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北見市周辺と気候

北見市の人口 約12万人

オホーツク総合振興局管内(約29万人)の最多人口(約
41.6%)

北見市の気候（気象庁HPからデータ抜粋）

2019年 過去（1976～）

最高気温 38.1℃ 38.1℃（2019）

最低気温 -28.2℃ -30.9℃（1978）

平均気温 6.4℃ 4.6～7.6℃

年間降水量 570.0mm 1,083mm（2006）

年間日照時間 2,012.6h 2,016.0h（2014）

北海道内国立大学法人の経営改革の推進に関する合意書締結

TOPICS



地域と歩む防災研究センター設置（Ｒ1.5）

TOPICS

北見工業大学が推進する研究活動例１

先端ガラス材料
スマートウィンドウ

燃える氷
メタンハイドレートの応用

積雪寒冷地における
防災研究

バイオガスコジェネ
レーションシステム
の実験解析

再生可能エネルギーシ
ステムの設計と解析

ジュエリーアイスの
形成と出現の解明

画像出典：豊頃町



北見工業大学が推進する研究活動例２

新型スキーブーツの開発

ドライビングシミュレータ カーリング情報学

ブレイン・マシン・イ
ンターフェイスの開発

かぼちゃ自動皮むき
装置

ハッカ植物の精油成分
調節メカニズムの解明

北見工業大学の組織

大学は教員，職員（事務職員，技術
職員）が協力して運営されています。

職員

教員

学生

組織図（北見工業大学）

学 長 事務局

総務課

理事・副学長

戦略企画室

財務課

施設課

研究協力課

学務課(学生支援室)

入試課

情報図書課



戦略企画室・総務課

戦略企画室・総務課

戦略企画室

職員：３名、非常勤職員：１名

○企画立案

○組織整備

○中期目標・中期計画関係

○大学活動の点検・評価関係等



戦略企画室・総務課

総務課

職員：１２名、非常勤職員：１１名

○学内事務の総括
○会議及び諸行事
○大学諸規則等の管理
○広報全般（例：ＨＰや広報誌等）
○職員採用、任免、給与
○職員評価
○研修、出張、兼業、
○休暇及び労働時間の管理
○共済組合に関すること
○各学科の事務に関すること 等

財務課・施設課



財務課・施設課

財務課

職員：１２名、再雇用・非常勤職員：６名

○財務関係の規則
○予算要求・配分
○経営分析、財務諸表
○会計監査
○物品・役務の契約
○物品の管理・運用
○仕様策定・機種選定
○収入・支出、資金管理・運用
○給与支給・所得税関係
○旅費・謝金 等

財務課・施設課

施設課

職員：８名、再雇用職員：１名

○キャンパス・施設に関する事務
○入札・請負
○建築・土木工事関係
○土地・建物・構築物の維持管理
○機械設備工事関係、維持管理
○ガス・石油の供給関係
○化学物質管理
○電気設備工事関係、維持管理
○電気の供給関係 等



研究協力課

研究協力課

研究協力課

職員：１１名、非常勤職員：４名

○科研費、共同研究・受託研究・奨学寄附金
○知的財産
○研究活動の不正防止
○産業界との連携
○利益相反
○地域との連携、地域活性化
○公開セミナー
○国際交流全般（外国機関との学術交流・協定等）
○外国人研究者・留学生
○職員・学生の派遣 等



学務課（学生支援室）・入試課

学務課（学生支援室）・入試課

学務課(学生支援室)

職員：１４名、再雇用・非常勤職員：８名

○教育課程編成
○シラバス、授業・講義室・教具の管理
○学務関係業務の企画・立案
○学籍、履修・成績
○学生の入学・卒業、学位等
○教員免許資格認定
○高校との連携推進事業
○学生の課外活動支援、生活相談、保健管理センター
○障がい学生の支援
○学生の就職支援 等



学務課（学生支援室）・入試課

入試課

職員：５名、非常勤職員：1名

○入学者選抜方法等の企画立案

○入試広報

○学生募集

○センター試験・入学者選抜試験

○入学者関係 等

情報図書課



情報図書課

職員：５名、再雇用・非常勤職員：５名

○図書館運営・企画
○図書の契約
○学術情報、研究業績
○図書の分類・目録整理
○学内研究成果の収集・整備
○図書の閲覧・貸出・選定
○図書館利用案内
○カウンター業務
○文献複写 等

情報図書課

業務の一例（情報図書課）



給 与
初任給

月給 １８２，２００円（大学新卒） ～ 約２２０，０００円
（※学歴・職歴等に応じて異なります。）

※昇給：１年間の勤務成績に応じて、原則毎年１月１日に昇給

・扶養手当：扶養親族がいる場合に支給
・住居手当：賃貸アパートに居住している場合に支給
・通勤手当：通勤距離が2km以上ある場合に支給（原則実費支給）
・寒冷地手当：１１月から３月の５ヶ月間、世帯区分に応じて支給
・期末・勤勉手当（ボーナス）：６月と１２月の年２回、支給
（※その他の手当：超過勤務手当、単身赴任手当等）

