
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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29年度施設系技術職員採用リーフレット＞ 

 
○ 採用予定数 

１名（施設系技術職員） 
 
○ 採用予定日 

平成 30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 29年 8月８日（火） 

場所：KEKつくばキャンパス 

 

平成 2９年度の採用計画 



施設系技術職員の仕事 
 

KEK では現在、約 150 名の管理局職員が機構運営の中核を担う

組織に所属しています。採用後は施設部へ配属となり、専門性を発

揮して活躍をすることになります。 

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 

◆施設部 

 KEK の目標達成に向け、経営の資源であり教育・研究の基盤で

もある施設・設備の最適化を図ることが施設部の役割です。 

 

・施設整備      施設整備に係る企画立案及び調査 

建物・設備等に係る工事の計画、設計、積算、

施工監理及び検査 

工事の契約及び監督 

 

・維持保全     建物、電気設備、機械設備等の維持保全 

          施設の環境保全、省エネルギー対策 

          維持保全業務の契約及び監督 

 

・資産マネジメント 資産の管理、職員宿舎の管理等 

          施設の有効活用 

 
  

 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？ 

 

玉盛 絵里香   

施設企画課計画係 
（H15.4採用） 

 
Q. KEKを志望した理由は何ですか？ 
A. 世界最先端の研究施設であることから、より多くの建物の
建設へ携われると考えたからです。 
実際に、他大学に比べ多くの新営工事や、改修工事に携わる
ことができています。 
Q. 現在どのような業務を担当していますか？ 
A. 現在は、施設整備に関する計画や、施設整備のための予算
要求の取りまとめなど KEK全体にかかる、とてもやりがいの
ある業務です。5年、10年先の機構の活躍する姿を実現すべ
く助力出来たらと思っています。 
Q. KEKならではの仕事のやりがいを教えてください 
A. 計画段階から研究者の方と、協議検討を重ねプランニング
した研究施設によって、研究成果が挙がったというニュース
があると、私達もやりがいを感じます。研究者と共に、共同
でプロジェクトを進めるという一体感は、KEK でしか味わえ
ないものです。将来子供にも自慢できる仕事が出来ることが
誇らしいですね。 

Q. 育児休業を取得していかがでしたか？ 
A. 二人目の出産に伴い、約 1年のお休みをいただきました。
育児休業前から、職場では職務内容等の配慮や、体調の気遣
いなど廻りの皆さんのサポートがあり、安心して仕事をする
ことができました。育児休業取得時も、「戻ってきてくれるの
を待っているよ」という温かい言葉をかけて頂き、安心して
育児に専念することができました。復帰後も同じ係へ復帰し、
スムースに仕事へ復帰することができました。 
Q.どのように仕事と家庭を両立させていますか？  
A. 復帰後は育児部分休業の制度を利用し、1時間早く帰宅し
ています。また、子供が体調を崩した際には、子の看護を行
う場合の特別休暇が付与されており、そちらも活用していま
す。 
 朝の保育園の送りは、同じく KEKに勤める主人にお願いし
て、夫婦で上手く分担して子育てをしています。 
共働きで子育てをしている方が多いので、子育てへの理解者
が多い環境で助かっています。 
Q. KEKを目指す皆さんへひと言 

A. KEKは育児支援に関する制度や男女共同参画への意識も高
く、女性が仕事を続けていくことへの環境が整っています。
また、女性に限らずワークライフバランスが取れた人が多く、
プライベートをアクティブに楽しんでいる人がたくさんいま
す。皆さんも、KEKで一緒に働いてみませんか？ 

Q. 取得しておいた方が良い資格や知識はありますか？ 
A. 専門的なことは、就職後、経験を積みながら徐々に覚えて
行けば大丈夫です。第三種電気主任技術者の資格程度の知識が
あると、研究者や工事業者との打合せの中でも活かせることが
多く、早く環境にもなじめるのではないかと思います。 
Q. 職場の雰囲気はどうですか？ 
A. 若手が比較的多く活気があります。上司や先輩は各分野の
プロが揃っており、わからないことも丁寧に教えていただき、
仕事もスムースに進みます。また、仕事以外では昼休みや仕事
終わりには同僚や研究者の方々とサッカーやバドミントン等
レクリエーションをして和気あいあいと楽しんでいます。 
Q. 休日はどのように過ごしていますか？ 
A. 職場の先輩、同僚と一緒に海釣りに行ったり野球をしたり
しています。また土日や祝日の前後に年次有給休暇を合わせて
取得して日本各地のご当地グルメを食べる旅に繰り出すこと
が密かな楽しみです。 
Ｑ．KEK職員になって良かったこと 
A．大型実験施設を所有する大学共同利用機関法人だからこそ
施設系技術職員は欠かせない存在です。また、他の国立大学法
人等にはない規模の設備を管理することは貴重な経験であり、
自身のキャリアアップにもきっとつながると思われます。数々
のノーベル賞級の実験・研究が行われている KEK。その最先端
の実験・研究を支えるため、この KEKで一緒に働きませんか？ 

 

氏家  和輝  

整備管理課電気第一係 
（H20.4採用） 

 

Q. KEKを志望した理由は何ですか？ 

A. 当時、ノーベル賞にいちばん近い研究所と言うイメージが
あり、自分もそんな研究所・研究者の方々と一緒に仕事がし
てみたいと思い志望しました。実際、私が就職した年には、
KEK が検証に大きく貢献したと言われる「小林・益川理論」
で小林・益川両先生がノーベル物理学賞を受賞されることと
なり、１年目ながら KEKの一員であることに大きな喜びを感
じました。 
Q. 現在どのような業務を担当していますか？  
A. KEK では全国の国立大学法人等の中でもトップクラスの
大電力を使い実験・研究を行っており、それに対応する電気
設備は多岐にわたります。その電気設備を機能的で良好な状
態に維持向上させるべく、日々、点検や修理、更新の立案な
どの業務を行なっています。また、新たな実験装置や実験施
設の建設が決まれば、それらに対応する電気設備を整備する
ため、工事の設計・発注・現場監理もします。 
 

 

  
 

  先輩職員の声 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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 17８,２00 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 歳以下の施設系 

技術職員の男女比 

教員, 347 研究系 

技術職員, 

137 

事務職員, 

131 

施設系 

技術職員, 

25 

男性 

女性 

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

