
関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 皇宮警察本部

開催日 令和５年３月1４日（火）、１５日（水）

開催時間 【対　　　 面】10:00～11:30
【オンライン】16:30～17:30

対象試験（試験区分） 皇宮護衛官採用試験

実施内容 質疑応答、職員の体験談、業務説明、懇談（(座談会)対面のみ）

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 東京都千代田区千代田１－３

　　　　　      　(会  場) 皇宮警察本部

　　　　　      　(最寄り駅) 東京駅丸の内中央口から徒歩約12分、地下鉄大手町駅Ｄ２出口から徒歩約５分

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等

Zoom

予約方法 メール（予約方法はホームページを確認）

予約開始時期 令和5年2月1日～

予約連絡先  (担当課・係) 警務課人事第二係

　　　　　　  (電話番号) ０３－３２１７－１５１６

　　　　　　 　(メールアドレス) kougusaiyou@npa.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.npa.go.jp/kougu/index.html

備考 －

機関名 東京都警察情報通信部・関東管区警察局(埼玉地区)と合同開催

開催日 令和５年３月１３日（月）

開催時間 １３：３０～１５：３０

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（行政、技術全区分）
一般職試験高卒者（事務・技術）

実施内容 業務説明会、職員の体験談、質疑応答、懇談（座談会等）

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Cisco　Webex　Meetings

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月上旬～

予約連絡先  (担当課・係) 通信庶務課人事給与係

　　　　　　  (電話番号) 048-840-3140

　　　　　　 　(メールアドレス) kanto.saiyou@npa.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/

備考 －

mailto:kougusaiyou@npa.go.jp
https://www.npa.go.jp/kougu/index.html
mailto:kanto.saiyou@npa.go.jp
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 関東総合通信局

開催日 令和５年３月８日（水）、３月１３日（月）

開催時間 各日とも、10：00～11：00　14：00-15：00

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政・技術系全区分）

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Skype for Business

予約方法 メール

予約開始時期 令和5年2月15日～

予約連絡先  (担当課・係) 総務部総務課人事係

　　　　　　  (電話番号) 03-6238-1625

　　　　　　 　(メールアドレス) kanto-jinji@soumu.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/saiyou/index.html

備考 －

機関名 府中刑務所

開催日 令和５年３月１０日（金）

開催時間 １３：３０～１４：１０

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度、刑務官採用試験

実施内容 業務説明

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年３月～

予約連絡先  (担当課・係) 総務部庶務課人事係

　　　　　　  (電話番号) メールのみ

　　　　　　 　(メールアドレス) hak25680@iaa.itkeeper.ne.jp

ＨＰのＵＲＬ 事前に申し込んだ方に送付します。

備考 －

mailto:kanto-jinji@soumu.go.jp
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/saiyou/index.html
mailto:hak25680@iaa.itkeeper.ne.jp


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 立川拘置所

開催日 令和５年３月１０日（金）

開催時間 １３：３０～１５：３０

対象試験（試験区分） 刑務官採用試験

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答、職場見学

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 東京都立川市泉町１１５６－１１

　　　　　      　(会  場) 立川拘置所

　　　　　      　(最寄り駅) ＪR立川駅

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月１０日（金）～

予約連絡先  (担当課・係) 庶務課

　　　　　　  (電話番号) 042-540-4441

　　　　　　 　(メールアドレス) tachikawa-syomu@abox3.so-net.ne.jp

ＨＰのＵＲＬ －

備考
⑴定員１５名まで（先着）　⑵コロナの感染状況によっては中止の場合あり　⑶申込時は、メールの
件名に「官庁オープンツアー申込み」と記載の上、本文に①氏名、②住所、③電話番号、④質問事項
を記載してください。

