国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター
平成 31 年 4 月 1 日付け採用職員募集要項

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターでは、下記のとおり一般職員（事
務系、技術系）の募集を行います。
今回の採用予定数、応募条件、選考方法等は下記のとおりです。
記
１

採用予定数

１０名（事務系、技術系）
２

職務の内容

(1)センターが行う水源林造成事業等に関する業務（事務系：企画調整、総務、経理
技術系：水源林造成事業の実行指導、契約地の管理、収穫業務等）
(注)研究職ではありません。
(2)センターの説明会を以下「４

法人説明会のご案内」のとおり開催します。参加は任

意ですのでご興味のある方はご参加下さい。事業内容や労働条件についての説明のほか、
先輩職員に直接質問をしていただける時間も設けております。
３

センターからの通知手段
センターからの通知は特段の記載が無い限り、共通の案内に関しては、就職情報サイト

上にて行いますので随時確認して下さい。個別の案内に関しては、メール又は郵送により
行いますので各通知を確実に受け取れるようにして下さい。
就職情報サイト URL：https://job.rikunabi.com/2019/company/r785191051/
メール：就職情報サイト登録のメールアドレス
郵送

：履歴書に記載されている住所

上記から変更する必要が生じた場合は、変更事項、氏名及び就職情報サイト登録の番号
を明記の上「14
４

問い合わせ先」メールアドレスへメール願います。

法人説明会のご案内

「５

応募条件」を満たす方を対象に、以下のとおり３月及び５月に説明会を開催します。

説明会の内容は全て同じです。
(1)３月開催説明会
・日時

平成３０年３月１４日（水）午前の部及び午後の部
平成３０年３月２０日（火）午前の部及び午後の部

午前の部

１０：００（集合） １０：１０（開始）～１２：００（終了）

午後の部

１３：３０（集合） １３：４０（開始）～１５：３０（終了）

・会場

川崎市（センター本部）

「14

問い合わせ先」住所に同じ

・申込

就職情報サイトへのエントリー時に併せてお申込み下さい。申込期限は、３月
１４日開催は、３月１２日（月）１７時まで、３月２０日開催は、３月１９日（月）
１２時までとし、応募者多数の場合は、先着順とさせて頂きます。
なお、応募者への案内通知は行わず、当日受付にてお名前のみ確認させて頂き
ます。
説明会については、就職情報サイトからのエントリーのみで参加可能ですが、
選考に進むためには、履歴書等の提出が必要となりますので以下の記載をご確認
下さい。
技術系志望の方で「６

応募種類」記載の推薦応募を検討される方は、３月開

催の説明会参加をお勧めします。
(2)５月開催説明会
・日時

日時及び会場は、３月２０日説明会終了後、就職情報サイト上にてご案内いた

します。
・会場（予定）札幌市、仙台市、川崎市、名古屋市、京都市、岡山市、福岡市
・申込

就職情報サイトへのエントリー時に併せてお申込み下さい。申込期限は、４月

３０日（月）までとし、応募者多数の場合は、先着順とさせて頂きます。説明会につ
いては、就職情報サイトからのエントリーのみで参加可能ですが、選考に進むために
は、履歴書等の提出が必要となりますので以下の記載をご確認下さい。
５

応募条件（以下の条件を全て満たす方）

(1) 昭和６３年４月２日以降に生まれた方
(2) 大学、高専、短大、専門学校、林業大学校を卒業した方又は平成３１年３月までに卒
業見込みの方
・事務系については原則として法律系（法学・政治学等）又は経済系（経済学・商学
・経営学等）を専攻又は履修した方
・技術系については原則として森林・自然環境系の学科(森林科学、生物資源環境学
等)を専攻又は履修した方
(3) 全国転勤可能な方
(4）業務上自動車運転は必須のため、応募日現在、普通自動車運転免許（AT 限定も可）
を取得している方、もしくは、採用時までに有効な普通免許以上を取得できる方
(5) 次の各号のいずれにも該当しない方
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくな
るまでの方
三 懲戒免職又はこれに相当する処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方
四 日本の国籍を有しない方のうち、次のいずれかに該当する方
ア 採用後に従事することとなる職務を遂行するために必要な在留資格（出入国管

理及び難民認定法第２条の２の規定による在留資格をいう。）を有しない方
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した方等の出入国管理に関する
特例法に定める特別永住者でない方（採用後に従事することとなる職務を遂行す
るために必要な在留資格を有する方を除く。）
６

応募種類
推薦応募と一般応募があります。技術系志望の方で、「森林・林業に関する学科・科目

設置校一覧表」記載学校の該当学科等に所属の方又は、同該当学科等を卒業した方につい
ては、推薦応募を選択することができます。
推薦応募者については、筆記試験（専門試験及び論文試験）を免除します。
７

