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機関名 採用担当係 所在地 電話番号（内線） 説明会のＵＲＬ 説明対象区分 説明会日時 会場（住所） 会場（名称）
予約の
要・不要

備考

公正取引委員会
事務総局北海道事務所

総務課総務係 札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎

011-231-
6300(5511)

http://www.jft
c.go.jp/region
al_office/hokk
aido/rec_03.ht
ml

行政 7月28日(木)
　10:30 ～ 12:00
　13:30 ～ 15:00

札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎5階

公正取引委員会
事務総局北海道事務所

要 ･申込受付期間7月1日（金）～7月26日（火）
（土・日除く）
・受付時間　9:00～12:00、13:00～17:00
･申込期限　7月26日(火)正午
・定員は各回10人
･申込は先着順であり、定員数になり次第受付
を終了

北海道警察情報通信部 通信庶務課
人事給与係

札幌市中央区北2西7 011-251-
0110(6032)

http://www.p
olice.pref.hokk
aido.lg.jp/jout
uu/index.html

行政､電気･
電子･情報､
機械､土木､
建築､物理

7月9日(土)～7月15日
(金)
　9:00～16:00

札幌市中央区北2西7
北海道警察本部庁舎内12階

北海道警察情報通信部
会議室

要 ･電話予約

北海道管区行政評価局 総務課人事係 札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

011-709-
2311(3114)

http://www.so
umu.go.jp/kan
ku/hokkaido.h
tml

行政 8月15日(月)
　①13:30～15:00
　②15:30～17:00

札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎6階

北海道管区行政評価局
第1会議室

要 ・電話予約
・申込受付　8月5日（金）9:00～
・定員は各回15人程度

北海道総合通信局 総務課人事係 札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

011-709-
2311(4607)

http://www.so
umu.go.jp/sou
tsu/hokkaido/
saiyo/index.ht
m

全区分 7月13日(水)､15日(金)､
20日(水)、22日(金)､27
日(水)､29日(金)
　①10:30～12:00､
　②13:30～15:00､
　③15:30～17:00

8月3日(水)､5日(金)､10
日(水)､12日(金)
　①10:30～12:00､
　②13:30～15:00

札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎12階

北海道総合通信局 要 左記期間以外でも随時開催する
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機関名 採用担当係 所在地 電話番号（内線） 説明会のＵＲＬ 説明対象区分 説明会日時 会場（住所） 会場（名称）
予約の
要・不要

備考

札幌地方検察庁 事務局総務課
人事係

札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎

011-261-9321 http://www.ke
nsatsu.go.jp/k
akuchou/sapp
oro/page1000
084.html

函館地方検察庁 事務局総務課
人事係

函館市上新川町1-13 0138-41-
1232(205)

http://www.ke
nsatsu.go.jp/k
akuchou/hako
date/page100
0022.html

旭川地方検察庁 事務局総務課
人事係

旭川市花咲町4 0166-51-
6232(213)

http://www.ke
nsatsu.go.jp/k
akuchou/asah
ikawa/asahika
wa.shtml

釧路地方検察庁 事務局総務課
人事係

釧路市柏木町5-7 0154-41-
6152(1432)

http://www.ke
nsatsu.go.jp/k
akuchou/kush
iro/index.html

法務省
札幌矯正管区

第一部職員課 札幌市東区東苗穂1-2-5-5 011-783-5083 行政 8月4日（木）
　13:00～

札幌市東区東苗穂1条2-5-5 法務省札幌矯正管区 要

札幌法務局 職員課人事係 札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

011-709-
2311(2116)

http://houmu
kyoku.moj.go.j
p/sapporo/

行政 7月25日（月）、26日
（火）、27日（水）
    9:00～  9:30、
　10:30～11:00、
　13:30～14:00、
　15:00～15:30

札幌法務局会議室 要

①②③
札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎12階

④函館市上新川町1-13

⑤旭川市花咲町4

⑥釧路市柏木町5-7

①②③
札幌地方検察庁会議室

④函館地方検察庁

⑤旭川地方検察庁

⑥釧路地方検察庁

･電話予約
①②
・札幌､函館､旭川､釧路地方検察庁合同開催

③
・札幌地方検察庁独自開催

④
・函館地方検察庁独自開催

⑤
・旭川地方検察庁独自開催
・定員になり次第､受付を終了

⑥
・釧路地方検察庁独自開催
・希望者の都合に合わせて開始時間を調整す
る
・業務説明の所要時間は1時間程度

行政 要①7月11日（月）
　13:30～16:30

②7月12日（火）
　 9:00～12:00

③④⑤⑥
7月13日（水）～8月19
日（金）の間
　9:00～17:00までの適
宜な時間(土日･祝日を
除く)
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機関名 採用担当係 所在地 電話番号（内線） 説明会のＵＲＬ 説明対象区分 説明会日時 会場（住所） 会場（名称）
予約の
要・不要

