
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

大学共同利用機関法人 

高エネルギー加速器研究機構（KEK） 

 

 
＜平成 28年度事務職員採用リーフレット＞ 

 
○ 採用予定数 

３名程度（事務職員） 
 
○ 採用予定日 

平成 2９年 4月 1日（既卒の方は応相談） 
 
○ 面接試験（二次試験） 

実施日：平成 2８年 9月 15日（木），16日（金） 
20日（火），21日（水）  

場所：KEKつくばキャンパス 

 

平成 2８年度の採用計画 



事務職員の仕事 
 

KEK では現在、約 150 名の事務職員が機構運営の中核を担う事

務組織に所属し、次のように様々な角度から専門性を発揮して活躍

しています。 

 

事務組織 
 

機構長 

理事    管理局      総務部 

               財務部 

               研究協力部 

               施設部 

             東海管理課 
 

社会連携部    広報室 
 

               安全衛生推進室（つくば） 
 

               監査室 

 

主な職務内容 
 

◆総務部 

・総務        総括、諸会議・行事の運営、諸規程の制定・改廃、機構の 

運営に係る企画立案、法人評価、学術情報・システム等 

・人事・労務   教職員の採用、給与、服務、福利厚生等 

 

◆財務部 

・主計     予算要求・執行管理、決算書作成 

・経理     旅費経理 

・契約      設備・物品等の契約、資産管理等 

 

◆研究協力部 

・研究協力     研究推進、プロジェクト支援、外部資金獲得、産学連携、 

知的財産、共同利用支援、大学院教育等 

・国際企画      海外研究機関等との国際共同研究、外国人来訪者への対応等 

 

◆施設部 

・施設企画    地球温暖化対策、資産の管理、職員宿舎の管理等   

 

◆東海管理課  J-PARC センター及び東海キャンパスに係る各種業務等 

 

 
  

 機構の紹介 
                                  

 高エネルギー加速器研究機構（KEK）は、加速器と呼ばれる

装置を使って基礎科学を推進する研究所です。最先端の大型粒

子加速器を用いた加速器科学の総合的発展の拠点として、宇宙

の起源、物質や生命の根源の探求を目指すとともに、大学共同

利用機関として国内外の研究者に対して研究の場を提供するこ

とを目的としています。 

 

☞ 若手職員にも責任ある仕事が任せられます。 
☞ 伝統的に研究者との距離が近く、相互に信頼関係の下で 

仕事を進めています。 
☞ 希望によっては海外での長期研修や出張、文科省での研修、 

他機関への出向の機会もあり、多様な経験を積むことが可能です。 
☞ 女性職員も多数在籍し、結婚・出産後も働きやすい職場環境です。 

KEK事務職員の特色 

KEK の特色 

 
◆世界に誇れる仕事 

年間延 8 万人以上もの国内外の研究者が来所し、加速器の 

世界をリードする国際的拠点。アジア・オセアニア地域に 

おける加速器科学の中心的役割を果たしています。 

また、2008 年に小林誠特別栄誉教授がノーベル物理学賞を 

受賞した際には、全長３km の KEKB 加速器が理論の実証に 

大きく貢献しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆科学と自然が共存するキャンパス 

 つくばキャンパスは約 300 の 

教育・研究機関を擁する筑波研究 

学園都市に立地しています。 

東京ドーム 33 個分の広大な 

敷地に四季折々の自然が息づく 

緑豊かな職場環境です。 

 

 



  
 
 
 
 

 
 

   
KEK って、どんな職場？（先輩職員の声） 

清水  順也 経理課資金管理係（H22年採用） 
Q. KEKを志望した理由は何ですか？ 
A. 就職活動を始めるまで KEKのことは 
知らなかったのですが、調べるうちに 
最先端の科学に携われることや、つくば 
の環境の良さなどに魅力を感じました。 
Q. 現在どのような業務を担当していますか？ 
A. 機構の支払いに関わる業務を担当して 
います。インターネットバンキングによる 
支払や、実際に銀行の窓口にいって支払を 
行ったりしています。 
Q. つくばキャンパスでの生活はどうですか？ 
A. キャンパス内は緑も多く、のびのびと 
働ける良い環境だと思います。休日は 
市内でランニングやサイクリングをしたり、 
都内へ出かけたりと色々な過ごし方ができます。 
Q. KEK職員になって良かったこと 
A. 上司や同僚が皆気さくで良い方 
ばかりです。何か困ったことがあっ 
ても気軽に相談できます。また、 
キャンパス内に体育館等の施設が 
揃っているので、お昼休みに体を 
動かしたりできるのもよい所だと思います。 

