
平成３０年度 福岡県住宅供給公社 収納事務員 募集要項

福岡県住宅供給公社では、下記のとおり収納事務員を募集いたします。

募集要項

受験資格 ・普通自動車運転免許（AT限定可）を有する人
・自己名義（同一住所の親族を含む）の車両を保有し業務用として使用でき

る人

・自動車保険（任意保険）に必ず加入し、対人賠償保険及び対物賠償保険に

無制限を条件として加入できる人

・任意保険に使用目的の記載のあるものについて、使用目的を業務使用する

ことができる人

採用方法 ・面接試験 

採用基準 ・勤務地の土地勘がある人。

採用人数 １名

仕事内容 県営住宅を訪問し、家賃滞納者等納付指導を行い以下の業務を行います。

・県営住宅の家賃等の徴収

・県営住宅の無断退去調査

・県営住宅家賃等口座振替の勧誘

・県営住宅収入未申告者への申告指導

・その他県営住宅の管理に関し必要な事項

勤務日数等 勤務時間は、8：30から 21：00を基本とし、月 116時間勤務で労働者の決定
にゆだねます

報酬 基本給と能率給があります。

①基本給（月額）１３万６７００円

②１ヶ月あたりの徴収件数に２００円を乗じた額。（月によって変動有）

概ね３万円から４万円程度

（平成２９年１２月１日現在）

諸手当 なし

賞与 なし

勤務地・所属

所在地

管轄

募集人員

■福岡県住宅供給公社 北九州管理事務所

■北九州市八幡西区西曲里町 2番１号（黒崎テクノプラザビル 5階）
■管轄 北九州市、中間市、水巻町、岡垣町、芦屋町、遠賀町内の県営住宅

で担当地域を決めます

■１名

費用弁償 業務に自家用車を使用した場合は、公社規定により費用を弁償します。

雇用期間 １年間（業務上必要であり、勤務成績等が良好な場合は、４回まで更新しま

す。雇用期間中に７０歳に達したときは７０歳に達する日以後の最初の３月

３１日をもって契約期間は終了します。）

休日休暇 年次有給休暇

社会保険 各種社会保険完備

採用予定日 平成３０年４月１日



採用試験について

申込方法

受付期間

申し込みをご希望の方は、下記の期間までに必要書類を提出してください。

①窓口へ提出の場合

平成２９年１２月８日（金）～１２月２０日（水） 

９：００～１７：００（土曜日、日曜日を除きます）

②郵送の場合

 平成２９年１２月２０日（水）まで必着

必要書類 ①履歴書（JIS規格）
②職務経歴書（参考書式あり PDF）
③定型（120mm×235mm）の返信用封筒（住所・氏名明記、120円切手貼付）

申込書

提出先

福岡県住宅供給公社 福岡県住宅供給公社 総務部 総務企画課

〒８１０－８５３８ 福岡市中央区天神５丁目３番１号 須崎ビル３階

連絡先 電話０９２－７８１－８０１０

仕事の内容等を詳しくお尋ねになりたい方は連絡先までお問い合わせくださ

い。

試験方法

試験日

面接試験を随時実施します。申込書受付後、試験日を決定します。

試験は、平日１０：００から１５：００までの間に設定します。

試験会場 福岡県住宅供給公社 北九州管理事務所

住所：北九州市八幡西区西曲里町 2番１号（黒崎テクノプラザビル 5階）

試験結果 試験結果については、平成２９年１２月２７日にお知らせいたします。

合格者には、電話及び文書でお知らせします。

不合格者には、公社から文書でお知らせします。



平成３０年度 福岡県住宅供給公社 収納事務員 募集要項

福岡県住宅供給公社では、下記のとおり収納事務員を募集いたします。

募集要項

受験資格 ・普通自動車運転免許（AT限定可）を有する人
・自己名義（同一住所の親族を含む）の車両を保有し業務用として使用でき

る人

・自動車保険（任意保険）に必ず加入し、対人賠償保険及び対物賠償保険に

無制限を条件として加入できる人

・任意保険に使用目的の記載のあるものについて、使用目的を業務使用する

ことができる人

採用方法 ・面接試験 

採用基準 ・勤務地の土地勘がある人。

採用人数 １名

仕事内容 県営住宅を訪問し、家賃滞納者等納付指導を行い以下の業務を行います。

・県営住宅の家賃等の徴収

・県営住宅の無断退去調査

・県営住宅家賃等口座振替の勧誘

・県営住宅収入未申告者への申告指導

・その他県営住宅の管理に関し必要な事項

勤務日数等 勤務時間は、8：30から 21：00を基本とし、月 116時間勤務で労働者の決定
にゆだねます

報酬 基本給と能率給があります。

①基本給（月額）１３万６７００円

②１ヶ月あたりの徴収件数に２００円を乗じた額。（月によって変動有）

概ね３万円から４万円程度

（平成２９年１２月１日現在）

諸手当 なし

賞与 なし

勤務地・所属

所在地

管轄

募集人員

■福岡県住宅供給公社 筑後管理事務所大牟田出張所

■大牟田市小浜町２４番１号（福岡県大牟田総合庁舎２階）

■管轄 大牟田市、柳川市、みやま市内の県営住宅

■１名

費用弁償 業務に自家用車を使用した場合は、公社規定により費用を弁償します。

