
職種１ 職種２ 応募番号１ 2 3 雇⽤⼈数名 応募条件 雇⽤期間 勤務地 勤務場所２ 勤務場所３ 勤務場所４ 業務内容 1⽇の勤務時間 始業・終業時刻 単価種別 単価 出勤⽇ 出勤⽇2

補助員 事務補助 応募番号00 2 6 1名 ⽂書作成ソフトおよび表計算ソフト（Ｗｏｒｄ、Ｅｘ
ｃｅｌ等）の基本的操作ができること。

2019年6⽉１⽇〜
2020年３⽉３１⽇ 東京都港区 NARO開発戦略セ

ンター

研究戦略室における事務補助業務です。業務内容は、庶務業務補助（勤務時間管理、郵
便業務、物品調達、来客対応等）および研究戦略室の運営全般における業務補助などを
担当します。なお、勤務地は東京都港区となります。

1⽇7時間45分 ８時３０分から１７時１５分まで 時間給 1013 円 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 週５⽇

補助員 研究補助 応募番号00 5 3 1名

・農業研究分野全般に通じる知識を有すること
・科学論⽂の精読、要約ができること
・⽇本語と英語での会話、⽂書作成ができること
・Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、メール等のパソコンの基本
操作ができること
・⼤学卒、もしくは修⼠修了していること

2019年6⽉１⽇〜
2020年３⽉３１⽇ 茨城県つくば市 企画戦略本部 国際課

国際課における研究補助業務です。
・締結済みの国際協定研究、国際共同研究の実績、連携評価のための新たなシステム構築
の補助業務
・各共同研究から得られた成果、論⽂の収集と整理、分析業務の補助
・海外駐在員の事務⽀援業務
・国際室業務全般の補助
（必要に応じて時間外勤務の可能性有）

1⽇7時間45分 ８時３０分から１７時１５分まで 時間給 1294〜
1480円 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 週５⽇

⾮常勤顧問 応募番号00 6 5 1名

知財の知識（弁理⼠等⼜は知財に関する豊富な経
験）及び専⾨分野（バイオ・化学・⾷品等）の知識
を活かして、出願書類のチェック、権利範囲の確定及
びこれらの業務に係る職員に対する助⾔を⾏えること

2019年6⽉１⽇〜
2020年３⽉３１⽇ 茨城県つくば市 知的財産部 知的財産課

知的財産課の知的財産マネージャーとして知財の知識（弁理⼠等⼜は知財に関する豊富な
経験）及び専⾨分野（バイオ・化学・⾷品等）の知識を活かして、出願書類に係る権利範
囲の確認・修正及び実施許諾契約における実施範囲の確認と、これらの業務を担当する職
員に対する助⾔、商標登録に係る業務を⾏います。また、これら知財業務に関する事務処理
も⾏います。

1⽇7時間45分 ８時３０分から１７時１５分まで ⽇給 20,000〜
30,000円 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 週３⽇

補助員 事務補助 応募番号00 6 6 1名 Ｅｘｃｅｌ、⼀太郎（Ｗｏｒｄ可）の基本的操
作ができること

2019年6⽉１⽇〜
2020年３⽉３１⽇ 茨城県つくば市 知的財産部 知的財産戦略室

知的財産戦略室において、専⾨業務以外の知的財産戦略業務補助及び部業務補助を⾏
います。業務内容として、知的財産戦略関係の資料作成及びファイル整理、出張伺・物品購
⼊伝票の⼊⼒事務、部内共通資料作成・配布等です。

1⽇7時間45分 ８時３０分から１７時１５分まで 時間給 961 円 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 週５⽇

⾮常勤顧問 応募番号00 6 7 1名
知財の知識（弁理⼠等⼜は知財に関する豊富な経
験）及び専⾨分野（機械・⼯学）の知識を活かし
て、研究者からの相談業務、助⾔・指導が⾏えること

2019年6⽉１⽇〜
2020年３⽉３１⽇ 茨城県つくば市 知的財産部 知的財産戦略室

知的財産戦略室の知的財産マネージャーとして、知財の知識（弁理⼠等⼜は知財に関する
豊富な経験）及び専⾨分野（機械・⼯学）の知識を活かして、研究者からの相談業務、
助⾔・指導を⾏います。また、これら知財業務に関する事務処理も⾏います。

1⽇7時間45分 ８時３０分から１７時１５分まで ⽇給 20,000〜
30,000円 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 週５⽇

