
 

公益財団法人にいがた産業創造機構 職員募集案内 
 

 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ ７ 日  

 

 

 公益財団法人にいがた産業創造機構(NICO)では、次のとおり職員採用のための選考を実施します。 

 中小企業の経営革新や新規創業を支援するやりがいのある仕事です。 

 中小企業支援に対する熱意のある方の応募をお待ちしています。 

 

 

☆ 受付期間 令和４年10月17日(月) ～ 令和４年11月25日(金) 

☆ 第１次選考(書類選考) 令和４年11月28日(月) 

  合格発表① 令和４年11月30日(水)  

☆ 第２次選考(業務説明（面談）) 令和４年12月３日(土) 

  第２次選考(適性・小論文試験)  令和４年12月４日(日) 

  合格発表② 令和４年12月23日(金)  

☆ 第３次選考(面接) 令和５年１月７日(土) 

 合格発表（最終） 令和５年１月13日(月) 

☆ 採用 令和５年４月１日(土) 

（出勤：４月３日(月)～）  

 

 

１ 採用職種・予定人数等 

採用職種 

（主な分野） 
採用予定人数 職務内容 

総合職 

（創業・新事

業展開支援） 

１名 

機構本部（新潟市）や支部(長岡市)において、主として、県内中小企業

の創業や新事業の展開の支援等に関して、事業計画の相談・助言、専

門家派遣、補助金の交付、セミナー開催等の支援事業の企画・実施等

の実務に従事します。 

総合職 

（デジタル化

支援） 

１名 

機構本部（新潟市）や支部(長岡市)において、主として、県内中小企業

のＤＸ・デジタル化の支援等に関して、事業計画の相談・助言、専門

家派遣、補助金の交付、セミナー開催等の支援事業の企画・実施等の

実務に従事します。 

    詳しくはＮＩＣＯホームページ（https://www.nico.or.jp/）をご覧ください。 

 

 



 

 

２ 受験資格 

(1) 中小企業等の支援に対する熱意があり、活字印刷文による出題に対応できる方で、次のア、

イともに該当する方 

ア 普通自動車運転免許を保有している方ま、又は取得見込みの方 

イ 以下の資格・職務経験等の要件を満たす方 

 

採用職種 

（主な分野） 
資格・職務経験等 

総合職（創

業・新事業展

開支援） 

企業の事業計画に対する相談対応や助言を行う上で、必要となる企業財務等に関

する知識や経験として、次のいずれかを満たす方 

・経営革新等支援機関やコンサルティング会社、金融機関等で助言・診断、助

成、融資、貸付業務に３年以上の実務経験 

・日商簿記１級又は全経簿記上級の資格を保有 

・公認会計士、税理士、中小企業診断士の資格を保有 

・MBAの学位を取得 

総合職 

（デジタル化

支援） 

企業のDX・デジタル化を支援する上で、必要となる情報技術に関する知識や経

験として、次のいずれかを満たす方 

・IT企業又は企業のIT部門における３年以上の実務経験を有する者 

・国家試験（基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、ITストラテジスト試

験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワー

クスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシ

ステムスペシャリスト試験、ITサービスマネージャ試験、システム監査技術

者試験）のいずれかに合格又は同等の試験に合格 

・IoTシステム技術検定（MPCP）、ディープラーニングG検定/E資格、データ

サイエンティスト検定等のAI/IoT/データ活用関連試験に合格 

※上記と類似の資格・試験も確認した上で含める（対象となるか確認が必要な場合

は、早めに、本書巻末のお問合せ先まで（電子メール等で）お問合せくださ

い。） 

 

(2) 次の採用不適格項目のいずれかに該当する方は受験することができません。(最終合格後に

資格確認を行い、該当することが判明した場合は合格を取り消します。) 

・破産者 

・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む｡) 

・禁錮以上の刑に処せられたもの 

  



 

３ 選考日時及び会場 

※ なお、県外にお住まいの方で第３次選考（面接）を受験される方は、移動にかかる旅費（当

機構の旅費規程に基づく額）をお支払いします。 

 

