
 

 

大阪府住宅供給公社職員採用試験案内 

  
平成２８年６月   

大阪府住宅供給公社   

 

○ 大阪府住宅供給公社の概要 

当公社は、大阪府が地方住宅供給公社法により、府民に良質な住宅を提供していくため、大阪府の全額出資 

による公的団体として設立した特別法人です。 

 

○ 経営理念 

これまで築き上げた住宅、団地という貴重な社会的資産と管理についての実績のもと、豊富な知識と経験を 

活かし、公的機関としての信頼に応え得る規律と熱意をもって、府民、地域に対し、「住んでみたい」「住み 

続けたい」安全・安心で快適な住まいと住環境の提供をめざします。 

 

～ 安全・安心な住まいの提供を目指して ～ 

当公社では、府民へ良質な住宅等を供給し、住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与していくため、住宅に 

  関するさまざまな問題の解決に積極的に取り組んでいます。 

Ｒ＆Ｉによる格付け『Ａ＋（安定的）』を取得し、社債の計画的な発行を行うなど財務基盤の強化を図りつつ、 

大阪府の住宅まちづくり政策の一翼を担うなど、経営理念の実現に向けて日々業務に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

１  試験職種、採用予定数及び職務内容 

試験職種、採用予定数等は以下のとおりです。 

試験職種 採用予定数 職務内容 

事務 ４名程度 一般事務に従事し、本社又は各地区の管理センター（大阪府内） 

での勤務となります。 

 

２  受験資格 

受験資格の有無について、以下の事項をよく確認した上で申込してください。申込内容等に虚偽があると、職員 

として採用される資格を失う場合があります。 

 

 ・昭和 56年 4月 2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく四年制大学または大学院修士課程を卒業・ 

修了した人（平成 29年 3月までに卒業・修了見込みの人を含む） 

  

・長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、上記年齢の範囲で募集します。職務経験は問いません。 

・日本国籍の有無は問いません。ただし、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用され 

ません。なお、日本国籍を有しない人は、申込みの際、氏名欄には原則として本名を記入してください。 

 ・インターネットによる WEB登録や活字印刷文による出題に対応できる人 

 

 

【大阪府住宅供給公社の求める人物像】 

周囲と協働し、幅広い視野で考え抜き、最後までやり遂げる責任感のある人材 

平成 28年度 

 

 



３   試験日時及び試験会場 

各試験の実施日時等は下記のとおりです。第 1次試験の WEB ｴﾝﾄﾘｰは、下記のインターネットサイトへ登録の上、 

エントリーしてください。 

 

試験 試験科目 試験日（期間） 試験会場 

第１次 

試験 

WEB ｴﾝﾄﾘｰ 

 

平成 28年 6月 3日(金)午後 1時～平成 28年 6月 27日(月)午後 4時まで 

(受信有効)に WEB上で登録してください。 

SPI3試験 

（適性試験） 

平成 28年 6月 30日(木)～ 

平成 28年 7月 14日(木) 

テストセンター 

 

第２次 

試験 

 

 

集団討論 第 1次試験合格者について、 

平成 28年 8月上旬に実施する予定です。 

※詳細は第 1次試験合格者に通知します。 

当公社 

個別面接 

 

第 2次試験（集団討論）合格者について、 

平成 28年 8月下旬に実施する予定です。 

※詳細は第 2次試験（集団討論）合格者に通知します。 

当公社 

第３次 

試験 

個別面接 第 2次試験（個別面接）合格者について、 

平成 28年 9月上旬に実施する予定です。 

※詳細は第 2次試験（個別面接）合格者に通知します。 

当公社 

 

※ WEB ｴﾝﾄﾘｰの登録先 →『リクナビ NEXT』又は『リクナビ 2017』（いずれか一方に登録）  

 

４  試 験 の方 法 

 

試験 試験科目 試験時間 内容 

第 1次 

試験 

WEB ｴﾝﾄﾘｰ ― 意欲、行動力などを問います。 

 

SPI3試験 

（適性試験） 

 

約 85分 

 

 

