
平成３０年度国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験）の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）
平成30年10月1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

警察庁
北海道警察情報通信部

技術北海道 札幌市 札幌市中央区北２条西７丁目
北海道警察本部庁舎内12階

北海道警察情報通信部 １０月２１日（日）
① ９：３０～
②１３：３０～
③１５：３０～

１０月２２日（月）
①１０：００～
②１４：００～

通信庶務課
人事給与係

011-251-0110 （代）
内線6032～6034

http://www.police.p
ref.hokkaido.lg.jp/jo
utuu/index.html

要

函館市 函館市五稜郭町１５番５号
北海道警察函館方面本部庁舎内３階

北海道警察情報通信部
函館方面情報通信部

１０月２４日（水）
１３：００～

旭川市 旭川市１条通２５丁目４８７番地の６
北海道警察旭川方面本部庁舎内２階

北海道警察情報通信部
旭川方面情報通信部

１０月２２日（月）
①１０：００～
②１４：００～

１０月２４日（水）
１０：００～

釧路市 釧路市黒金町１０丁目５番地
北海道警察釧路方面本部庁舎内５階

北海道警察情報通信部
釧路方面情報通信部

１０月２１日（日）
①１０：００～
②１４：００～

北見市 北見市青葉町６番１号
北海道警察北見方面本部庁舎内３階

北海道警察情報通信部
北見方面情報通信部

１０月２２日（月）
①１０：００～
②１４：００～

採用担当者か
らのメッセージ

警察庁の地方機関のひとつである北海道警察情報通信部は、北海道内における警察活動を「情報通信分野」の面から支えている組織です。
技術系職員は、警察独自の情報通信ネットワークの構築、災害・事件等での現場映像の伝送およびサイバー犯罪捜査の技術支援等を行っています。
興味のある方は是非、当部の説明会へ参加してみてください！

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 ①10月23日（火）
17:30～18:30
②10月25日（木）
17:30～18:30

総務課人事係 011-261-9321 http://www.kensats
u.go.jp/kakuchou/s
apporo/page100011 
4.html

要

採用担当者か
らのメッセージ

北海道内には，札幌地方検察庁のほか，函館地方検察庁，旭川地方検察庁，釧路地方検察庁があります。札幌地方検察庁の職員数は約２５０名で，道内で一番大きな検察庁です。まずは検察庁がどのような業務を行っているのかを知っ
ていただきたいと思います。お気軽に連絡をください。参加をお待ちしております。

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19日（金）
～11月12日（月）
随時

職員課人事係 011-709-2311
（2116）

http://houmukyoku.
moj.go.jp/sapporo/

要 函館地方法務局，旭川地方法務局，釧路
地方法務局での説明会を希望する場合に
ついては，申し出てください。

採用担当者か
らのメッセージ

法務局は，法務省の地方組織として，国民の財産や身分関係を保護する登記，戸籍，国籍，供託などの民事行政事務，国の利害に関係のある訴訟活動を行う訟務事務，国民の基本的人権を守る人権擁護事務を行っています。法務局のい
ずれの仕事も国民の生活や経済活動の基盤を支える重要な役割を担っており，とてもやりがいのあるものです。法務局は，北海道内に４局（札幌，函館，旭川，釧路）あり，いずれもその取り扱う業務は同じですし，Ａ（明るく）Ｔ（楽しく）Ｍ（前
向きに）をモットーに仕事をしています。皆さんも法務局の一員となり，国民の身近な法律実務家として，明るく，楽しく，前向きに充実した人生を歩みませんか。是非，個別業務説明会に参加をお願いします。

函館税関 事務北海道 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5日（金）～
（平日のみ）
随時

総務部
人事課人事係

0138-40-4225 http://www.custom
s.go.jp/hakodate/04 
saiyou/index.html

要 個別説明会を希望する方は、必ず電話に
て事前予約をして下さい。事前予約の電話
で個別説明会の受入日時を調整します。

札幌市 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5日（金）～
（平日のみ）
随時

採用担当者か
らのメッセージ

税関は、全国の海港や空港において、日本の最前線で海外と向き合い、貨物の輸出入に関わる業務を行っています。
業務内容は多岐にわたりますが、麻薬、銃器等（社会悪物品）の密輸取締り、輸出入申告される貨物の許可・承認、輸入貨物に課される関税等の賦課徴収、輸出入申告内容が適正かどうかの事後調査等を通じて、国民生活の安全確保と
貿易秩序の維持のための重要な役割を担っています。少しでも税関に興味を持たれた方は、個別説明会に是非来てください。
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平成３０年度国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験）の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）
平成30年10月1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