応募方法

Ⅰ、Ⅱを期限内に完了された方を正式なご応募といたします。
Ⅰ

就職情報サイトへのエントリー（平成３０年３月１日（木）から開始、平成３０年
４月３０日（月）締切）

Ⅱ

応募書類を郵送又は直接持参
応募書類
○推薦応募の方
(1) 履歴書
センターホームページ(https://www.green.go.jp/)掲載の指定様式
履歴書に添付しております履歴書記入要領を必ず確認の上、漏れが無いよう
に記入して下さい。応募書類の提出は、郵送又は直接持参の方法とし、期限は、
平成３０年５月２４日（木）１７時必着（締切日時厳守）とします。
(2) 推薦書
推薦者は、森林・林業に関する学科・科目設置校一覧表に記載されている「該
当学科等」の長以上の方又は所属研究室等の教授とし、様式は任意とします。
推薦書の提出締切日は、平成３０年６月１９日（火）までとし、提出した方
には、推薦書を受付した旨、メールにてお知らせし、筆記試験（専門試験及び
論文試験）を免除します。なお、推薦書発行に関する学校の取り決め等がある
場合は、内容の確認が出来る書類を併せて提出して下さい。
(3) 卒業証明書(卒業見込証明書)及び成績証明書
高校卒業後の学歴の全てについて平成３０年６月１９日（火）までに提出し
て下さい。（全て原本に限る）
○一般応募の方
(1) 履歴書
センターホームページ(https://www.green.go.jp/)掲載の指定様式
履歴書に添付しております履歴書記入要領を必ず確認の上、漏れが無いよう
に記入して下さい。応募書類の提出は、郵送又は直接持参の方法とし、期限は、

平成３０年５月２４日（木）１７時必着（締切日時厳守）とします。
(2) 卒業証明書(卒業見込証明書)及び成績証明書
高校卒業後の学歴の全てについて平成３０年６月１９日（火）までに提出し
て下さい。（全て原本に限る）
８

応募書類の提出先
封筒に朱書きで事務系志望の方は「４月１日採用事務系一般職員採用応募書類在中」と、

技術系志望の方は「４月１日採用技術系一般職員採用応募書類在中」と、明記の上、下記
まで送付してください。
なお、提出された書類は返却しませんのでご了承ください。
＜送付先＞

〒212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町６６番地２ 興和川崎西口ビル11Ｆ

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 森林管理部労務課人事係
９

選考方法
一般教養・適性審査
・方法：各都道府県会場においてテストセンター方式により行います。
・期間：平成３０年６月２日（土）～６月１７日（日）
・会場：各都道府県に１以上設置
・方法の詳細については、５月下旬に応募者の就職情報サイト登録のメールアドレス宛
てに通知します。５月３１日（木）までに案内が届かない場合は、ご連絡下さい。
・一般教養・適性審査の結果発表は、６月下旬に受験者全員に通知します。
・一般応募の方で一般教養・適性審査の合格者には、筆記試験（専門・論文試験）会場
の詳細を併せて通知します。
筆記試験（専門試験・論文試験）
・日時：平成３０年６月３０日（土）
１２：４５（集合）１３：００（試験開始）～１５：００（試験終了予定）

・会場（予定）：札幌市、仙台市、川崎市、名古屋市、京都市、岡山市、福岡市
・筆記試験の結果発表は、７月上旬に受験者全員に通知します。なお、筆記試験の合格
者及び推薦応募者には、面接１回目の集合時間等の詳細を併せて通知します。
面接（２回）
１回目
・日時：①平成３０年７月１８日（水）、②１９日（木）、③２０日（金）のうちから
以下の会場毎に定められた日時を受験者に選択して頂きます。（先着順）
・会場（予定）：①札幌市、仙台市、川崎市、名古屋市、岡山市
②札幌市、仙台市、川崎市、名古屋市、京都市、岡山市、福岡市
③川崎市、京都市、福岡市
・面接１回目の結果発表は、７月下旬に受験者全員に通知します。なお、面接１回目の
合格者には、面接２回目の集合時間等の詳細を併せて通知します。

