
令和３年７月21日時点

国立大学法人 北海道大学

15名

二次試験 日　　　時 ①一次面接（オンライン面接）
　令和３年８月２日（月）～４日（水）
②二次面接
　令和３年８月17日（火）～１9日（木）（予定）
③三次面接
　令和３年８月下旬（予定）
④四次面接
　令和３年８月下旬～9月上旬（予定）
※②～④の日程は，現時点での予定であり，変更の可能性があります。

会　　　場 二次面接以降：北海道大学事務局
　（札幌市北区北８条西５丁目）

受付方法 ・第二次試験受験希望者は，７月２7日（火）（※必着）までに，下記担当まで「職員統一
採用試験履歴書」を「特定記録郵便」「速達」で郵送願います。
※履歴書の様式は，北海道地区のホームページに掲載しております。

・当方で履歴書を受理した後，７月29日（木）１２時までに，北海道地区採用試験事務
室から第一次試験の合格通知書を送付しているメールアドレスへ，一次面接の日時
等をお知らせいたします。

※履歴書を郵送したが，上記期限までにメールが届かない場合は，お手数ですが
　下記担当までお知らせください。
※メールアドレスが変更となった場合は，担当窓口宛てに速やかにご連絡ください。

・二次面接以降は，対象者にのみ次回面接の日時をお電話にてお知らせします。

・一次面接の日程でどうしても都合が悪い日時がありましたら，履歴書の備考欄に都
合が悪い日時を記載してください。（必ずしも希望に添える訳ではありません。）

補　　　足 ・詳細については，本学のホームページ（下記URL）に掲載の試験案内等をご覧くだ
さい。
・オンライン面接の実施にあたり，必ず事前にオンライン面接受験者マニュアルをご
確認いただき，必要となる機器等をご準備ください。

担当窓口 担　　　当 〒０６０－０８０８　札幌市北区北８条西５丁目
　　北海道大学 総務企画部人事課人事総括担当

電話番号
011-706-3903

E-mail j-ninyo@general.hokudai.ac.jp

HP https://www.hokudai.ac.jp/introduction/recruit/2ji/

②令和３年度 北海道地区国立大学法人等 二次試験情報
【事務区分】

機関名

採用予定数

※二次試験の受付は，一次試験合格発表後（令和３年７月２１日（水）９時３０分）以降，各機関で行います。
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令和３年７月21日時点

②令和３年度 北海道地区国立大学法人等 二次試験情報
【事務区分】

※二次試験の受付は，一次試験合格発表後（令和３年７月２１日（水）９時３０分）以降，各機関で行います。

国立大学法人　北海道教育大学

6名

二次試験 日　　　時 ①集団面接
　令和３年８月４日（水）～８月5日（木）

②個人面接
　令和３年８月２６日（木）～８月２７日（金）

会　　　場 ①②　北海道教育大学事務局３階
（札幌市北区あいの里５条３丁目１－３）

受付方法 ・「履歴書」及び「令和３年度国立大学法人北海道教育大学集団面接日程表」に必要事
項を記入の上，７月２７日（火）（※必着）まで郵送してください。

・詳細及び集団面接日程表の様式は，本学ホームページ下部「職員（事務系職員及び
技術系職員）採用試験情報」に掲載しておりますのでご確認ください。

・採用試験情報URL　：　 https://www.hokkyodai.ac.jp/recruit/

補　　　足 ・履歴書の様式は，北海道地区のホームページに掲載しています。

担当窓口 担　　　当 〒002-8501　札幌市北区あいの里５条３丁目１－３
　　北海道教育大学　総務企画部人事課人材開発グループ

電話番号
011-778-0214・0215

E-mail s-jinzai@j.hokkyodai.ac.jp
HP https://www.hokkyodai.ac.jp/recruit/

機関名

採用予定数
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令和３年７月21日時点

②令和３年度 北海道地区国立大学法人等 二次試験情報
【事務区分】

※二次試験の受付は，一次試験合格発表後（令和３年７月２１日（水）９時３０分）以降，各機関で行います。

国立大学法人 室蘭工業大学

６名

二次試験 日　　　時 ①一次選考面接（個別面接）
　令和３年７月29日（木），７月30日（金）

②二次選考面接（集団面接）・最終面接（個別面接）
　令和３年８月５日（木），８月６日（金）
　※両日とも午前中に二次選考面接（集団面接），午後に最終面接（個別面接）を
　　 実施する予定です。