４ 選考の方法 

区分 日時 会場 

第１次選考 

書類選考 令和４年11年28日（月） 

提出された受験申込書・職務経歴書の内

容を基に厳正な審査を行い、令和４年11年3

0日（水）に発表の予定です。 

― 

第２次選考 

業務説明（面談）令和４年12年３日（土） 

当機構での業務内容等についての説明の

ほか、質疑応答を中心とした面談を実施し

ます。（20～30分を予定） 

小論文試験 令和４年12月４日（日） 

提示するテーマに対する小論文を作成

し、120分以内に提出していただきます。 

適正試験 令和４年12月４日（日） 

 本人確認後、適性試験をオンラインで受

検いただきます。 

選考結果は、令和４年12年23日（金）に

発表の予定です。 

 

全てオンライン（WEB） 

 

但し、オンライン受験環境が 

準備できない方は 

令和４年11月25日(金)までに 

ご連絡ください 

第３次選考 

面接 令和５年１月７日（土） 

 役職者による面接を行います。また、健

康診断書により健康状態を確認します。 

 選考結果（最終合格）は、令和５年１月

 13日（月）に発表します。 

（公財）にいがた産業創造機構 

新潟市中央区万代島５番１号 

万代島ビル10階会議室 

区分 項目 内容 

第１次選考 書類選考 
提出された受験申込書・職務経歴書の内容を基に、想定する職務内

容への適正等について厳正な審査を行います。 

第２次選考 

小論文試験 
 課題の理解力、表現力、文章構成力等について小論文試験を行い 

ます。 

適性試験 
 職務遂行上必要となる基礎能力、性格などの適性について試験を 

行います。 

第３次選考 

面接試験 
 理解力、態度・表現力、協調性、積極性等について個別面接による 

考査を行います。 

身体検査 
通常の業務遂行に支障をきたすおそれのある疾病等の有無につい 

て、指定の健康診断書（提出）により確認します。 



 

 

５ 合格者の発表 

合格発表は次のとおり行います。（HP掲載は合格発表日を含め３日間です。） 

 

６ 合格から採用まで 

・採用日から３か月間を試用期間とします。 

・勤務開始日は令和５年４月１日(土)（辞令交付・初出勤日：４月３日（月））を予定してい

ますが、前職の都合等によりこの日から勤務できない場合は、相談の上、勤務開始日を決定

します。 

・最終合格後、採用不適格項目非該当の証明書提出を求めます。また、職歴のある方は、以前

勤務した企業等による職歴証明書により勤務経験の確認を行います。証明書を提出できない

場合は、採用できません。 

 

７ 勤務内容・条件 

勤務内容 
採用職種（主な分野）を主とし、適性に応じて各セクションに配属し、企業支援業務 

全般に従事します。 

給 与 等 

 新潟県職員（行政職・大学卒業程度）に準じ、188,700円(新卒者)を基本として職歴 

等を一定の基準で加算して決定します。 

（例）35歳（大卒、企業勤務13年の場合）263,000円 

諸 手 当 
 新潟県職員に準じて、期末手当、勤勉手当を支給するほか、要件を満たした場合に 

は通勤手当、住居手当、扶養手当等を支給します。 

勤務時間 
午前９時から午後５時30分まで（午後０時15分から午後１時までは休憩）を基本と 

し、早番又は遅番の時差出勤も実施しています。 

休  日 土・日曜日、祝日及び年末年始（12月29日から１月３日まで） 

福利厚生 社会保険等加入。新潟県職員に準じて休暇を付与します。 

 

  

区分 日時 方法 

第１次選考 
令和４年11月30日(水) 

午前10時（予定）  NICOホームページ（https://www.nico.or.jp）に合格 

者の受験番号を掲載するともに、同日中に申込者全員に

結果を電子メールにて通知します。 

 なお、電話等での問い合わせは受け付けません。 

第２次選考 
令和４年12月23日(金) 

午前10時（予定） 

第３次選考 

(最終) 

令和５年１月13日(月) 

午前10時(予定) 



 