諸手当

勤務時間・休暇等
勤務時間

１日：７時間４５分
【８時３０分～１７時１５分（休憩時間：１２時００分～１３時００分）】
※業務の都合上必要がある場合は変更することがあります。

土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）
※業務の都合上必要がある場合は勤務を命ずることがあります。

休日

休暇等

年次有給休暇：原則として１年につき２０日付与（４月採用は１５日付与）
その他、特別休暇・病気休暇・育児休業・介護休業等



異動・昇進

係員 主任 係長 副課長 課長
事務
局長

昇 進

【事務系】

異 動

◎概ね２～３年ごとに，他の部署への異動
◎周辺地域の他の国立大学法人等との人事交流

異動モデルケース

H22.4採用

H23.7異動

H28.4異動

北見工業大学に採用
学務課（教務企画担当）

財務課契約担当

日本学術振興会出向

H30.4異動 育児休業

教務･学生系

財務系

人事系

採用１０年目・Ａさん

H26.4異動 総務課人事担当

H31.4～ 総務課人事担当 主任



研修制度

階層別研修

専門実務研修

初任職員研修：初任者研修･･･
中堅職員研修：メンタルヘルス，問題解決演習･･･
係長研修：業務マネジメント，リーダーシップ･･･
課長研修：管理職の役割と責任･･･ …etc

英語研修，会計研修，学生指導職員研修
文部科学省関係機関職員行政実務研修 …etc

異動や昇進と合わせて最適なキャリアを設計

（若手職員研修）

（英語研修）
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現時点での採用予定

令和３年４月採用 … 2名

令和２年度試験採用予定

補足

※今後の状況によっては、追加の採用を行う場合もあります。

追加採用がある場合は、本学ホームページで告知します。

二次試験について

採用時期 R３年４月

実施内容 面接試験

日 程 ９月下旬予定

場 所
北見工業大学事務局

（別添の案内図参照）



二次試験の詳細連絡

掲載場所

北見工業大学の採用情報ホームページ
http://www.kitami-it.ac.jp/about/saiyou/
■北見工業大学HPトップ→地域の皆様へ→その他
採用情報→事務職員・技術職員の採用情報

掲載日 令和２年９月１日（火）

二次試験
申込期間

令和２年９月１日（火）から
令和２年９月１０日（木）まで

申込方法
上記案内の中で指示しますので、二次試験
受験希望者は忘れずに確認してください。

試験の申込方法等の詳細については、以下のとおり本学HPに
掲載しご案内します。
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北見工業大学へのアクセス案内

札幌⇔北見

◎ＪＲ北海道 特急オホーツク・ライラック等

札幌・旭川 → 北見 （※主な列車を抜粋）
札幌発 札幌駅発 旭川乗継 旭川駅発 北見駅着

オホーツク1号 6:56 直行(乗継無し) 8:35 11:28

ライラック13号 11:00 大雪1号 12:41 15:45

ライラック25号 15:30 大雪3号 17:05 19:57

オホーツク3号 17:30 直行(乗継無し) 19:08 22:09

北見 → 旭川・札幌 （※主な列車を抜粋）
北見発 北見駅発 旭川駅着 旭川乗継 札幌駅着

オホーツク2号 6:46 9:44 直行(乗継無し) 11:19

大雪2号 8:56 11:50 ライラック22号 13:25

大雪4号 13:25 16:19 ライラック34号 17:55

オホーツク4号 18:15 21:14 直行(乗継無し) 22:53

北見工業大学へのアクセス案内
札幌⇔北見
◎北海道中央バス 都市間高速バス ドリーミントオホーツク号

札幌 → 北見 北見 → 札幌

札幌駅前ターミナル 北見バスターミナル 北見バスターミナル 札幌駅前ターミナル

札幌市中央区
北5条西2丁目

北見市大通西２丁目 北見市大通西２丁目
札幌市中央区
北5条西2丁目

7:50 12:30 7:20 11:55

9:20 14:00 8:20 12:55

11:20 16:30 9:20 13:55

13:20 18:00 10:20 14:55

14:20 19:00 11:20 15:55

15:20 20:00 13:20 18:25

16:20 21:00 15:20 19:55

17:20 22:00 17:50 22:25

18:20 23:00 19:20 23:55

23:40
(札幌ターミナル発)

翌4:40 23:55 翌6:00



北見工業大学へのアクセス案内

北見市内

バスを利用される方

タクシーを利用される方

北見工大へは路線バス停留所｢大通(ﾎﾃﾙ東横ｲﾝ前)｣又は｢北見駅(北見信用金庫前)｣で乗車
ください。

路線名は[北見市内線]/[三輪・小泉線（小泉行）]で、１時間に約４本・乗車時間は１０分
程度・料金は片道２1０円となります。
北見工大へは停留所「工業大学入口」で降車し、徒歩１０分程度です。

また、北見工大から駅方面へは停留所「工業大学入口(遠軽信用金庫側)」で乗車ください。

所要時間１０分程度、料金１，０００円前後となります。

タクシー乗り場はＪＲ北見駅前、北見バスターミナル横にそれぞれあります。