戸塚 頼子 研究協力課共同利用支援室 
ユーザーズ・オフィス係（H21年採用） 

Q. 現在どのような業務を担当していますか？ 
A. 実験や研究会・委員会のために KEKに来構するユーザーの
支援業務を行っています。旅費のサポートや、KEK 内にある
宿泊施設の管理などが主な業務です。 
Q. 休日はどのように過ごしていますか？  
A. 近くに大きな公園があり、子どもと遊びに行く事が多いで
す。ショッピングモールや映画館も近いので、子どもを夫に預
けて一人で映画に行く事もあります。 
Q. KEKの育休制度はいかがですか？ 
A. しっかりした制度とご理解のある周囲の方々のおかげで
不安なく取得できました。職場には育児経験者の方も多く、育
児についてもアドバイスを頂けて大変ありがたかったです。 
Q. 仕事と家庭の両立はどうですか？ 
職場の皆さんのご協力のおかげで両立出来ていると思います。 

保育園のお迎えや子どもの不調 
による急なお休みの時などご配
慮を頂いています。 

Q. KEK 職員になって良かったこと

A.    KEKは緑豊かでのんびりして 
いて職場の雰囲気も良いところで 

す。市内の施設も充実しているので休日も楽しく過ごせます！ 
 

渡邊 都子   
国際企画課（H20年採用） 

  【H27.4～H29.3 スイス派遣】 
Q. これまでの業務経験を 

教えてください 

A. 中期計画・年度計画等の
策定のとりまとめ業務、物品管理業務をしていました。現在は
日本人来訪者の施設見学対応や予算執行業務をしております。 
Q. 海外研修はいかがですか？ 
A. CERNがあるジュネーブ周辺には国際機関がたくさんあり、
仕事はもちろんですが、生活面でも文化や考え方の違いを日々
体感しております。 
Q. 研修中の経験は今後どのように生かされると思いますか？ 
A. 事務手続きにとどまらず、研究者の方々から加速器につい
ての説明を聞くことができます。外国機関との折衝の他、最先
端の加速器科学を知れることは今後の業務において貴重な経
験だと思います。 

Ｑ．KEK職員になって良かったこと 
A．KEK はあまり大きな組織ではないので、教職員同士の距離
が近いです。特に CERN研修では管理局の組織の枠を超えて、
研究者やそのご家族がとても親身になって励ましてくださり
非常に感謝しております。 

山﨑 洋輔   

契約課（H22年採用 
【H27.4～H28.3 文科省研修生】 
Q. これまでの業務経験を 

教えてください。 

A. 出張旅費の計算、研究に 
使用する物品の調達を担当しました。その後 1 年間文科省で
研修し、現在も物品の調達を担当しています。 
 
Q. 文科省研修での経験はいかがでしたか？また、今の業務に生

かされていますか？  
A. 予算編成や将来計画の実現可能性の検討等、様々な業務に
関わることができました。そこで得た知識が今の業務に生か
される場面は多々あります。 
 
Q. KEK との違いを感じましたか？また KEK らしさを感じるこ

とはありますか？  
A. 仕事のスピード感に特に違いを感じました。KEKらしさと
いえば教員と事務方の距離の近さ、話しやすい雰囲気でしょ
うか。 

Q. KEK職員になって良かったこと 
A. やはり最先端の研究に関われるというのが一番の魅力で
す。皆さんもぜひ一緒に働きましょう。 

ある 1日の 
スケジュール 
 出勤 
8:30   
 メールとそ
の日の支払
予定確認 

9:30 
  銀行での 
出金作業 

10:30 
 現金払対応 
12:00 
 お昼休み 
13:00 
 翌日以降の
支払に向け
ての準備 

17:15  
退勤 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Ｑ１ 加速器って何ですか？  
大学共同利用機関と大学はどこが違うの 
ですか？ 