機関名 多摩少年院

開催日 令和５年３月９日（木）

開催時間 １３：００～１６：００

対象試験（試験区分）
総合職試験（人間科学）
法務省専門職員（人間科学）採用試験

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答、職場見学

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 東京都八王子市緑町６７０番地

　　　　　      　(会  場) 多摩少年院

　　　　　      　(最寄り駅) 山田駅（京王線）、八王子駅

予約方法 電話

予約開始時期 令和５年２月１３日～（同月２８日締切）

予約連絡先  (担当課・係) 多摩少年院教育調査官室

　　　　　　  (電話番号) ０４２－６２２－５２１９

　　　　　　 　(メールアドレス) tamasyonenin@yahoo.co.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.moj.go.jp/content/001290976.pdf

備考 受付時に写真付きの身分証が必要になります。

mailto:tachikawa-syomu@abox3.so-net.ne.jp
mailto:tamasyonenin@yahoo.co.jp
https://www.moj.go.jp/content/001290976.pdf


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 東日本少年矯正医療・教育センター

開催日 令和５年３月１４日（火）

開催時間 13：30～15：30まで

対象試験（試験区分）
総合職試験（人間科学）
法務省専門職員（人間科学（法務教官））採用試験

実施内容 業務説明、質疑応答、懇談（座談会等）、職場見学、研修制度説明

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 東京都昭島市もくせいの杜２－１－３

　　　　　      　(会  場) 東日本少年矯正医療・教育センター

　　　　　      　(最寄り駅) ＪＲ青梅線東中神駅

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月１４日（火）～（２月２２日（水）までに申し込んでください。先着１５名です。）

予約連絡先  (担当課・係) 教育調査官　向井信子

　　　　　　  (電話番号) ０４２－５００－５２７１（内線７３５４（不在時７３０７））

　　　　　　 　(メールアドレス) syounencenter01@kmh.biglobe.ne.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00101.html

備考

１　連絡先メールアドレスに、件名【官庁オープンツアー予約希望3/14】として、本文に以下の（１）
から（４）を記載してメール送信してください。
　（１）氏名　（２）電話番号　（３）大学等名及び専攻　（４）質問（あれば）
２　１のメール受領後、予約受付完了のメールを送付します。
３　予約希望のメール送付後、１週間以内に予約受付完了メールが届かない場合は、電話等で問い
合わせてください。
４　新型コロナウイルス感染症対策として、人数を15名までとさせていただきます。先着順（ただ
し、予約開始（2/14）前のお申込は無効、締切は3/10）ですので、御理解のほどお願いします。
★3/17（金）に矯正研修所主催で４機関合同説明会(当センターの紹介も行います）。詳細は「矯正
研修所」のページと上欄HP（東京矯正管区ＨP）を参照してください。

機関名 愛光女子学園

開催日 令和５年３月１５日（水）

開催時間 １４：００～１６：００

対象試験（試験区分） 法務省専門職員（人間科学）採用試験

実施内容 業務説明、懇談（座談会等）、職場見学

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 東京都狛江市西野川３－１４－２６

　　　　　      　(会  場) 愛光女子学園

　　　　　      　(最寄り駅)
京王線「柴崎駅」から、徒歩20分、京王線「国領駅」から、バス「慈恵医大第三病院前」下車、徒歩５
分、小田急線「狛江駅」から、バス「狛江営業所」下車、徒歩５分

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月１３日（月）から２月２４日（金）まで

予約連絡先  (担当課・係) 庶務課庶務係

　　　　　　  (電話番号) 03-3480-2178

　　　　　　 　(メールアドレス) aikoh@athena.ocn.ne.jp

ＨＰのＵＲＬ －

備考

【注意事項】①対面実施を予定していますが、新型コロナウイルス感染状況によってはオンライン実
施となる可能性もあります。②施設見学は新型コロナウイルス感染状況によっては中止する可能
性があります。③対面実施の定員は７名です。定員を超える申込者がいる場合には、先着７名の方
は対面実施、それ以降に申込された方はオンライン実施となりますので御留意ください。
【参加申込について】①上記アドレスに、件名を「官庁オープンツアー参加希望」として、氏名（ふり
がな）、学校名、連絡がつく「電話番号」を記載して送付ください。※１週間以内にメールが届かな
い場合は電話等でお問い合わせください。※当日は写真付き身分証明書が必要となります。

mailto:syounencenter01@kmh.biglobe.ne.jp
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00101.html
mailto:aikoh@athena.ocn.ne.jp