会　　　場 ①北海道大学ファカルティハウス「エンレイソウ」２階　第三会議室
　 （札幌市北区北11条西８丁目 北海道大学内）
　 【集合場所】北海道大学ファカルティハウス「エンレイソウ」２階　第二会議室

②室蘭工業大学本部棟３階　中会議室
　 （室蘭市水元町27番１号）
　 【集合場所】室蘭工業大学本部棟３階　小会議室

受付方法 ・一次選考面接は，７月21日（水）９時30分～７月25日（日）21時00分までに
　以下のURLからお申し込みください。

　一次選考面接申込URL： https://airrsv.net/murojinji/calendar

・履歴書を作成のうえ，７月26日（月）までに郵送してください。【当日必着】

補　　　足 ・一次選考面接の申し込みは，先着順のため，お早めにお申し込みください。
・履歴書の様式は，北海道地区のホームページに掲載しています。
・一次選考面接にお越しの際は，第一次試験合格通知書を持参してください。
・不明な点等がある場合は，電話にて以下の担当まで連絡してください。
　※一次選考面接期間中は，問い合わせ先電話番号が異なりますので，ご注意
　　 願います。
・本学の紹介資料及び職員採用PR動画を作成しましたので，以下のURLからご覧く
ださい。

URL：https://muroran-
it.ac.jp/guidance/bid/recruitment_fm/recruitment_fmja_gs/

担当窓口 担　　　当 〒０５０－８５８５　室蘭市水元町２７番１号
　　室蘭工業大学 総務広報課人事企画係

電話番号 0143-46-5017
※一次選考面接期間中（７月29日（木），30日（金））の連絡先
　 090-1521-8578（携帯）

E-mail jinjimit@mmm.muroran-it.ac.jp

HP https://muroran-it.ac.jp/guidance/bid/recruitment_fm/recruitment_fmja_gs/

機関名

採用予定数
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令和３年７月21日時点

②令和３年度 北海道地区国立大学法人等 二次試験情報
【事務区分】

※二次試験の受付は，一次試験合格発表後（令和３年７月２１日（水）９時３０分）以降，各機関で行います。

小樽商科大学・帯広畜産大学・北見工業大学

小樽商科大学：５名，帯広畜産大学：３名，北見工業大学：２名

二次試験 日　　　時

①第一次面接（集団面接）
　令和３年８月３日（火）～８月４日（水）
②第二次面接（個別面接）
 　令和３年８月１０日（火）～８月１１日（水） （予備日：令和３年８月１２日（木））
③最終面接（個別面接）
 　令和３年８月１９日（木）～８月２０日（金）

会　　　場
①　オンラインで実施します。
②　小樽商科大学札幌サテライト
   　　（札幌市中央区北5条西5丁目7番地 sapporo55ビル 3階）
③　帯広畜産大学
       （帯広市稲田町西2線11番地）

受付方法
・７月28日（水）1２時00分までに，以下のURLからお申し込みください。
・お申し込みの際は，以下のURLから履歴書（所定様式）も併せてご提出
  ください。

　【第一次面接申込URL】
　https://koho2.office.kitami-it.ac.jp/saiyo/spmail.cgi?id=f

補　　　足

・履歴書の所定様式は，北海道地区のホームページに掲載しています。
・７月３０日（金）までに，面接日時，面接用URL，使用ツール，面接受験に係る
 注意事項等を，申込時に登録したメールアドレス宛てお知らせします。
・小樽商科大学、帯広畜産大学、北見工業大学は令和４年４月に経営統合し、
 北海道国立大学機構となります。このため，今年度の採用試験から三大学
 合同で実施しますが，採用者については大学毎に決定します。
・令和３年度中の各大学における中途採用についても，本試験の合格者から
 採用します。
・面接申込及び第一次面接に関するお問い合わせは下記「担当窓口①」まで，
 その他各大学に関するお問い合わせは下記「担当窓口」の該当する大学まで
 お願いします。

