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予約受付期間・方法 電話番号（内線） 採用担当係 ホームページ 備考

北海道警察情報通信部 平成３１年２月２６日（火） １３：３０～１５：００ 札幌市
北海道警察本部
１２階情報通信部会議室
（札幌市中央区北２条西７丁目）

２月２２日（金）１３：００から
２月２５日（月）１６：００まで
電話にて受付

０１１－２５１－０１１０
（６０３２）

通信庶務課
人事給与係

https://www.police.pref.hok
kaido.lg.jp/joutuu/dotuusaiy
o.htm

２月２５日の合同説明会に参加される
場合は、合同説明会の会場にて個別
説明会の予約をすることも可能です。

札幌法務局 平成３１年２月２５日（月）
平成３１年２月２６日（火）

①　９：３０～１０：３０
②１１：００～１２：００
③１３：００～１４：００
④１４：３０～１５：３０
⑤１６：００～１７：００

※２月２５日は③④⑤
※２月２６日は①②③④⑤

札幌市
札幌第１合同庁舎　２階・３階
札幌法務局会議室
（札幌市北区北８条西２丁目１番１）

２月２２日（金）１０：００～１７：００
２月２５日（月）１３：００～１７：００
電話，ＦＡＸ及びメールにて受付
ＦＡＸ　０１１－７０９－２４９３
メール　sapporo-koyou@i.moj.go.jp

０１１－７０９－２３１１
（内線　２１１６）

職員課
人事係

http://houmukyoku.moj.go.j
p/sapporo/

２月２５日（月）９：００～１０：３０は人事
院主催の合同業務説明会に参加して
おります。

函館地方法務局 平成３１年２月２５日（月） １３：３０～１５：００ 函館市
函館地方合同庁舎４階
法務局会議室
（函館市新川町２５番１８号）

２月２２日（金）から随時
電話，ＦＡＸ及びメールにて受付
ＦＡＸ　０１３８－２４－２１３０
メール　hakodate-koyou@i.moj.go.jp

０１３８－２３－９５１５
(直通）

総務課
人事係

http://houmukyoku.moj.go.j
p/hakodate/

別の日時をご希望する場合は、ご相談
ください。

旭川地方法務局 平成３１年２月２６日（火）
①　９：００～１１：３０
②１３：３０～１６：００

旭川市
旭川地方法務局会議室
（旭川市宮前１条３丁目３番１５号）

２月２２日（金）１３：００から
２月２５日（月）１５：００まで
電話，ＦＡＸ及びメールにて受付
ＦＡＸ　０１６６－３８－８３７２
メール　asahikawa-koyou@i.moj.go.jp

０１６６－３８－１１１１
（内線　１１６）

総務課
人事係

http://houmukyoku.moj.go.j
p/asahikawa/

別の日時をご希望する場合は，お気
軽にご相談ください。

釧路地方法務局 平成３１年２月２５日（月）
平成３１年２月２６日（火）

①１０：００～１２：００
②１４：００～１６：００

釧路市
釧路合同庁舎　２階法務局会議室
（釧路市幸町１０丁目３番地）

２月２２日（金）１０：００から１７：００まで
２月２５日（月）１０：００から１７：００まで
電話，ＦＡＸ及びメールにて受付
ＦＡＸ　０１５４－３１－５５００
メール　kushiro-koyou@i.moj.go.jp

０１５４－３１－５０１１
(直通）

総務課
人事係

http://houmukyoku.moj.go.j
p/kushiro/

別の日時をご希望する場合は、お気
軽にご相談ください。

平成３０年度　障害者選考試験の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）

予約受付期間内に予約し、参加してください。 平成３１年２月１４日現在
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平成３１年２月２５日（月） １５：１５～１７：００ 札幌市
札幌第３合同庁舎　１２階会議室
（札幌市中央区大通西１２丁目）