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 東京少年鑑別所

開催日 令和５年３月９日（木）、３月１０日（金）

開催時間 13：00～15：00

対象試験（試験区分）
総合職試験（人間科学）
法務省専門職員（人間科学（矯正心理専門職、法務教官））採用試験

実施内容 業務説明、質疑応答、懇談（座談会等）

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 電話

予約開始時期 令和5年2月13日～令和5年2月24日

予約連絡先  (担当課・係) 庶務課

　　　　　　  (電話番号) 03-3931-1141（内線202又は211）

　　　　　　 　(メールアドレス) －

ＨＰのＵＲＬ －

備考
（１）詳細は電話予約の受付後におって連絡します。
（２）各回定員に達した段階で予約の受付を終了します。

機関名
法務省矯正研修所
（　東日本成人矯正医療センター、東日本少年矯正医療・教育センター、
 　東京西法務少年支援センター、矯正研修所の合同で実施します。　）

開催日 令和５年３月１７日（金）

開催時間 １３：３０～１６：００

対象試験（試験区分）
総合職試験（事務系、人間科学）
刑務官採用試験
法務省専門職員採用試験

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月１３日（月）～３月１０日（金）

予約連絡先  (担当課・係) 矯正研修所 研修企画第一課

　　　　　　  (電話番号) 042-500-5263

　　　　　　 　(メールアドレス) 法務省矯正研修所研修企画課 <ticp-kikaku@kfz.biglobe.ne.jp>

ＨＰのＵＲＬ https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse18.html

備考

１　上記アドレスに件名を「官庁オープンツアー予約希望」として、本文に、
 （１）氏名 （２）性別 （３）参加予定の職種（刑務官、矯正心理専門職、法務教官から選択。複数記載可）
 （４）質問（ない場合は記載不要）を記載して送付してください。
２　矯正研修所から予約受付完了のメールを送付します。
３　予約希望のメール送付後、１週間以内に予約受付完了メールが届かない場合は、電話等で問い合わせて
ください。
※時間の都合により、いただいた質問全てに回答することはできませんが、業務説明時の参考にさせてい
ただきます。

mailto:ticp-kikaku@kfz.biglobe.ne.jp
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse18.html


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 東京地方検察庁

開催日 令和５年３月１６日（木）、１７日（金）

開催時間 各日とも１３：３０～１５：００

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政、デジタル・電気・電子）、一般職試験高卒者（事務）

実施内容 業務説明、質疑応答、懇談（座談会）、模擬取調室見学

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 東京都千代田区霞が関１丁目１番１号

　　　　　      　(会  場) 東京地方検察庁

　　　　　      　(最寄り駅)
東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」
東京メトロ有楽町線「桜田門駅」
ＪＲ山手線・京浜東北線「有楽町駅」

予約方法 メール

予約開始時期 当庁HPにて掲載

予約連絡先  (担当課・係) 事務局人事課人事第一係

　　　　　　  (電話番号) 03-3592-5611（内線3334）

　　　　　　 　(メールアドレス) 予約開始時期に当庁HPにて掲載

ＨＰのＵＲＬ https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/index.html

備考 定員になり次第、予約受付を終了します。

機関名 東京法務局

開催日 令和５年３月１３日（月）、１４日（火）

開催時間
３月１３日（月）１０：００～１１：００／１４：００～１５：００
３月１４日（火）１０：００～１１：００

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政）、一般職試験高卒者（事務）

実施内容 業務説明・質疑応答等

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 メールのみ

予約開始時期 令和5年2月13日（月）～

予約連絡先  (担当課・係) 総務部職員課人事係

　　　　　　  (電話番号) 03-5213-1251（直通）

　　　　　　 　(メールアドレス) 以下のホームページから確認願います。

ＨＰのＵＲＬ https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00517.html

備考
(1) 定員になり次第、予約受付を終了します。
(2) 予約メールの記載方法等については、ホームページの案内を御確認ください。

https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/index.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00517.html