２回目
・日時：平成３０年８月２１日（火）、２２日（水）のうちどちらかの日時を指定して
通知します。
・会場：川崎市（本部）

「14

問い合わせ先」住所に同じ

・最終結果発表は、９月中旬までに受験者全員に通知します。
10

勤務地
センター本部（神奈川県川崎市）のほか、北海道から九州までの全国各地にある整備局、

水源林整備事務所
(注)今後、北海道から九州まで全国各地の事務所等へ転勤があります。
11

給与
国立研究開発法人森林研究・整備機構職員給与規程に基づき支給

大学卒初任給

月２０万円程度（ただし、採用前の職歴等により経験年数分加算あり）

（支給要件を満たす場合、扶養、地域、住居、通勤、期末・勤勉手当等あり）
12

勤務時間・休暇
勤務時間は８時３０分から１７時１５分(本部及び関東整備局は９時から１７時４５分)

の１日７時間４５分、原則として土・日曜日及び祝日等の休日は休みです。
休暇には、年２０日の年次休暇（４月１日採用の場合、採用の年は１５日。残日数は２
０日を限度として翌年に繰越し）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引、
ボランティア等）、介護休暇があります。
年金・健康保険については共済組合制度加入
13

その他
説明会及び受験に際して発生する旅費・宿泊費等は、応募者の自己負担とします。
応募書類は返却しません。なお、記載されている個人情報については、本採用試験以外

には使用しません。
14

問い合わせ先
〒212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町６６番地２ 興和川崎西口ビル１１Ｆ

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 森林管理部労務課人事係
担当：園田、高倉

Tel：044-543-2504

E-Mail：center-jinji@green.go.jp

森林・林業に関する学科・科目設置校一覧表
平成29年12月1日現在
設置校（大学名）

該当学科等

郵便番号

所在地

北海道大学

農学部森林科学科

060-8589

札幌市北区北９条西９丁目

岩手大学

農学部森林科学科

020-8550

盛岡市上田3-18-8

秋田県立大学

生物資源科学部生物環境科学科

010-0195

秋田市下新城中野字街道端西
241-438

山形大学

農学部食料生命環境学科森林科学コース

997-8555

鶴岡市若葉町1-23

筑波大学

生命環境学群生物資源学類農林生物学コース

305-8572

つくば市天王台1-1-1

宇都宮大学

農学部森林科学科

321-8505

宇都宮市峰町350

東京大学

農学部応用生命科学課程森林生物科学専修・環境資源科学
課程森林環境資源科学専修

113-8657

文京区弥生1-1-1

東京農工大学

農学部地域生態システム学科・環境資源科学科

183-8509

府中市幸町3-5-8

東京農業大学

地域環境科学部森林総合科学科

156-8502

世田谷区桜丘1-1-1

日本大学

生物資源科学部森林資源科学科

252-0880

藤沢市亀井野1866

新潟大学

農学部農学科流域環境学プログラム

950-2181

新潟市西区五十嵐二の町8050

信州大学

農学部農学生命科学科森林・環境共生学コース

399-4598

上伊那郡南箕輪村8304

静岡大学

農学部生物資源科学科地域生態環境科学コース

422-8529

静岡市駿河区大谷836

名古屋大学

農学部生物環境科学科

464-8601

名古屋市千種区不老町

岐阜大学

応用生物科学部生産環境科学課程環境生態科学コース

501-1193

岐阜市柳戸1-1

三重大学

生物資源学部資源循環学科農林生物学教育コース森林科学
プログラム

514-8507

津市栗真町屋町1577

京都大学

農学部森林科学科

606-8502

京都市左京区北白川追分町

京都府立大学

生命環境学部森林科学科

606-8522

京都市左京区下鴨半木町1-5

岡山大学

農学部総合農業科学科環境生態学コース

700-8530

岡山市北区津島中1-1-1

鳥取大学

農学部生命環境農学科里地里山環境管理学コース

680-8553

鳥取市湖山町南4-101

公立鳥取環境大学

環境学部環境学科

689-1111

鳥取市若葉台北1-1-1

島根大学

生物資源科学部農林生産学科森林学教育コース

690-8504

松江市西川津町1060

愛媛大学

農学部生物環境学科森林資源学コース

790-8566

松山市樽味3-5-7

高知大学

農林海洋科学部農林資源環境科学科森林科学領域

783-8502

南国市物部乙200

九州大学

農学部生物資源環境学科地球森林科学コース

812-8581

福岡市東区箱崎6-10-1

宮崎大学

農学部森林緑地環境科学科

889-2192

宮崎市学園木花台西1-1

鹿児島大学

農学部農林環境科学科森林科学コース

890-0065

鹿児島市郡元1-21-24

琉球大学

農学部亜熱帯農林環境科学科森林環境学コース・亜熱帯地
域農学科農林共生学コース

903-0213

中頭郡西原町字千原1

※該当学科等は、平成29年12月1日現在の学部・学科等を表示しております。卒業（見込）が上記「該当学科等」でない場合で
あっても、組織改編後が上記「該当学科等」となる場合は、推薦応募の対象となります。