 
「加速器」は、一言でいうと、電子などの粒子を

光速近くまで加速して、宇宙ができて間もない状態

を再現する大型実験装置です。ＫＥＫには一周３ｋ

ｍのリング（ＫＥＫＢ）があります。「大学共同利

用機関」は、こうした大型設備を全国の大学の研究

者が共同で利用できるよう設置された研究機関で

す。大学のように学部学生は在籍していませんが、

大学院教育にも協力しており、次世代の人材育成に

貢献しています。 

 

 

Ｑ２ 東京から通勤することはできますか？  
宿舎は借りられますか？ 

 
秋葉原からつくばまでは、つくばエクスプレス・

快速で４５分ですので、関東近県から東京に通勤す

る場合と変わりません。また、つくば駅から KEK

まではバスが運行しています。 

宿舎は、つくば駅から徒歩５～１０分圏内に、単

身用・世帯用があります。ＫＥＫまでの移動手段は

主にバスか自家用車ですが、最近は自転車通勤する

職員も増えています。 

Ｑ３ 物理が苦手ですが、仕事に支障はありますか？ 
 

事務職では、物理の知識が業務に必須ではありませ

んので、心配しなくて大丈夫です。文系出身の職員も

多く勤務しており、これまで縁がなくても、仕事をき

っかけに、興味・関心が広がることもあります。もち

ろん、物理の知識を持っている方であれば、研究者や

技術者とより円滑に業務を進めることができ、その知

識を活かすことができます。 

 
Ｑ４ 英語ができなくても、大丈夫でしょうか？ 
 

一部の部署を除いて、日常的に支障となることはあ

りませんので、ご安心ください。でも、ＫＥＫは海外

からの研究者を受け入れたり、諸外国の研究機関と連

携して研究活動を行ったりしていますので、英語で会

話する機会は多いです。機構内では英語研修を実施し

ており、海外出張の機会もありますので、ぜひ苦手意

識を克服し、積極的に習得する意識を持ってください。 
 
Ｑ５ 結婚や出産をしても働けますか？ 
 

もちろん働けます！出産し、育児休業を取得した後

復帰している職員も多くいます。 

育児や介護のための休業制度は、様々な種類が用意

されています。勤務時間の一部分のみ休業とする制度

もありますし、もちろん男性も取得できますので、ぜ

ひ活用してください！ 

大学共同利用機関法人  

高エネルギー加速器研究機構 

 〒305‐0801 茨城県つくば市大穂 1-1   
  総務部人事労務課人事第二係 

   Tel  029-864-5117（直通） 

   HP   http://www.kek.jp/ja/index.html 

  Email  jinji2@ml.post.kek.jp 

勤務条件   ※国家公務員に準拠 

 
・初任給   大卒 176,700 円～（経験年数により加算） 

・諸手当   住居・通勤・扶養・調整手当等、賞与ほか 

・勤務時間  8:30～17:15（完全週休２日制） 

・休暇・休業 年次有給休暇、特別休暇、育児・介護休業等 
 
 

研修制度 
 
・階層別研修 

→初任者研修、主任研修、係長研修等 

・知識・スキル向上のための研修 

→英語、簿記、その他職能別研修 

・海外派遣研修 

→海外研究機関で１～２年間程度の実務を行う 
 
 

福利厚生等 
 

・国家公務員共済組合に加入   

・単身・世帯宿舎 

・各種レクリエーション、芸術祭を実施 

・野球場、サッカー場、テニスコート、体育館等の 

運動施設 

常勤職員構成 

35 歳以下の事務職員 

男女比 

過去 5 年の 
事務職員文理比 

http://www.kek.jp/ja/index.html
mailto:jinji2@ml.post.kek.jp