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 東京出入国在留管理局

開催日 令和５年３月９日（木）

開催時間 １０：００～１１：００

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（行政）
一般職試験高卒者（事務）
入国警備官採用試験

実施内容 業務説明、質疑応答

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 メール

予約開始時期 令和5年2月22日～

予約連絡先  (担当課・係) 職員課人事第一係

　　　　　　  (電話番号) ０５７０－０３４２５９

　　　　　　 　(メールアドレス) 以下HPから確認願います。

ＨＰのＵＲＬ https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/recruit.html

備考 予約は電話では行っていないため、メールでお願いします。

機関名 関東公安調査局（東京）

開催日 令和５年３月１３日（月）～１７日（金）

開催時間 各日とも①１０：００～１２：００／②１４：００～１６：００

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（行政、デジタル・電気・電子）
一般職試験高卒者（事務）

実施内容 業務説明、質疑応答、懇談（座談会等）

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 東京都千代田区九段南１－１－１０　九段合同庁舎内

　　　　　      　(会  場) 関東公安調査局

　　　　　      　(最寄り駅)
東京メトロ東西線「竹橋駅」
東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下駅」からそれぞれ徒歩約８分

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月１０日～

予約連絡先  (担当課・係) 総務部採用担当

　　　　　　  (電話番号) 03-3261-8585

　　　　　　 　(メールアドレス) psia_recruit_kanto@i.moj.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.moj.go.jp/psia/index.html

備考 ○入館の際に身分証の提示が必要です。

http://www.npa.go.jp/joutuu/saiyou2/2syugijyutukeisaiyou/tousu-top.html
http://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/recruit.html
mailto:psia_recruit_kanto@i.moj.go.jp
https://www.moj.go.jp/psia/index.html


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 関東財務局（建築）

開催日 令和５年３月９日（木）、３月１０日（金）

開催時間
3月9日（木）13:30～16:30
3月10日（金）13:30～16:30

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（建築）

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答、懇談（座談会等）、職場見学

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) ー

　　　　　      　(会  場) 東京都品川区所在の国家公務員宿舎

　　　　　      　(最寄り駅) ー

予約方法 メール

予約開始時期 2023年1月下旬頃～2月上旬

予約連絡先  (担当課・係) 総務部人事課試験係

　　　　　　  (電話番号) 048-614-5538

　　　　　　 　(メールアドレス) kantouzaimu.saiyou@kt.lfb-mof.go.jp

ＨＰのＵＲＬ オープンツアー詳細　https://lfb.mof.go.jp/kantou/recruit/pagekthp007000019.html

備考 予約を頂いた参加者の方に、開催会場や最寄駅などの詳細な内容をメールにてご連絡いたします。

機関名 東京税関

開催日 【対　　　 面】令和５年３月１３日（月）、３月１４日（火）、3月15日（水）
【オンライン】令和5年3月16日（木）

開催時間 【対　 　　面】10:00～12:00 or 14:30～16:30（3/13、１４、１５）
【オンライン】15:00～１６：１５(3/16）

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政、デジタル・電気・電子、機械、土木、建築、物理、化学、農学）

実施内容 業務説明、質疑応答、職場見学

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 東京都江東区青海2-7-11

　　　　　      　(会  場) 東京税関　本関

　　　　　      　(最寄り駅)
ゆりかもめ「テレコムセンター駅」下車、徒歩3分
りんかい線「東京テレポート駅」下車、徒歩18分

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Cisco Webex

予約方法 対面、オンラインともに予約サイトにて予約

予約開始時期 令和5年2月20日（月）～

予約連絡先  (担当課・係) 人事課人事第３係

　　　　　　  (電話番号) ０３－３５９９－６２２７

　　　　　　 　(メールアドレス) tyo-somu-jinji@customs.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.customs.go.jp/tokyo/syo/saiyo.htm