北海道労働局 事務北海道 札幌市 札幌市北区北８条西２丁目１番１
札幌第一合同庁舎内会議室

北海道労働局会議室
（または合同庁舎共用会議室）

①10月5日（金）
13：30～15：00
②10月15日（月）
10：00～11：30
※10月18日以降は、適
宜開催いたしますので、
ご希望の方は【採用担
当係】までご連絡願いま
す。

総務部総務課
人事第2係

011-788-7841
011-788-7842

https://jsite.mhlw.g
o.jp/hokkaido-
roudoukyoku/

電話による事前
予約が必要

※予約受付の
開始日時は以
下のとおり。

10月4日（木）9：
00～

①開催時間や会場は変更となる可能性が
ありますので、電話予約時に必ずご確認く
ださい。

②各説明会の内容等の詳細については、
決定し次第北海道労働局のホームページ
上で公開いたしますので、適宜ご確認くだ
さい。

事務北海道 函館市 函館市新川町２６番地６号
ハローワーク函館

ハローワーク函館 大会議室 10月12日（金）
9：00～10：30

事務北海道 旭川市 旭川市２条通７丁目２２７番地
マルカツデパート５階
旭川まちなかしごとプラザ

旭川まちなかしごとプラザ
会議室

10月10日（水）
10：30～12：00

採用担当者か
らのメッセージ

『国民から感謝されるしごとがしたい！』という方は、ぜひ説明会にお越しください。
どんなご質問にも丁寧にお応えしますので、『労働局ってどんな職場か全然イメージできないけど…』といった方でもお気軽にご参加いただけます。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

北海道森林管理局 事務北海道
農業土木

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24日（水）
14:00～16:30

総務課人事係 011-622-5232 http://www.rinya.m
aff.go.jp/hokkaido/s 
oumu/gyoumusetu 
meikai/2018kantyou 
houmonkousotsu.ht 
ml

要
（電話予約）

林業 10月24日（水）
10:00～12:00

事務北海道
農業土木

旭川市 旭川市神楽３条５丁目３番１１号 上川中部森林管理署 10月30日（火）
13:30～16:00

林業 10月30日（火）
10:15～12:15

事務北海道
農業土木

帯広市 帯広市東９条南１４丁目２番地２ 十勝西部森林管理署 10月22日（月）
14:00～16:30

林業 10月23日（火）
10:00～12:00

採用担当者か
らのメッセージ

日本は国土の７割を森林に覆われた、世界でも有数の森林国です。この広大な森林は、多面的機能の発揮をとおし、国民の生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」であり、それらを守り育てることが、林野庁の大きな使命となってお
ります。林野庁北海道森林管理局の個別業務説明では、その広大な森林の中で行っている業務について話をし、より国有林野事業及び林野行政への理解が深まるものと考えております。林野庁、北海道森林管理局を知らない方も是非こ
の機会に林野庁北海道森林管理局の個別業務説明会に参加してみてください。皆さんをお待ちしております。

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22日（月）～
11月12日（月）
（平日のみ） 随時

総務部人事課 011-290-2712 http://wwwtb.mlit.g
o.jp/hokkaido/kaku
syu/saiyou/index.ht 
ml

要 ・札幌市以外の地域でご希望の場合は
ご相談ください

採用担当者か
らのメッセージ

北海道運輸局では、国民の皆様に「安全・安心」なサービスを提供できるよう、自動車の検査・登録業務、自動車整備事業者や運輸事業者（バス・タクシー・トラック・フェリー・観光船・電車・地下鉄など）への指導・監督業務を行っております。
また、地域住民の日常生活の足となる交通機関の運行を守るための支援業務や、北海道の魅力を世界に発信し、外国人旅行者の誘致をするなどの観光振興業務も行っております。自らの業務が日常生活に直接関わることもあり、仕事の
やりがいも感じられると思います。是非一度業務説明会にお越しください。ご連絡お待ちしております。

第一管区海上保安本部 事務北海道 小樽市 小樽市港町5番2号
小樽地方合同庁舎５F

第一管区海上保安本部会議
室

10月5日（金）～
平日のみ随時開催

総務部
人事課第一人事係

0134-27-0118
（2134）

http://www.kaiho.m
lit.go.jp/01kanku/re 
cruit/h30ippansyok 
u.pdf

要

採用担当者か
らのメッセージ

海上保安庁の職員の大半は、領海警備、海上犯罪の取締、海難救助及び海上交通の安全確保等、海に関する様々な業務に日夜従事する海上保安官ですが、本試験に合格し事務官として採用された際には職員の福利厚生事務や会計事
務（予算管理、物品購入）を担当していただき直接現場に赴くことはございませんが、海上保安官とともに日本の海を守る一員として勤務していただきます。(事務官は基本的に本部勤務のみ）
海上保安庁に少しでも興味のある方は、個別説明会に是非、参加してください。開催日時は都合に合わせて決定します。
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平成３０年度国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験）の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）
平成30年10月1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

