
平成２９年１０月１０日現在

機関名 説明対象区分 開催地 会場（住所） 会場（名称） 説明会日時 採用担当係
電話番号
（内線）

説明会の
ＵＲＬ

予約の
要・不要

備考

札幌地方検察庁 事務北海道 札幌市 札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎12階

札幌地方検察庁会議室 10月26日（木）
10月30日（月）
　17:30～18:30

総務課人事
係

011-261-9321 http://www.ken
satsu.go.jp/kak
uchou/sapporo
/page1000114.h
tml

要

函館地方検察庁 事務北海道 函館市 函館市上新川町1番13号 函館地方検察庁 10月6日（金）～11月13日（月）
（平日のみ）随時

総務課人事
係

0138-41-1232 http://www.ken
satsu.go.jp/kak
uchou/hakodat
e/page1000022.
html

要 電話で説明会の日時を予約の上，来庁してく
ださい。

旭川地方検察庁 事務北海道 旭川市 旭川市花咲町4丁目
旭川法務総合庁舎

旭川地方検察庁 10月26日（木）
　17:00～18:00

原則として左記日時での実施となりますが，左
記日時以外でも実施予定ですので，申込みの
際にお問い合わせください。

名寄市 名寄市西5条南10丁目2番地
91
旭川地方検察庁名寄支部

旭川地方検察庁
名寄支部

紋別市 紋別市潮見町1丁目
旭川地方検察庁紋別支部

旭川地方検察庁
紋別支部

稚内市 稚内市末広5丁目6番1号
稚内地方合同庁舎

旭川地方検察庁
稚内支部

釧路市 釧路市柏木町5番7号
釧路法務総合庁舎

釧路地方検察庁

帯広市 帯広市東5条南9丁目1番地1
帯広法務総合庁舎

釧路地方検察庁
帯広支部

網走市 網走市台町1丁目4番15号
網走法務総合庁舎

釧路地方検察庁
網走支部

北見市 北見市寿町4丁目2番16号
北見法務総合庁舎

釧路地方検察庁
北見支部

平成２９年度国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）

総務課人事
係

0166-51-6232 http://www.ken
satsu.go.jp/kak
uchou/asahika
wa/page100003
8.html

要

10月10日（火）～11月13日（月）
（平日のみ）
いずれも期間中随時

左記期間中で随時業務説明会を実施します
が，実施日が各支部により異なりますので，申
込みの際にお問い合わせください。

釧路地方検察庁 事務北海道 ①10月6日（金）～10月13日（金）
（平日のみ）
②10月20日（金）～11月2日（木）
（平日のみ）
いずれも期間中随時

総務課人事
係

0154-41-6152
（1432）

http://www.ken
satsu.go.jp/kak
uchou/kushiro/
page1000029.ht
ml

要
（電話予約）
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札幌法務局 事務北海道 札幌市 札幌市北区北８条西２丁目１
番１　札幌第１合同庁舎

札幌法務局 10月20日（金）～11月13日（月）
随時

職員課人事
係

011-709-2311
（2116）

http://houmuky
oku.moj.go.jp/sa
pporo/

要

函館市 函館市海岸町24番4号
函館港湾合同庁舎

函館税関 10月10日（火）～
（平日のみ）
　随時

札幌市 中央区大通西10丁目
札幌第2合同庁舎

函館税関札幌税関支署 10月10日（火）～
（平日のみ）
　随時

北海道森林管理局 事務北海道
農業土木
林業

札幌市 札幌市中央区宮の森３条７丁
目７０

北海道森林管理局 10月31日（火）
14:30～17:00

総務課人事
係

011-622-5232 http://www.riny
a.maff.go.jp/hok
kaido/soumu/g
youmusetumeik
ai/2017kantyou
houmonkousots
u.html

要
（電話予約）

北海道運輸局 事務北海道
技術北海道

札幌市 札幌市中央区大通西10
札幌第2合同庁舎7階

（事務）総務部人事課
（技術）自動車技術安全
部技術課

10月23日（月）～11月13日（月）
（平日のみ）
　随時

総務部人事
課

011-290-2712 http://wwwtb.m
lit.go.jp/hokkaid
o/kakusyu/saiy
ou/index.html

要 ・札幌市以外の地域でご希望の場合はご相談
ください

札幌市 札幌市中央区大通西１２丁目
札幌第３合同庁舎４階

北海道防衛局　第２会議
室

①10月6日(金)　16:30～19:00
②10月7日(土)　13:00～15:30
③10月8日(日)　13:00～15:30
④10月9日(月)　13:00～15:30
⑤10月27日(金)　16:30～19:00
⑥10月28日(土)　13:00～15:30
⑦10月29日(日)　13:00～15:30

帯広市 帯広市西６条南７丁目３
帯広地方合同庁舎２階

帯広防衛支局　大会議室 10月21日(土)　13:00～15:30

旭川市 旭川市春光町国有無番地 北鎮記念館　多目的室 10月22日(日)　13:00～15:30

札幌市 札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎4階

北海道防衛局　第2会議
室

①10月6日(金)　16:30～19:00
②10月7日(土)　13:00～15:30
③10月8日(日)　13:00～15:30
④10月9日(月)　13:00～15:30
⑤10月27日(金)　16:30～19:00
⑥10月28日(土)　13:00～15:30
⑦10月29日(日)　13:00～15:30

帯広市 帯広市西6条南7丁目3
帯広地方合同庁舎2階

帯広防衛支局　大会議室 10月21日（土）
　13:00～15:30

旭川市 旭川市春光町国有無番地 北鎮記念館　多目的室 10月22日（日）
　13:00～15:30

要 ・北海道防衛局と陸上自衛隊が合同で開催し
ます。
・防衛省ホームページから事前予約（インター
ネット申込み）が必要です。
・申込締切日等、詳細は防衛省ホームページ
「採用情報」を確認ください。