担当窓口① 担　　　当 〒０９０－８５０７　北見市公園町１６５番地
　　北見工業大学 総務課人事担当

電話番号
0157-26-9115

E-mail soumu06@desk.kitami-it.ac.jp

HP https://www.kitami-it.ac.jp/about/saiyou/

担当窓口② 担　　　当 〒０47－８５０1　小樽市緑３丁目５番２１号
　　小樽商科大学 総務課人事係

電話番号
0134-27-5208

E-mail jinji@office.otaru-uc.ac.jp

HP https://www.otaru-uc.ac.jp/summary/employment/

機関名

採用予定数
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令和３年７月21日時点

②令和３年度 北海道地区国立大学法人等 二次試験情報
【事務区分】

※二次試験の受付は，一次試験合格発表後（令和３年７月２１日（水）９時３０分）以降，各機関で行います。

担当窓口③ 担　　　当 〒080－8555　帯広市稲田町西2線11番地
　　帯広畜産大学 総務課人事係

電話番号
０１５５-４９-５２２０

E-mail saiyo@obihiro.ac.jp

HP https://www.obihiro.ac.jp/careers
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令和３年７月21日時点

②令和３年度 北海道地区国立大学法人等 二次試験情報
【事務区分】

※二次試験の受付は，一次試験合格発表後（令和３年７月２１日（水）９時３０分）以降，各機関で行います。

国立大学法人旭川医科大学

５名

二次試験 日　　　時 ◎１次面接、２次面接ともｗｅｂではなく、対面による面接

１次面接（集団面接）
◆令和３年８月１１日（水）、８月１２日（木）
　※小論文は当日持参して下さい。

２次面接（個人面接）及び実技試験、適性試験
◆令和３年８月1８日（水）、８月１９日（木）
※２次面接及び実技試験、適性試験の日時は、１次面接合格者に別途連絡します。

会　　　場 集合場所：旭川医科大学人事課（案内図を本学のホームページに掲載しておりますの
で、そちらをご覧ください。）

受付方法 【メールによる受付】
受付期間：令和３年７月2１日（水）9：３０～７月２8日（水）17：15まで
※申し込み多数の場合、上記期間前に受付を終了する場合があります。

※メールでの申込後、「職員統一採用試験履歴書」を８月３日（火）までに郵送して下
さい。【当日必着】
※履歴書の様式は，北海道地区のホームページに掲載しています。

面接希望者は、
①氏名②受験番号③希望する面接日（１１日または１２日）及び下記の【集合時間】を
第１希望～第３希望まで記載のうえ、下記担当窓口のE-mailへ送信して下さい。

◎８月１１日、８月１２日について、下記の【集合時間①～⑦】で設定しています。
　  ※８月１１日は、⑦の時間帯は設定しておりませんのでご注意下さい。
　　※所要時間は１時間程度の予定です。
　【８月1１日】①9：00②1０：００③１１：００④１２：５５⑤１３：５５⑥１４：５５
　【８月12日】①9：00②1０：００③１１：００④１２：５５⑤１３：５５⑥１４：５５⑦1５：５５

【メール記載例】
①旭医　太郎　②１００１１１　③第１希望　１1日９：００　第２希望　１2日１０：００
第３希望　１1日１２：５５

補　　　足 ８月４日までに、確定した面接日等連絡事項をメール返信にてお知らせいたします。
※上記期日までにメールが届かない場合は、下記担当窓口まで電話にてご連絡願い
ます。

担当窓口 担　　　当 〒078-8510　旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号
国立大学法人旭川医科大学人事課人事第一係

電話番号
0166-68-2123（直通）

E-mail sho-jinji1@jimu.asahikawa-med.ac.jp

HP
https://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/offering/staf/R3saiyo/