基礎能力(言語、非言語)、構造的把握力、組織や職務への適応力等 

に関する検査を行います。 

・言語(語彙力)  ：文の要素である語の意味を正しく把握し、文 

          章の構成や要旨を理解する力 

・非言語(論理力) ：加減乗除の計算やグラフ・表を正しく解釈し 

          たり、すでに獲得した情報を基に新しい情報 

         や的確な判断を論理的に導き出す力 

・構造的把握力  ：物事の背後にある共通性や関係性を構造的に 

          把握する力 

・職務適応力   ：組織及び様々な職務に対して適応する力 

 

第 2次 

試験 

集団討論 4～7人程度のグループで与えられた課題について討論します。 

個別面接 個別面接による口述試験を行います。 

第 3次 

試験 

個別面接 個別面接による口述試験を行います。 

※ 第 1次試験において、WEB ｴﾝﾄﾘｰの内容が一定基準に満たない場合は、不合格となります。その場合、 

SPI3試験を受験することはできません。 

※ 第 2次試験において、集団討論の成績が一定基準に満たない場合は、不合格となります。その場合、 

個別面接を受験することはできません。 

 



５  受 験 のための手 続 き 

(1)受験希望者は、当公社職員採用案内ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.osaka-kousha.or.jp/x-info/employ.html） 

   等を通じて下記のサイトにアクセスし、当公社職員採用ページからエントリーしてください。 

※申し込みには、リクナビ NEXT又はﾘｸﾅﾋﾞ 2017への登録が必要です。 

【リクナビ NEXT】→ http://next.rikunabi.com/ 

【リクナビ 2017】→ http://job.rikunabi.com/2017/ 

※同一人物による重複の申し込みが判明した場合は、不正受験として不合格とする場合があります。 

(2)エントリーの受付期間は、平成 28年 6月 3日（金）午後 1時から平成 28年 6月 27日（月）午後 4時 

まで（受信有効）です。受験申込期限の直前はシステムが混み合うおそれがありますので、時間に余裕 

を持って手続きしてください。なお、上記受付期間外での登録は、無効としますのでご注意ください。 

また、予期せぬ機器停止や通信障害などが起きた場合のトラブルについては、一切責任を負いません。 

(3)エントリー受付後、「エントリー確認のお知らせ」をリクナビ NEXT又はリクナビ 2017のマイページの 

メッセージ BOX宛に送信します。「エントリー確認のお知らせ」が受験申込後 2日以内に送信されない 

場合は、正常に受付していない可能性がありますので、速やかに総務課人事給与グループへ問い合わせ 

てください。 

(4)エントリーを正常に受付した受験者には、リクナビ NEXT又はリクナビ 2017のマイページのメッセージ 

BOX宛に SPI3試験の受験可否を通知（平成 28年 6月 29日頃）します。通知内容を確認し、SPI3試験 

の受験案内があった受験者については、受験期間内に必ず SPI3試験を受験してください。 

(5)第 2次試験以降に必要な書類等については、各試験の合格者に連絡します。 

 

６  合 格 者 の決 定 

・各試験の合格者については、各試験における試験結果を総合的に判定して決定します。 

 ※ 試験科目には一定の基準を定めているものがあり、それらの試験科目で一定の基準に達しない場合は、 

   その時点で不合格とします。 

・前段階の試験の成績は加算しません。 

 

７  合 格 発 表 

 

試験 発表日（予定） 発表方法 

第 1次 

試験 

(WEB ｴﾝﾄﾘｰ) 

平成 28年 6月 29日頃 

有効受験者全員にリクナビ NEXT又はリクナビ 2017の 

マイページのメッセージ BOX宛に合否を通知する。 

(SPI3試験) 

平成 28年 7月 21日頃 

有効受験者全員にリクナビ NEXT又はリクナビ 2017の 

マイページのメッセージ BOX宛に合否を通知します。 

合格者については、別途郵便で第 2次試験（集団討論） 

の受験案内を通知します。 

第 2次 

試験 

(集団討論) 

平成 28年 8月中旬 

有効受験者全員にリクナビ NEXT又はリクナビ 2017の 

マイページのメッセージ BOX宛に合否を通知します。 

合格者については、別途郵便で第 2次試験（個別面接） 

の受験案内を通知します。 

(個別面接) 