陸上自衛隊 事務北海道
技術北海道

北部方面総
監部人事部
人事課職員
人事管理室
採用担当

011-511-7116
(2388)

http://www.mo
d.go.jp/j/saiyou
/ippan_senmon
/hs.html

要 ・陸上自衛隊と北海道防衛局が合同で開催し
ます。
・防衛省ホームページから事前予約（インター
ネット申込み）が必要です。
・申込締切日等、詳細は防衛省ホームページ
「採用情報」を確認ください。

北海道防衛局 事務北海道
技術北海道

総務部総務
課人事係

011-272-7578
(2321)

http://www.mo
d.go.jp/j/saiyou
/ippan_senmon
/kanchohomon
/hs/index.html

事務北海道函館税関 総務部人事
課人事係

0138-40-4225 http://www.cus
toms.go.jp/hako
date/04saiyou/
index.html

要
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札幌市 札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

北海道開発局 10月6日（金）～11月10日（金）
　10:00～、13:30～、15:00～

開発監理部
人事課

011-709-2102 要 土日祝除く。各日3回予定。各回1時間程度。
予約時に希望時間をお伝えください。

函館市 函館市大川町1-27 函館開発建設部 10月6日（金）～11月10日（金）
　9:00～17:00

総務課 0138-42-7571 要 土日祝除く。時間帯については応相談。
予約時に希望時間をお伝えください。

小樽市 小樽市潮見台1-15-5 小樽開発建設部 10月6日（金）～11月10日（金）
　9:00～17:00

総務課 0134-23-5136 要 土日祝除く。時間帯については応相談。
予約時に希望時間をお伝えください。

旭川市 旭川市宮前1-3-3-15 旭川開発建設部 10月6日（金）～11月10日（金）
　9:00～17:00

総務課 0166-32-1907 要 土日祝除く。時間帯については応相談。
予約時に希望時間をお伝えください。

室蘭市 室蘭市入江町1-14 室蘭開発建設部 10月6日（金）～11月10日（金）
　9:00～17:00

総務課 0143-25-7058 要 土日祝除く。時間帯については応相談。
予約時に希望時間をお伝えください。

釧路市 釧路市幸町10-3 釧路開発建設部 10月6日（金）～11月10日（金）
　9:00～17:00

総務課 0154-24-7053 要 土日祝除く。時間帯については応相談。
予約時に希望時間をお伝えください。

帯広市 帯広市西4南8 帯広開発建設部 10月6日（金）～11月10日（金）
　9:00～17:00

総務課 0155-24-2901 要 土日祝除く。時間帯については応相談。
予約時に希望時間をお伝えください。

網走市 網走市新町2-6-1 網走開発建設部 10月6日（金）～11月10日（金）
　9:00～17:00

総務課 0152-44-6177 要 土日祝除く。時間帯については応相談。
予約時に希望時間をお伝えください。

留萌市 留萌市寿町1-68 留萌開発建設部 10月6日（金）～11月10日（金）
　9:00～17:00

総務課 0164-42-2316 要 土日祝除く。時間帯については応相談。
予約時に希望時間をお伝えください。

稚内市 稚内市末広5-6-1 稚内開発建設部 10月6日（金）～11月10日（金）
　9:00～17:00

総務課 0162-33-1030 要 土日祝除く。時間帯については応相談。
予約時に希望時間をお伝えください。

札幌市 札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

北海道開発局 10月6日（金）13:00～17:15
10月10日（火）9:00～17:15

開発監理部
人事課

011-709-2102 要

函館市 函館市大川町1-27 函館開発建設部 10月10日（火）11:00～15:00※１ 技術管理課 0138-42-7685 要 ※１　実施時間は予定のため、申込みの際に
ご確認ください。

旭川市 旭川市宮前1-3-3-15 旭川開発建設部 10月10日（火）9:00～17:15※２ 技術管理課 0166-32-3948 要 ※２　時間については、事前予約受付時に調
整させていただきます。

室蘭市 室蘭市入江町1-14 室蘭開発建設部 10月10日（火）10:00～15:00 技術管理課 0143-25-7028 要

釧路市 釧路市幸町10-3 釧路開発建設部 10月6日（金）10:00～17:00※１ 技術管理課 0154-24-7149 要 ※１　実施時間は予定のため、申込みの際に
ご確認ください。

帯広市 帯広市西4南8 帯広開発建設部 10月10日（火）10:00～17:00※１ 技術管理課 0155-24-2904 要 ※１　実施時間は予定のため、申込みの際に
ご確認ください。

網走市 網走市新町2-6-1 網走開発建設部 10月10日（火）10:00～14:00 技術管理課 0152-44-6163 要

札幌市 札幌市北区北8西2
札幌第1合同庁舎

北海道開発局 10月6日（金）10:00～17:15 開発監理部
人事課

011-709-2102 要

旭川市 旭川市宮前1-3-3-15 旭川開発建設部 10月10日（火）9:00～17:15※２ 技術管理課 0166-32-3948 要 ※２　時間については、事前予約受付時に調
整させていただきます。

帯広市 帯広市西4南8 帯広開発建設部 10月10日（火）13:00～17:00※１ 技術管理課 0155-24-2904 要 ※１　実施時間は予定のため、申込みの際に
ご確認ください。

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。

北海道開発局 事務北海道 http://www.hkd
.mlit.go.jp/ky/ki
/jinji/ud49g700
00005irv.html

技術北海道

農業土木
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