２月２２日（金）１０：００から
２月２５日（月）１２：００まで
電話，合同説明会時の申出により受付

０１１－２６１－９３２１
（直通）

総務課
人事係

www.kensatsu.go.jp/kakuch
ou/sapporo/index.html

別の日時を希望する場合は，担当者
にご相談ください。

平成３１年２月２６日（火）
①　１０：００～１１：４５
②　１３：３０～１５：１５

札幌市
札幌第３合同庁舎　１２階会議室
（札幌市中央区大通西１２丁目）

２月２２日（金）１０：００から
２月２５日（月）１２：００まで
電話，合同説明会時の申出により受付

０１１－２６１－９３２１
（直通）

総務課
人事係

www.kensatsu.go.jp/kakuch
ou/sapporo/index.html

別の日時を希望する場合は，担当者
にご相談ください。

札幌入国管理局 平成３１年２月２６日（火）
①１０：００～１２：００
②１４：００～１６：００

札幌市
札幌市中央区大通西１２丁目
札幌第３合同庁舎
札幌入国管理局

２月２２日（金）１０：００～１７：００
２月２５日（月）９：００～１２：００
電話のほか合同業務説明会会場でも
予約を受付けます

０１１－２６１－７５０２
総務課
人事係

http://www.immi-moj.go.jp/
別の日時をご希望する場合は、
お気軽にご相談ください。

北海道公安調査局
①２月４日（月）～２月２１日（木）
②２月２５日（月）
③２月２６日（火）

①随時（事前予約）
②１４:００～
③１０:００～，１４:００～

札幌市
札幌第３合同庁舎　８階事務室
（札幌市中央区大通西１２丁目）

・電話又は郵便で受付
①は２月４日（月）から２月２０日（水）
（土，日，祝日を除く１０:００～１７:００）
②，③は２月２２日（金）１０:００から
　　　　 　２月２５日（月）１７:００まで

０１１－２６１－９８０１
（直通）

職員部門
人事担当

http://www.moj.go.jp/psia/
shougaisya_taisho.html

日時についてはご希望に応じますの
で，お気軽にご相談下さい。

法務省札幌矯正管区
法務省札幌刑務所

平成３１年２月２６日（火）
①１０：００～１２：００
②１４：００～１６：００

札幌市
法務省札幌刑務所
（札幌市東区東苗穂２条１丁目）

２月２２日（金）１３：００～１７：００
２月２５日（月）８：３０～１５：００
電話及びメールにて受付

０１１－７８３－３９１１
札幌矯正管区
職員課

http://www.moj.go.jp/index.
html

それぞれ１人採用予定です。同一敷地
内のため合同で行います。
別の日時を希望される場合、別途相
談ください。

北海道地方更生保護委員
会

平成３１年２月２６日（火） ９：００～１６：００ 札幌市
札幌第３合同庁舎４階会議室
（札幌市中央区大通西１２丁目）

２月２２日（金）１０：００から
２月２６日（火）１２：００まで
電話及びFAXにて受付
FAX：011-207-6861

０１１－２６１－９９０７ 庶務係

釧路保護観察所 平成３１年２月２５日（月） ９：００～１６：００ 釧路市
釧路地方合同庁舎４階会議室
（釧路市幸町１０丁目３番地）

２月２２日（金）１０：００から
２月２５日（月）１２：００まで
電話及びFAXにて受付
FAX：０１５４-３２-０９８６

０１５４－２３－３２００ 企画調整課

札幌地方検察庁
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財務省北海道財務局 平成３１年２月１２日（火）

①９：３０～１０：３０
②１１：００～１２：００
③１３：３０～１４：３０
④１５：００～１６：００

札幌市
札幌第１合同庁舎11階大会議室
（札幌市北区北８条西２丁目）

２月４日（月）９：００から
２月７日（木）１７：００まで
電話及びメールにて受付
hk-zaimusenmonkan@hk.lfb-mof.go.jp
※メールにて申し込まれる場合、受験
番号と氏名の記載をお願いします。