備考

函館地方法務局 総務課人事係 函館市新川町25-18 0138-23-
9515(515)

http://houmu
kyoku.moj.go.j
p/hakodate/

行政 7月12日（火）
　10:00～11:00、
　14:00～15:00

函館市新川町25-18
（函館地方合同庁舎）

函館地方法務局
4階会議室

要

旭川地方法務局 総務課人事係 旭川市宮前1-3-3-15 0166-38-
1111(内116)

http://houmu
kyoku.moj.go.j
p/asahikawa/

行政 7月12日（火）
　10:00～11:00、
　14:00～15:00

旭川市宮前1-3-3-15 旭川合同庁舎
西館1階共用会議室

要

釧路地方法務局 総務課人事係 釧路市幸町10-3 0154-31-
5011(内線
2114)

http://houmu
kyoku.moj.go.j
p/kushiro/

行政 7月12日（火）
　10:00～11:00、
　14:00～15:00

釧路市幸町10-3
釧路地方合同庁舎2階

釧路地方法務局会議室 要

札幌入国管理局 総務課総務係 札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎

011-261-7502 http://www.im
mi-moj.go.jp

行政 7月12日(火)～7月22日
(金)
(但し7月16日(土)から7
月18日(月)を除く)

北海道千歳市美々
新千歳空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ

札幌入国管理局
千歳苫小牧出張所

要

北海道公安調査局 総務部
人事担当

札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎

011-261-9801 http://www.m
oj.go.jp/psia/i
ppan.html

行政、電気・
電子・情報

7月12日（火）
　11:00～、
　14:00～、
　16:00～

7月13日（水）～8月4日
（木）
　9:00～17:00（土日・祝
日を除く）

札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎8階

北海道公安調査局 要 ・電話予約
・申込受付　7月6日（水）10:00～
・左記期間以外でも随時開催する

7月9日（土）～7月12日
（火）（土日含む）
　①10:00～11:30、
　②14:00～15:30

札幌市中央区大通西10
札幌第2合同庁舎1階

札幌税関支署 要

7月13日（水）～7月17
日（日）（土日含む）
　①10:00～11:30、
　②14:00～15:30

新千歳空港国際線旅客ターミ
ナルビル3階

千歳税関支署 要

函館税関 総務部人事課
人事係

函館市海岸町24-4
函館港湾合同庁舎内

0138-40-4225 http://www.c
ustoms.go.jp/
hakodate/04s
aiyou/index.ht
ml

行政、電気・
電子・情報、
機械、土
木、建築、
物理、化
学、農学

http://www.immi-moj.go.jp/
http://www.immi-moj.go.jp/
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機関名 採用担当係 所在地 電話番号（内線） 説明会のＵＲＬ 説明対象区分 説明会日時 会場（住所） 会場（名称）
予約の
要・不要

備考

小樽検疫所 総務課庶務係 小樽市港町5-2
小樽地方合同庁舎

0134-22-5234 http://www.fo
rth.go.jp/kene
ki/otaru/

行政 7月27日(水）
　1回目　10:00～11:00
　2回目　13:30～14:30

小樽市港町5-2
小樽地方合同庁舎

小樽検疫所
予防接種待合室

要

北海道厚生局 総務課 札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

011-709-
2311(3971)

http://kouseik
yoku.mhlw.go.j
p/hokkaido/

行政 7月7日(木)
　14:00～15:00､
　16:00～17:00

7月11日(月)
　14:00～15:00､
　16:00～17:00

7月13日(水)
　14:00～15:00､
　16:00～17:00

札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎8階

北海道厚生局 要

北海道労働局 総務部総務課
人事第一係・第
二係

札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

011-709-2311
（3510・3511）

http://hokkaid
o-
roudoukyoku.j
site.mhlw.go.jp

行政 8月8日（月）、9日（火）、
10日（水）

　9：30～16：00の時間
帯に複数回実施予定

札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

北海道労働局会議室 要 ・開催時間は会場の都合等で変更となる
可能性あるので、電話予約時に要確認
・電話予約
・申込受付
　8月5日（金）10:00～

北海道農政事務所 総務課
人事第1係

札幌市中央区南22西6-2-
22
エムズ南22条ビル

011-330-8804 http://www.m
aff.go.jp/hokk
aido/soumu/ji
nji/kantyouho
umon.html

行政 7月14日(木)
http://www.maff.go.jp/
hokkaido/soumu/jinji/2
8gyoumusetumeikai1.ht
ml

8月2日（火）
http://www.maff.go.jp/
hokkaido/soumu/jinji/2
8gyoumusetumeikai2.ht
ml

札幌市中央区南22西6-2-22 北海道農政事務所
3階会議室

要 ・8/2（火）は予定URL

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/
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予約の
要・不要

備考

北海道森林管理局 総務企画部
総務課人事係

札幌市中央区宮の森3-7-
70

011-622-
5232(246)

http://www.ri
nya.maff.go.jp
/hokkaido/so
umu/gyoumse
tumeikai/2016
gyoumusetum
eikai.html