雇用期間 １年間（業務上必要であり、勤務成績等が良好な場合は、４回まで更新しま

す。雇用期間中に７０歳に達したときは７０歳に達する日以後の最初の３月

３１日をもって契約期間は終了します。）

休日休暇 年次有給休暇

社会保険 各種社会保険完備

採用予定日 平成３０年４月１日



採用試験について

申込方法

受付期間

申し込みをご希望の方は、下記の期間までに必要書類を提出してください。

①窓口へ提出の場合

平成２９年１２月８日（金）～１２月２０日（水） 

９：００～１７：００（土曜日、日曜日を除きます）

②郵送の場合

 平成２９年１２月２０日（水）まで必着

必要書類 ①履歴書（JIS規格）
②職務経歴書（参考書式あり PDF）
③定型（120mm×235mm）の返信用封筒（住所・氏名明記、120円切手貼付）

申込書

提出先

福岡県住宅供給公社 福岡県住宅供給公社 総務部 総務企画課

〒８１０－８５３８ 福岡市中央区天神５丁目３番１号 須崎ビル３階

連絡先 電話０９２－７８１－８０１０

仕事の内容等を詳しくお尋ねになりたい方は連絡先までお問い合わせくださ

い。

試験日 面接試験を随時実施します。申込書受付後、試験日を決定します。

試験は、平日１０：００から１５：００までの間に設定します。

試験会場 福岡県住宅供給公社 筑後管理事務所

住所：久留米市百年公園１番１号（久留米リサーチセンタービル４階）

試験結果 試験結果については、平成２９年１２月２７日にお知らせいたします。

合格者には、電話及び文書でお知らせします。

不合格者には、公社から文書でお知らせします。



平成３０年度 福岡県住宅供給公社 収納事務員 募集要項

福岡県住宅供給公社では、下記のとおり収納事務員を募集いたします。

募集要項

受験資格 ・普通自動車運転免許（AT限定可）を有する人
・自己名義（同一住所の親族を含む）の車両を保有し業務用として使用でき

る人

・自動車保険（任意保険）に必ず加入し、対人賠償保険及び対物賠償保険に

無制限を条件として加入できる人

・任意保険に使用目的の記載のあるものについて、使用目的を業務使用する

ことができる人

採用方法 ・面接試験 

採用基準 ・勤務地の土地勘がある人。

採用人数 １名

仕事内容 県営住宅を訪問し、家賃滞納者等納付指導を行い以下の業務を行います。

・県営住宅の家賃等の徴収

・県営住宅の無断退去調査

・県営住宅家賃等口座振替の勧誘

・県営住宅収入未申告者への申告指導

・その他県営住宅の管理に関し必要な事項

勤務日数等 勤務時間は、8：30から 21：00を基本とし、月 116時間勤務で労働者の決定
にゆだねます

報酬 基本給と能率給があります。

①基本給（月額）１３万６７００円

②１ヶ月あたりの徴収件数に２００円を乗じた額。（月によって変動有）

概ね３万円から４万円程度

（平成２９年１２月１日現在）

諸手当 なし

賞与 なし

勤務地・所属

所在地

管轄

募集人員

■福岡県住宅供給公社 筑豊管理事務所

■飯塚市吉原町 6番 1号（あいタウン 3階）
■管轄 飯塚市、嘉麻市、直方市、宮若市、田川市、桂川町、小竹町、鞍手

町、川崎町、糸田町、香春町、福智町、添田町、赤村内の県営住宅

で担当地域を決めます

■１名

費用弁償 業務に自家用車を使用した場合は、公社規定により費用を弁償します。

雇用期間 １年間（業務上必要であり、勤務成績等が良好な場合は、４回まで更新しま

す。雇用期間中に７０歳に達したときは７０歳に達する日以後の最初の３月

３１日をもって契約期間は終了します。）

休日休暇 年次有給休暇

社会保険 各種社会保険完備

採用予定日 平成３０年４月１日



採用試験について

申込方法

受付期間

申し込みをご希望の方は、下記の期間までに必要書類を提出してください。

①窓口へ提出の場合

平成２９年１２月８日（金）～１２月２０日（水） 

９：００～１７：００（土曜日、日曜日を除きます）

②郵送の場合

 平成２９年１２月２０日（水）まで必着

必要書類 ①履歴書（JIS規格）
②職務経歴書（参考書式あり PDF）
③定型（120mm×235mm）の返信用封筒（住所・氏名明記、120円切手貼付）

申込書

提出先

福岡県住宅供給公社 福岡県住宅供給公社 総務部 総務企画課

〒８１０－８５３８ 福岡市中央区天神５丁目３番１号 須崎ビル３階

連絡先 電話０９２－７８１－８０１０

仕事の内容等を詳しくお尋ねになりたい方は連絡先までお問い合わせくださ

い。

試験日 面接試験を随時実施します。申込書受付後、試験日を決定します。

試験は、平日１０：００から１５：００までの間に設定します。

試験会場 福岡県住宅供給公社 筑豊管理事務所

住所：飯塚市吉原町 6番 1号（あいタウン 3階）

試験結果 試験結果については、平成２９年１２月２７日にお知らせいたします。

合格者には、電話及び文書でお知らせします。

不合格者には、公社から文書でお知らせします。