採用予定数

機関名

6ページ/8ページ

mailto:sho-jinji1@jimu.asahikawa-med.ac.jp
https://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/offering/staf/R3saiyo/


令和３年７月21日時点

②令和３年度 北海道地区国立大学法人等 二次試験情報
【事務区分】

※二次試験の受付は，一次試験合格発表後（令和３年７月２１日（水）９時３０分）以降，各機関で行います。

国立高等専門学校機構（釧路高専・旭川高専）

釧路工業高等専門学校：２名
旭川工業高等専門学校：１名

二次試験 日　　　時  （第一次選考）
　試験日　 ：令和３年８月27日(金)
　選考方法：集団面接（１グループ約40分，各４名程度）

 （第二次選考）
　試験日　 ：令和3年9月中旬以降
　選考方法：個別面接等

会　　　場  （第一次選考）
　札幌駅前ビジネススペース
　 （札幌市中央区北5条西6丁目1-23　第二北海道通信ビル２階 ）
 　（１階に郵便局があるビル）
  ※交通費については自己負担となりますので御了承ください。

 （第二次選考）
　釧路高専（釧路市大楽毛西２丁目３２番１号）
　旭川高専（旭川市春光台2条2丁目1番6号）
　※採用を希望する高専にて受験していただきます。なお，交通費については
　自己負担となりますので御了承ください。

受付方法 以下のいずれかの方法にて応募受付をしてください。

①以下URLによる受付（令和３年８月18日（水）１５：００期限）。
　https://forms.office.com/r/UcfDJFkJQT

②個別業務説明会（令和3年8月26日（木）開催）での受付。
【個別業務説明会】
　日時：令和３年８月２６日（木）１０：００～１５：００
　会場：札幌駅前ビジネススペース
　　　　　（札幌市中央区北5条西6丁目1-23　第二北海道通信ビル２階 ）
　　　　　（１階に郵便局があるビル）
  補足：個別業務説明会に参加される場合には，以下URLより受付を行ってくだ
　　　　　さい。　（令和３年８月18日（水）15：00まで）
　　　　　https://forms.office.com/r/UcfDJFkJQT

補　　　足  個別業務説明会に参加していない方は，第一次選考での会場の担当者に提出して
ください。
■北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験履歴書
　（履歴書の様式は，北海道地区のホームページに掲載しています。）
 　　https://saiyo.general.hokudai.ac.jp/info/tetsuduki.html

■第一次試験合格通知書（マイページレター）の写し

※新型コロナウイルス感染症などにかかる留意事項について
・感染予防のため，マスクの着用をお願いします。
・入室前並びに退出後の手指消毒をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症など（学校保健安全法で出席の停止が定められて
いる感染症）に罹患し治癒していない方，濃厚接触者と判断され健康観察期間
中の方は，他の受験者への感染のおそれがあるため，症状の有無にかかわらず，
当日の受験を控えていただくようお願いします。また，特に試験日前２週間は健
康管理に十分留意いただいた上で，当日は来場前に検温を行い，発熱や息苦し
さ，強いだるさ等の体調不良がある方も同様に，受験を控えていただくようお
願いします。

機関名

採用予定数
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令和３年７月21日時点

②令和３年度 北海道地区国立大学法人等 二次試験情報
【事務区分】

※二次試験の受付は，一次試験合格発表後（令和３年７月２１日（水）９時３０分）以降，各機関で行います。

担当窓口
　（釧路工業高等
　専門学校）

担　　　当  〒０８４－０９１６　釧路市大楽毛西２丁目３２番１号
　　釧路工業高等専門学校 総務課人事・給与係

電話番号 0154-57-7205

E-mail jinji@office.kushiro-ct.ac.jp

HP https://www.kushiro-ct.ac.jp/various/recruitment/

担当窓口
　（旭川工業高等
　専門学校）

担　　　当  〒071-8142　旭川市春光台2条2丁目1番6号
　　旭川工業高等専門学校 総務課人事・労務係

電話番号 0166-55-8105，8106

E-mail s_jinji@asahikawa-nct.ac.jp

HP https://www.asahikawa-nct.ac.jp/information/koubo/
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