採用情報ページから指定様式を入手

してください。https://www.epu.ac.jp/about/recruit/post-4.html 

（２）提出書類 

 次の書類を角型２号封筒（Ａ４の書類が入るサイズ）に入れ、封筒の表に「事務職員試験

申込」と朱書の上、簡易書留郵便により愛媛県立医療技術大学事務局（〒791-2101 伊予郡

砥部町高尾田５４３番地）へ送付してください。 

  ※申込書類の受付は、郵送のみとし、持参やメールでの提出は受け付けません。 

 

 ①受験申込書［指定様式］ 

   Excel により署名欄以外の必要事項を記入して、Ａ４サイズの用紙３枚に片面印刷し、署

名年月日と氏名を自署してください。（ホッチキス等で綴じたり、折り曲げたりしないでください。） 

  ②受験票(官製はがき) 

   指定様式に必要事項を記入し、官製はがきの両面にそれぞれ貼り付けて作成してください。

申込時の顔写真の貼付は不要です。（63円切手を貼付した私製はがきの使用も認めます。） 

  ③特定資格加点に係る証明書（※該当者のみ） 

   特定資格加点に該当する方は、試験主催者が発行する合格を証明する書類の写しを提出し

てください。証明書(写)の添付が無い場合は加点されません。 

（３）受験票の交付 

受験申込書受理後に、受験番号を付した受験票を返送します。返送した受験票には、最近

６か月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦４ｃｍ、横３ｃｍ）を貼付し、受

験当日に必ず持参してください。 

なお、受験票は第１次試験終了時に回収しますので、受験番号は各自で控えておいてくだ

さい。 

また、受験票が９月５日(月)までに手元に届かない場合は、愛媛県立医療技術大学へ問い

合わせてください。 

 

８ 試験結果の開示 

  この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例第 29条第 1項の規定に基づき、次のと

おり開示を請求することができます。 

  開示手続きは、受験者（本人に限る）が、本人であることを確認できる書類(運転免許証等)

を持参の上、午前８時 30 分（合格発表当日のみ、午後１時）から午後５時 15 分までの間に、

愛媛県立医療技術大学事務局へ直接お越しください。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付

できません。） 

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。 

開示請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験 

不合格者 
第１次試験の得点及び順位 

第１次試験合格発表

の日から１月間 愛媛県立医

療技術大学

事務局 
第２次試験 

受験者 

第１次試験の得点及び順位並びに

第２次試験の得点及び順位、総合

得点の得点及び順位 

第２次試験合格発表

の日から１月間 

 

９ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応 

  受験される方は、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 
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    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おそれがあるため、受験を控え

ていただくようお願いします。 

   ア 新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方 

イ  保健所や事業所等に「濃厚接触者」と判断され、自宅待機を要請されている方 

ウ  ①発熱、②軽度であっても咳などの風邪の症状が続く、③強いだるさ（倦怠感）、④息

苦しさ（呼吸困難）などの症状がある方で受験を憂慮される方 

 （２）マスクの着用 

試験当日は、感染予防のため、マスクの着用をお願いします。なお、試験時間中の写真

照合の際には、試験官の指示に従い、マスクを一時的に外していただきます。 

 （３）アルコール消毒 

  試験会場に手指消毒用アルコールを設置しますので、手指消毒にご協力ください。 また、

携帯用手指消毒用アルコールをお持ちの方は、持参しても差し支えありません。 

 （４）体温測定の実施 

試験当日は、非接触型体温計により、検温を実施します。一定の発熱を検知された方は、

試験官の指示に従ってください。  

 （５）試験室の換気 

 試験室は換気のため、適宜、窓やドアなどを開けます。夏季及び冬季にはエアコンを稼

働する予定ですが、室温の高低に対応できるよう服装にご留意ください。 

 

10 その他 

（１）申込書類は返却しません。 

（２）申込書等により取得する個人情報は、この選考及び採用のために必要な範囲でのみ利用し

ます。 

（３）受験当日は、写真を貼付した受験票、筆記用具（ＨＢ鉛筆、消しゴム）を持参してくださ

い。時計は時計機能のみのものしか使用できません。 

（４）試験実施方法の変更等、緊急な連絡事項がある場合は、試験前日 17時までに本学ホームペ

ージに掲載しますので、必ず確認してください。 

（５）受験手続その他の問い合わせは下記までお願いします。 

愛媛県立医療技術大学 事務局 経営企画グループ 

愛媛県伊予郡砥部町高尾田 543番地 

〒７９１-２１０１  電話０８９-９５８-２１１１ 

 

※別表 特定資格加点【情報処理技術者試験】 

基本情報技術者試験 ５点加点 

応用情報技術者試験 10点加点 

ＩＴストラテジスト試験 15点加点 

システムアーキテクト試験 15点加点 

プロジェクトマネージャ試験 15点加点 

ネットワークスペシャリスト試験 15点加点 

データベーススペシャリスト試験 15点加点 

エンベデッドシステムスペシャリスト試験   15点加点 

ＩＴサービスマネージャ試験 15点加点 

システム監査技術者試験 15点加点 

情報処理安全確保支援士試験 15点加点 

  ※加点は一種類のみで、複数の資格を有する場合でも二重には加点しません。（最大で 15点加点） 

また、申込時に証明書類（写）の添付が必要です。 