備考 －

mailto:kantouzaimu.saiyou@kt.lfb-mof.go.jp
https://lfb.mof.go.jp/kantou/recruit/pagekthp007000019.html
mailto:tyo-somu-jinji@customs.go.jp
https://www.customs.go.jp/tokyo/syo/saiyo.htm


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 東京国税局

開催日 【対　 　　面】令和５年３月９日（木）、３月１０日（金）
【オンライン】令和５年３月８日（水）

開催時間 各日　9：30～12：05、14：00～16：35

対象試験（試験区分） 国税専門官採用試験、税務職員採用試験

実施内容
業務説明、職員の体験談、質疑応答、懇談（座談会等）
※各回次の開催内容は同一のものとなります。

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 東京都中央区築地５丁目３番１号

　　　　　      　(会  場) 東京国税局

　　　　　      　(最寄り駅)
都営大江戸線「築地市場駅」、東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」、
東京メトロ日比谷線「築地駅」

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等

Cisco Webex Meetings

予約方法
下記ＨＰ【採用案内】に掲載しているマイナビサイトのリンク先から申込
令和５年２月13日（月）に下記ＨＰ【採用案内】にリンク先を掲載予定

予約開始時期 令和５年２月13日（月）～

予約連絡先(担当課・係) 総務部人事第二課試験係

予約連絡先(電話番号) ０３－３５４２－２１１１（内線２１６２）

予約連絡先(メールアドレス) ー

ＨＰのＵＲＬ【国税庁HPトップ】 https://www.nta.go.jp/index.htm

ＨＰのＵＲＬ【採用案内】 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/recruitment/linkichiran.htm

備考 定員になり、次第予約受付を終了します。

機関名 関東信越厚生局麻薬取締部

開催日 令和５年３月１１日（土）

開催時間 ①１０：３０～１２：００　②１３：３０～１５：００　③１５：３０～１７：００

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政、デジタル・電気・電子）

実施内容 業務説明

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 東京都千代田区九段南1－2－1　

　　　　　      　(会  場) 九段第三合同庁舎

　　　　　      　(最寄り駅) 九段下駅　徒歩3分

予約方法 メール

予約開始時期 令和4年2月20日（月）～3月4日（金）

予約連絡先  (担当課・係) 調査総務課

　　　　　　  (電話番号) 03－3512－8688

　　　　　　 　(メールアドレス) kantou-saiyou@mhlw.go.jp

ＨＰのＵＲＬ http://www.ncd.mhlw.go.jp

備考 -

https://www.nta.go.jp/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/recruitment/linkichiran.htm
mailto:kantou-saiyou@mhlw.go.jp
http://www.ncd.mhlw.go.jp/


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 横浜植物防疫所（羽田空港支所）

開催日 令和５年３月８日（水）、１０日（金）、１５日（水）

開催時間 各日　１０：００～１２：００

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政・化学・農学・林学）

実施内容 業務説明、質疑応答、職場見学、懇談（座談会等）

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 東京都大田区羽田空港２－６－４　羽田空港ＣＩＱ棟内

　　　　　      　(会  場) 横浜植物防疫所 羽田空港支所

　　　　　      　(最寄り駅)
①京浜急行　羽田空港第３ターミナル駅
②東京モノレール　羽田空港第３ターミナル駅

予約方法 ホームページから

予約開始時期 令和５年２月上旬～

予約連絡先  (担当課・係) 庶務課人事第１係

　　　　　　  (電話番号) 045‐211-7150

　　　　　　 　(メールアドレス) syokubou_saiyou@maff.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/nougaku_saiyou_2022.html

備考 -

機関名 関東運輸局（技術：自動車）

開催日 令和５年３月１０日（金）、１３日（月）、１７日（金）

開催時間 14:30～15:30

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（技術（デジタル・電気・電子、機械、物理、化学））
一般職試験高卒者（技術（関東甲信越））