０１１－７０９－２３１１
（４２５２）

人事課
人事係

http://hokkaido.mof.go.jp/in
dex.html

・メール送信者には２月８日９：００まで
に受付完了の返信をします。
・応募者多数となった場合には、下記
の日を予備日として設けておりますの
で、日程調整をさせていただく場合が
あります。予めご了承下さい（予備日
２月２２日９：３０～）。

函館税関 平成３１年２月２５日（月）
平成３１年２月２６日（火）

１３：３０～１５：００
１０：００～１１：３０

函館市
函館港湾合同庁舎
（函館市海岸町２４－４）

２月２２日（金）１３：００から
電話及びメールにて受付
hkd-jinji@customs.go.jp

０１３８－４０－４２２５
人事課
人事係

http://www.customs.go.jp/h
akodate/

別の日時をご希望する場合は、お気
軽にご相談ください。

北海道厚生局 平成３１年２月２６日（火）
①１０：００～１１：００
②１４：００～１５：００

札幌市
野村不動産札幌ビル３階
年金審査課会議室
（札幌市北区北７条西２丁目）

２月２２日（金）１３：００から
２月２５日（月）１５：００まで
電話・メールにて受付

０１１－７０９－２３１１
（３９７１）

総務課
庶務係

https://kouseikyoku.mhlw.g
o.jp/hokkaido/saiyo/index.h
tml

職場見学が主な内容です。業務説明
は合同説明会にてお話した内容と同
様となる予定です。
メールによる受付方法等につきまして
は後日ホームページでお知らせしま
す。

北海道農政事務所 平成３１年２月２６日（火）
①１０：００～１２：００
②１４：００～１６：００

札幌市
北海道農政事務所３階会議室
（札幌市中央区南２２条西６丁目
２－２２エムズ南２２条ビル）

２月２２日（金）１０時から
２月２５日（月）１５時まで
電話及びメールにて受付
shogaishakoyo@maff.go.jp

０１１－３３０－８８０４
（２４３）

総務課
人事第１係

http://www.maff.go.jp/hokk
aido/soumu/jinji/181204.ht
ml

メールで応募の方へは２月２５日１５時
までに返信します。
別な日時を希望される場合は、お気軽
にご相談ください。

北海道森林管理局 平成３１年２月１５日（金） １０：００～１１：３０ 札幌市
北海道森林管理局　１階　第１教室
（札幌市中央区宮の森3条7丁目70）

１月２８日　９：００から
２月　８日１７：００まで
電話、FAXにて受付
FAX：０１１－６２２－５２３５

０１１－６２２－５２３２
総務課
人事係

http://www.rinya.maff.go.jp/
hokkaido/soumu/gyoumuse
tumeikai/2018syougaisyako
betugyoumusetumeikai.html

平成３１年２月２０日（水）

①１３：３０～１４：３０
②１４：３０～１５：３０
③１５：３０～１６：３０
④１６：３０～１７：３０

札幌市
札幌第１合同庁舎　４階　第２会議室
（札幌市北区北８条西２丁目）

２月１３日（水）～１８（月）
１０：００～１７：００
※土日を除く
電話及びメールにて受付
hokkaido-jinji@meti.go.jp

０１１－７０９－２３１１
（２５０４、２５０９）

総務課
人事係

http://www.hkd.meti.go.jp/h
okss/recruit/challenged.ht
m

定員：各回３０名

平成３１年２月２６日（火）

①１０:００～１１：００
②１１：００～１２：００
③１３：３０～１４：３０
④１４：３０～１５：３０
⑤１５：３０～１６：３０

札幌市
札幌第１合同庁舎　６階　第１会議室
（札幌市北区北８条西２丁目）

２月２２日（金）１０：００～１７：００
２月２５日（月）　９：００～１７：００
電話及びメールにて受付
hokkaido-jinji@meti.go.jp

０１１－７０９－２３１１
（２５０４、２５０９）

総務課
人事係

http://www.hkd.meti.go.jp/h
okss/recruit/challenged.ht
m

経済産業省北海道経済産
業局
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北海道開発局 平成３１年２月２６日（火）
①１０：００～１１：００
②１４：００～１５：００