行政､土木､
建築､林学

7月14日(木)
　10:00～16:30

石狩森林管理署管内の国有
林(恵庭市･千歳市支笏湖周
辺)

石狩森林管理署管内の
国有林(恵庭市･千歳市支
笏湖周辺)

要 ・申込受付期間7月6日（水）～7月11日（月）
(土･日除く)
・受付時間　8:30～17:15

・当日は､実際の事業現場を見ることから次を
準備してください
1　保険加入
　万一の事故､ｹｶﾞの場合に備えての保険加入
については､各自で対応をお願いします
2.持ち物
　①野外活動ができる服装､靴(トレッキング
シューズなど)
　②雨具(雨合羽･傘)
　③昼食･飲み物
　④帽子

北海道経済産業局 総務企画部総
務課人事係

札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎

011-709-
2311(2509)

http://www.hk
d.meti.go.jp/

行政、電気・
電子・情報、
機械、土木

7月22日（金）
　①10:00～11:30
　②14:00～15:30

7月25日（月）
　③10:00～11:30
　④14:00～15:30（技術
系）のみ

札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

第1会議室 要 ・電話予約
・申込受付　7月13日（水）9:00～

北海道開発局 開発監理部
人事課任用班

札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

011-709-2102 http://www.hk
d.mlit.go.jp/ka
nribu/jinji/dai
sotsu/daisots
usaiyou.htm

行政､電気･
電子･情報､
機械､土木､
建築､物理､
化学､農学､
農業農村工
学

7月11日(月)～7月13日
(水)
<行政>
 　9:00～10:00､
　10:30～11:30､
　13:30～14:30､
　14:45～15:45､
　16:00～17:00
<技術系区分>
 　9:00～11:30､
　13:30～16:00

7月15日(金)～8月19日
(金)の毎週月曜日及び
金曜日
<行政>
 　9:00～10:00､
　10:30～11:30､
　13:30～14:30､
　14:45～15:45､
　16:00～17:00
<技術系区分>
 　9:00～11:30､
　13:30～16:00

札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

札幌第1合同庁舎 要
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機関名 採用担当係 所在地 電話番号（内線） 説明会のＵＲＬ 説明対象区分 説明会日時 会場（住所） 会場（名称）
予約の
要・不要

備考

北海道運輸局 総務部人事課 札幌市中央区大通西10
札幌第2合同庁舎

011-290-2712 http://wwwtb.
mlit.go.jp/hokk
aido/kakusyu
/saiyou/index.
html

行政、機
械、電気・電
子・情報、土
木

7月13日（水）
　10:00～11:30
　14:00～15:30

7月14日（木）
　10:00～11:30
　14:00～15:30

札幌市東区北28東1 北海道運輸局札幌運輸
支局
2階会議室

要 ・業務説明の他、車検場の見学
・業務説明は行政中心
・技術系の業務説明を希望する場合は予
約の際に別途相談

札幌管区気象台 総務部総務課
人事係

札幌市中央区北2西18-2 011-611-6141 http://www.jm
a-
net.go.jp/sapp
oro/shinseian
nai/bosyu/op
enzemiH27.ht
ml

行政、物
理、電気・電
子・情報、化
学

<物理、電気・電子・情
報、化学>
7/13（水）
　10:00～12:00、
　14:00～16:00

7/15（金）
　10:00～12:00

<行政>
7/28（木）
　10:00～11:30、
　14:00～15:30

北海道札幌市北2西18-2 札幌管区気象台 要

運輸安全委員会事務局
函館事務所

事故調査調整
官グループ

函館市海岸町24-4
函館港湾合同庁舎

0138-43-5517 http://www.ml
it.go.jp/jtsb/b
osyuu-
hakodate2806
22.html

行政 7月11日（月）～22日
（金）
　10:00～16:00（土日・
祝日を除く）

函館市海岸町24-4
函館港湾合同庁舎4階

運輸安全委員会事務局
函館事務所

要 ・電話予約
・申込受付　7月8日（金）～22日（金） 9:00
～16:00（土日・祝日を除く）
・遠方の方には、電話による業務説明も可
能

北海道防衛局 総務部総務課
人事係

札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎

011-272-
7578(2321)

陸上自衛隊 北部方面総監
部人事部人事
課職員人事管
理室

札幌市中央区南26西10 (011)511-
7116(内線
2388)

注　実施予定は今後変更になることがあります。上記以外の機関でも実施する場合がありますので、実施を希望する機関へお問合せください。

・陸上自衛隊、北海道防衛局との合同開催

・申込はホームページから
・申込期限は開催日前日の17:00

http://www.m
od.go.jp/j/saiy
ou/kyotsu/se
tsumei.html

行政､電気･
電子･情報､
機械､土木､
建築

7/14(木)
【第1回】　(技術系対象)
　10:00～11:30
【第2回】(女性対象)
　13:30～15:00
【第3回】
　17:30～19:00

8/2(火)
【第1回】
　10:00～11:30
【第2回】
　13:30～15:00

札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎4階

第2会議室 要
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