北海道開発局 事務北海道 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5日（金）～11月
12日（月）10:00～、
13:30～、15:00～

開発監理部 人事
課

011-709-2102 http://www.hkd.mlit
.go.jp/ky/ki/jinji/ud 
49g70000005irv.htm 
l

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5日（金）～11月
12日（月）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5日（金）～11月
12日（月）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5日（金）～11月
12日（月）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5日（金）～11月
12日（月）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5日（金）～11月
12日（月）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5日（金）～11月
12日（月）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5日（金）～11月
12日（月）9:00～17:00

総務課 0152-44-6179 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5日（金）～11月
12日（月）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5日（金）～11月
12日（月）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。

技術北海道 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5日（金）～11月
12日（月）9:00～17:00

開発監理部 人事
課

011-709-2102 要 土日祝除く。時間帯については応相
談。

函館市 函館市大川町1- 27 函館開発建設部 10月5日（金）
9:00～17:00

技術管理課 0138-42-7685 要 時間については予約の際に調整させて
いただきます。

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

技術管理課 0166-32-3893 要 時間については予約の際に調整させて
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5日（金）
9:00～17:00

技術管理課 0143-25-7028 要 時間については予約の際に調整させて
いただきます。

釧路市 釧路市幸町10- 3 釧路開発建設部 10月5日（金）,9日(火)
9:00～17:00

技術管理課 0154-24-7149 要 時間については予約の際に調整させて
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9日（火）～11日
（木）9:00～17:00

技術管理課 0155-24-2904 要 時間については予約の際に調整させて
いただきます。

北見市 北見市西三輪5丁目9番地1 網走開発建設部
(北見道路事務所)

10月9日（火）
9:00～17:00

技術管理課 0152-44-6163 要 時間については予約の際に調整させて
いただきます。

農業土木 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5日（金）～11月
12日（月）9:00～17:00

開発監理部人事課 011-709-2102 要 土日祝除く。時間帯については応相
談。

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

技術管理課 0155-24-2904 要 時間については予約の際に調整させて
いただきます。

採用担当者か
らのメッセージ

北海道開発局は、北海道における河川、道路、港湾、空港、農業、漁港等の整備、都市計画行政、住宅行政、建設産業行政、官庁営繕等をつかさどる総合行政機関です。
全道に約４，５００人の職員が在籍しており、事務系・技術系の両者が一体となって仕事をしています。
北海道が好きな方、北海道のために働きたい方、私たちと一緒に働きませんか？？ご興味のある方は、ぜひ一度、説明会へお越しください！！
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平成３０年度国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験）の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）
平成30年10月1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

北海道防衛局 事務北海道
技術北海道

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5日(金)
16:30～19:00
②10月6日(土)
13:00～17:00
③10月7日(日)
13:00～17:00
④10月9日(火)
16:30～19:00
⑤10月26日(金)
16:30～19:00
⑥10月27日(土)
13:00～17:00
⑦10月28日(日)
13:00～17:00

総務部
総務課人事係

011-272-7578
(2321)

http://www.mod.go.
jp/j/saiyou/ippan_s
enmon/kanchohom
on/hs/index.html

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。

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20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21日(日)
13:00～15:30

採用担当者か
らのメッセージ

防衛省と聞くと堅いイメージをもつ方が多いですが、男性ばかりではなく女性も多く活躍している活気あふれる職場です！！
そして 「防衛局」は地方公共団体・住民と自衛隊・在日米軍を繋ぐ架け橋としての役割を担っています。
まずはお気軽に参加して、話を聞いてみませんか？？

防衛省
陸上自衛隊

事務北海道
技術北海道
（社会人を含
む）

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5日(金)
16:30～19:00
②10月6日(土)
13:00～17:00
③10月7日(日)
13:00～17:00
④10月9日(火)
16:30～19:00
⑤10月26日(金)
16:30～19:00
⑥10月27日(土)
13:00～17:00
⑦10月28日(日)
13:00～17:00

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.mod.go.
jp/j/saiyou/ippan_s
enmon/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。

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20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21日（日）
13:00～15:30

採用担当者か
らのメッセージ

陸上自衛隊の事務系・技術系の職員は、自衛官と一体となって業務を実施しますが訓練や演習には参加せず、中央機関や部隊・学校、病院等で行政事務、技術及び教育の様々なジャンルの業務を実施しております。
陸上自衛隊に少しでも興味をお持ちの方はぜひご参加ください！

※ 日程が追加又は変更される場合がありますので、参加を希望する機関のホームページ等でご確認ください。
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