札幌市
札幌第１合同庁舎 １５Ｆ会議室
（札幌市北区北８条西２丁目）

２月２２日（金）１０：００から
２月２５日（月）１５：００まで
電話及びメールにて受付
hkd-ky-jinjist@mlit.go.jp

０１１－７０９－２１０２
人事課
任用班

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/jinji/spl
aat000001fyye.html

詳細は、ホームページでご確認くださ
い。また、ご不明な点はお気軽にご相
談ください。

北海道運輸局
平成３１年２月２６日（火）
平成３１年２月２７日（水）
平成３１年２月２８日（木）

１０：００～１６：００
（随時）

札幌市
札幌第２合同庁舎　７階人事課
（札幌市中央区大通西１０丁目）

２月２２日（金）１０：００から
２月２７日（水）１６：００まで
電話及びメールにて受付
hkt-saiyou@gxb.mlit.go.jp

０１１－２９０－２７１２
総務部
人事課

http://wwwtb.mlit.go.jp/hok
kaido/kakusyu/saiyou/inde
x.html

メールの場合は、必ず①お名前、②ご
連絡先（メールアドレス又は電話番
号)、③希望日時をご記載願います。

札幌管区気象台 平成３１年２月２６日（火）
①１１：００～１２：００
②１５：００～１６：００

札幌市
札幌管区気象台　1階大会議室
（札幌市中央区北２西１８丁目）

２月２２日（金）１０：００から
２月２５日（月）１５：００まで
電話及びメールにて受付
sapporo.jinji@met.kishou.go.jp

０１１－６１１－６１４１
（３２２）

総務課
人事係

https://www.jma-
net.go.jp/sapporo/shinseian
nai/bosyu/senkoushiken.ht
ml

メール送信者へは、２月２５日１５時ま
でに返信します。

札幌航空交通管制部 平成３１年２月２６日（火） １０：００～１２：００ 札幌市
札幌航空交通管制部
（札幌市東区北３７条東２６丁目１-２５）

２月２２日（金）１３：００～１７：００
２月２５日（月）　９：００～１５：００
電話及びＦＡＸにて受付
ＦＡＸ(０１１-７８２-８８６３)

０１１－７８７－４０１１
総務課
人事厚生係

http://www.mlit.go.jp/comm
on/0012648
70.pdf

防衛省北海道防衛局 ①平成３１年２月２５日（月）
②平成３１年２月２６日（火）

①１５：３０～１７：００
②１０：００～１１：３０
②１４：００～１５：３０

札幌市
札幌第３合同庁舎　４階会議室
（札幌市中央区大通西１２丁目）

８：３０～１７：１５の間
随時電話又はメールにて受付
y-hurui@hokkaido.rdb.mod.go.jp
y-abe-hk@hokkaido.rdb.mod.go.jp

０１１－２７２－７５７８
（２３１６、２３２１）

総務課
総務係

http://www.mod.go.jp/rdb/
hokkaido/saiyou/index.html

・陸上自衛隊と共同開催
・予定人員に達した場合は受付終了と
なりますのでご了承下さい。

防衛省陸上自衛隊
北部方面総監部
北海道補給処

①平成３１年２月２５日（月）
②平成３１年２月２６日（火）

①１５：３０～１７：００
②１０：００～１１：３０
②１４：００～１５：３０

札幌市
札幌第３合同庁舎　４階会議室
（札幌市中央区大通西１２丁目）

８:３０～１７:１５の間
随時電話又はメールにて受付
g1pers-na@inet.gsdf.mod.go.jp

０１１－５１１－７１１６
（２３８８）

北部方面総監
部人事部人事
課資料係長

http://www.mod.go.jp/gsdf/
nae/top/recruit/recruit.htm
l

・北海道防衛局と共同開催
・予定人員に達した場合は受付終了と
なりますのでご了承下さい。

※　詳細は、参加を希望する機関のホームページ等で直接ご確認ください。
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