８ 受験手続 

受 験 

申込先 

公益財団法人にいがた産業創造機構 

  企画・総務グループ 総務チーム 職員採用担当 

 saiyou@nico.or.jp 宛に電子メールにて 

受 験 

申 込 

方 法 

 NICOのホームページ（https://www.nico.or.jp/）の求人情報ページに掲示する職員 

採用試験の案内を確認の上、必要書類を受験申込先までお送りください。 

 

受験申込書類 

・受験申込書、履歴・職務経歴書 

（後日本人確認のため、写真を貼付又は添付してください。） 

※様式（Microsoft Wordファイル）は、NICOホームページからダウンロード 

できます。Wordファイル又はPDFにしてお送りください。 

受 付 

期 間 

令和４年10月17日(月) ～ 令和４年11月25日(金)まで 

※受付期間経過後の申込みは、受け付けません｡ 

※お申込を受理した場合、受理の旨を返信いたします。 

万が一、受付期間が終了しても返信がない場合は、11月25日(金)までに、本書巻末 

の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。 

（但し、土曜日、日曜日、祝日以外の9:00～17:30) 

受 験 

案内等 

 申込受付後の案内は、申し込み時の電子メールアドレス宛てにお送りいたします。 

 定期的な電子メールの確認をお願いいたします。 

 

  

mailto:saiyou@nico.or.jp


 

９ 受験に当たっての注意事項 

区分 注意事項 

第２次選考 

小論文試験 

試験当日に通知する課題（テーマ）に対して、Microsoft Wordファイル又はテ

キストで小論文（1,200文字以内）を作成し、120分以内に提出いただきます。 

適正試験 

 本人確認後、オンラインで受験していただきます。 

このため、次のものを準備してください。 

・オンライン受験のためのPC・ネットワーク等の環境 

・身分証明書（運転免許証等） 

※万が一、環境が準備できない方は、令和４年11月25日(金)までに、お問い合

わせ先までご連絡ください。 

＜推奨環境＞ 

  OS：Windows8/8.1/10（日本語版）、Mac OS 10.9以降 

  WEBブラウザ：Microsoft Edge, Google Chrome, Safari 

  インターネットへの接続環境（試験時間に制限があります。スムーズに受験

できるよう、途切れないネットワーク環境であるかご確認ください。） 

第３次選考 

第２次選考に合格された方は、試験日に次のものを準備し、会場までお越しく

ださい。 

・第２次選考合格通知（電子メールにてお送りします） 

・身分証明書（運転免許証等） 

・健康診断書（事前に医師の診断を受け、指定様式により選考当日に提出してく

ださい。様式はＮＩＣＯホームページ https://www.nico.or.jp/からダウンロード

できます。） 

 

 

 

10 個人情報の取扱いについて 

 受験申込及び選考で得られた個人情報は、本選考及び採用にのみ使用し、個人情報保護法ほ

か関係法令を遵守するとともに、プライバシポリシーに基づき適正に取扱います。 

 

 

  



 

11 選考会場案内図（第３次選考） 

 交通事情を考慮し、余裕をもってお越しください。 

 
◆ＪＲ新潟駅からバスで 

<新潟駅万代口バスターミナル３番線> 

新潟交通 佐渡汽船連絡バス 「朱鷺メッセ」停留所下車（片道210円） 

詳しくは 新潟交通HP(https://www.niigata-kotsu.co.jp/~noriai/route-bus/timetable/access/

sadoferry/)をご覧下さい。 

◆ＪＲ新潟駅から徒歩で 

朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター及び万代島ビルまで約1.8㎞(約25分) 

◆自家用車で 

有料の万代島駐車場が利用できます。（料金は受験者の負担となります。） 

https://www.niigata-bandaijima-building.co.jp/contents/guide/ 

 

 

 

お問い合わせ先 

公益財団法人にいがた産業創造機構 総務チーム 職員採用担当 
〒950-0078 新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル９Ｆ 

TEL：025-246-0089 E-mail : saiyou@nico.or.jp  
※詳細の問い合わせは、トラブル防止の観点から電子メールでの問い合わせをお勧めします。 

 

万代島ビル 

mailto:saiyou@nico.or.jp