補助員 圃場管理・軽作業 応募番号00 12 10 1名 ネズミ類ペットを飼っていないこと（防疫のため） 令和元年６⽉１⽇〜令
和２年３⽉３１⽇

茨城県つくば市（⼤
わし地区） 企画戦略本部 つくば技術⽀援センター 藤本・⼤わし業務科

藤本・⼤わし業務科において、マウス飼育管理業務を⾏って頂きます。具体的には、マウスの
給餌、ゲージ掃除などです。飼育室⼊室時にシャワーを浴び、専⽤の作業⾐に着替えて頂きま
す。

1⽇6時間 ９時００分から１６時００分まで
（⾦曜のみ１５時００分まで） 時間給 1005 円 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 週５⽇

補助員 圃場管理・軽作業 応募番号00 13 3 1名 運転免許証を保有していること 2019年６⽉１⽇〜
2020年３⽉３１⽇ 茨城県つくば市 企画戦略本部 つくば技術⽀援センター 観⾳台業務第１科 つくば技術⽀援センター観⾳台地区における試験研究圃場の栽培管理及びつくば地区におけ

る研究チーム等の⽀援業務、庭園管理業務（軽作業）を⾏う。 １⽇６時間 ９時００分から１６時００分まで 時間給 1005 円 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 週５⽇

補助員 圃場管理・重作業 応募番号00 14 4 2名 特になし 2019年6⽉１⽇〜
2019年９⽉３０⽇ 茨城県つくば市 企画戦略本部 つくば技術⽀援センター 観⾳台業務第２科

観⾳台業務第２科における圃場管理業務（重作業）を⾏います。業務内容として、圃場や
温室における作物の播種や収穫などの栽培業務、および、病害⾍や雑草などの防除作業で
す。また、運搬⾞や刈払機などを⽤いる重作業も⾏います。

1⽇6時間 ９時００分から１６時００分まで 時間給 1247 円 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 週５⽇

補助員 動物管理・重作業 応募番号00 18 1 1名 特になし 2019年6⽉１⽇〜
2020年３⽉３１⽇ 茨城県つくば市 企画戦略本部 つくば技術⽀援センター 家畜業務第１科 家畜業務第１科において、動物管理業務（重作業）を⾏います。業務内容として、⽜舎の

洗浄、清掃、緑地管理を⾏います。
1⽇6時間
（⼟⽇３時間） ８時３０分から１５時３０分まで 時間給 1247 円 ⾦曜⽇〜⽕曜⽇ 週５⽇

補助員 動物管理・重作業 応募番号00 19 1 1名 特になし 2019年6⽉１⽇〜
2019年９⽉３０⽇ 茨城県つくば市 企画戦略本部 つくば技術⽀援センター 家畜業務第２科

家畜業務第２科において、動物管理業務（重作業）を⾏います。業務内容として、豚舎に
おける豚の飼養管理補助業務（豚舎内清掃、ワクチン注射補助、豚舎内環境記録、豚の
健康チェック記録、ふん尿処理補助、構内草刈り等々科員の指⽰する業務）です。

1⽇6時間 ８時３０分から１５時３０分まで 時間給 1247 円 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 週５⽇

補助員 動物管理・重作業 応募番号00 20 1 2名 特になし 2019年6⽉１⽇〜
2020年３⽉３１⽇ 茨城県つくば市 企画戦略本部 つくば技術⽀援センター 家畜業務第３科

家畜業務第３科において、動物管理業務（重作業）を⾏います。業務内容として、⽜、
豚、⽺、ヤギ、鶏、アヒル、マウス、ウサギ、モルモット、ラット等の給餌と給⽔、および、動物飼育
室・飼育房や飼育関連器具・器材の清掃と消毒を⾏います。

1⽇6時間 ９時００分から１６時００分まで 時間給 1247 円 変形休⽇制 週５⽇



●勤務場所

本部、観⾳台業務第１科 茨城県つくば市観⾳台３－１－１

観⾳台業務第２科 〒305-0856　茨城県つくば市観⾳台３－１－３

家畜業務第１、２科 茨城県つくば市池の台

家畜業務第３科 茨城県つくば市観⾳台３－１－５

NARO開発戦略センター（⻁の⾨）東京都港区⻁ノ⾨２－１－１

●休⽇

●給与

賃⾦⽀給⽇ 毎⽉１６⽇（⽉末締め、翌⽉払い）

通勤⼿当 法⼈規程に基づき別途⽀給（限度額５５，０００円）

保険 社会保険、雇⽤保険、労災保険適⽤あり（条件を満たす場合）

その他 昇給、賞与、退職⼿当はありません

⼟曜⽇、⽇曜⽇（法定休⽇）、国⺠の祝⽇、１２⽉２９⽇から
翌年の１⽉３⽇までの⽇及び理事⻑が定める⽇