平成 28年 8月下旬 

 

有効受験者全員にリクナビ NEXT又はリクナビ 2017の 

マイページのメッセージ BOX宛に合否を通知します。 

合格者については、別途郵便で第 3次試験（個別面接） 

の受験案内を通知します。 

第 3次 

試験 

平成 28年 9月上旬 

 

有効受験者全員に郵便で合否を通知します。 

 

http://www.osaka-kousha.or.jp/x-info/employ.html
http://next.rikunabi.com/
http://job.rikunabi.com/2017/


※ 大阪府住宅供給公社職員採用案内ホームページに実施結果を掲載します。 

※ 電話等による合否の問い合わせにはお答えできません。 

※ 受験者数に関わらず、試験の成績によっては合格者数が採用予定人数を下回ることがあります。 

 

８  採 用 

最終合格者は、平成 29年 4月 1日付けで採用予定です。ただし、既卒者については、平成 29年 4月 1日

以前に採用される場合があります。なお、「２．受験資格 」により卒業（修了）見込みで受験する人で、 

平成 29年 3月までに卒業（修了）できない場合には採用されません。 

 

９  勤 務 条 件  

 

項目 内容 

給与 ・給与は大阪府に準じています。 

・初任給は、経歴その他に応じて一定の基準により決定されます。 

（例１）平成 28年 4月現在、年齢 22歳(大学卒業後)で採用の場合、月額 200,600円 

程度（地域手当含む）です。 

 （例２）平成 28年 4月現在、年齢 30歳(大学卒業後民間企業等における職務経験年数 

    が 8年)で採用の場合、月額 253,300円程度（地域手当含む）です。 

・給料の月額以外に、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当 

がそれぞれの条件に応じて支給されます。 

勤務時間 午前 9時 00分～午後 5時 45分（正午から午後 1時まで休憩）となっており、土曜日、日

曜日、祝日、年末年始は休みとなります。ただし、これらの条件は勤務場所により異なる

場合があります。 

休暇 年次休暇（年間 20日。残日数は 20日を限度として翌年に繰り越します。ただし、採用の

年は、採用月により付与日数が変わります。）のほか、特別休暇（夏期、結婚、出産、介護

等）があります。 

 

１０  備 考 

(1)第 1次試験の SPI3試験は、テストセンターで受験していただきます。テストセンターでの受験が困難 

な場合は、当採用試験を受験することができません。なお、テストセンターへのアクセス・開設日等は、 

各自で確認（下記 URLを参照）の上で受験をお願いします。また、テストセンターへの受験予約は余裕 

を持って行ってください。（受験期限の直前は、混雑して予約が取れない場合があります。） 

 

【テストセンター参考 URL】 

http://www.spi.recruit.co.jp/service/execution/center_details.html 

   (参考)大阪常設中津会場 

所在地  ：大阪府大阪市北区中津１－１１－１ 中津センタービル 7階  

最寄り駅：市営地下鉄「中津」駅 2番出口右へ徒歩１分 

      電話番号：０６－６３７６－６１１７ 

 

(2)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。 

(3)試験会場には時計がない場合がありますので、必要な人は各自で持参してください。ただし、時計機能 

  だけのものに限り、携帯電話等を時計として使用すること、また、計算機能のついた時計を使用するこ 

  とはできません。 

(4)試験時間中、携帯電話等の通信機器の使用を禁止します。必ず電源を切ってください。 

(5)合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。 

 



(6)本試験において取得した個人情報については、大阪府住宅供給公社職員採用試験実施の円滑な遂行の 

ために用い、それ以外の目的には使用しません。また、大阪府住宅供給公社個人情報保護規程に基づき 

適正に管理します。 

 

 

１１  問 い合 わせ先 

   

 大阪府住宅供給公社 総務企画部 総務課 人事給与グループ 

   〒541-0042 大阪市中央区今橋２－３－２１ 

   電  話：０６－６２０３－５２０７（直通）/ Ｆ Ａ Ｘ：０６－６２０３－７１８４ 

    

《公社へのアクセス》 

 

  
地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車⑧番出口徒歩約５分、堺筋線北浜駅下車②番出口徒歩約３分 

  

 