実施内容 業務説明会及び職場見学

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 東京都品川区東大井１－１２－１７

　　　　　      　(会  場) 関東運輸局　東京運輸支局　打刻上屋２階会議室

　　　　　      　(最寄り駅) 京浜急行線：鮫洲駅　りんかい線：品川シーサイド駅

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月１日～開催日前日

予約連絡先  (担当課・係) 自動車技術安全部 技術課・車両係

　　　　　　  (電話番号) ０４５－２１１－７２５５

　　　　　　 　(メールアドレス) ktt-gianbugijutsuka@ki.mlit.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/soumu/jinji/index.html

備考
・予約をキャンセルする場合はご連絡をお願いいたします。 ・会場へは公共交通機関でお越し下さ
い。 ・ご予約いただいた場合は必ずこちらから受け付けた旨の連絡をさせていただきます。連絡
がない場合はお手数ですが担当課へ連絡いただくようお願いいたします。

mailto:syokubou_saiyou@maff.go.jp
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/nougaku_saiyou_2022.html
mailto:ktt-gianbugijutsuka@ki.mlit.go.jp
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/soumu/jinji/index.html


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 東京航空局（行政・事務）

開催日 【対　 　　面】令和５年３月１７日（金）
【オンライン】令和５年３月１０日（金）、１４日（火）

開催時間 【対　 　　面】①9:30～12:00　②14:00～16:30
【オンライン】①10：30～12：00、②14：00～15：30

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（行政）
一般職試験高卒者（事務）

実施内容 【対　 　　面】業務説明、職員の体験談、質疑応答、懇談（座談会等）、職場見学
【オンライン】業務説明、職員の体験談、質疑応答

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 東京都大田区羽田空港３－３－１

　　　　　      　(会  場) 国土交通省 東京航空局 東京空港事務所（羽田空港）

　　　　　      　(最寄り駅)
京浜急行　羽田空港国内線ターミナル駅又は
東京モノレール　羽田空港第１ビル駅を下車、徒歩５分

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 メール

予約開始時期 令和5年2月1日（水）AM10:00～

予約連絡先  (担当課・係) 東京航空局　総務部　人事課　人事第一係 谷田（タニダ）・上田（ウエダ）

　　　　　　  (電話番号) 03-5275-9308

　　　　　　 　(メールアドレス) cab-tokyo.saiyou@mlit.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/adoption/second_class/01.html

備考 オープンツアー(対面)の当日は写真付きの身分証明書が必要ですので必ず持参して下さい。

機関名 東京航空局（技術・土木・建築・機械・電気）

開催日 【対　　 　面】令和５年３月１７日（金）
【オンライン】令和５年３月８日（水）～３月１６日（木）　※土日を除く

開催時間 【対　 　　面】①9:30～12:00　②14:00～16:30
【オンライン】各日とも①11：00～12：00、②14：00～15：00、③16：00～17：00

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（技術）、一般職試験高卒者（技術）

実施内容 業務説明、質疑応答、（対面のみ：職員の体験談、懇談（座談会等）、職場見学）

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 東京都大田区羽田空港３－３－１

　　　　　      　(会  場) 国土交通省 東京航空局 東京空港事務所（羽田空港）

　　　　　      　(最寄り駅)
京浜急行　羽田空港国内線ターミナル駅又は
東京モノレール　羽田空港第１ビル駅を下車、徒歩５分

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 メール

予約開始時期 令和5年2月1日（水）AM10:00～

予約連絡先  (担当課・係)
土木課 紫原（シハラ）、建築課 長岡（ナガオカ）、機械課 徳永（トクナガ）、航空灯火・電気技術課 入
江（イリエ）

　　　　　　  (電話番号)
土木課03-5275-9295、建築課03-6685-3005、機械課03-5275-9294、航空灯火・電
気技術課03-6691-9309

　　　　　　 　(メールアドレス) 土木： tcab-saiyou.doboku@mlit.go.jp

建築 ：tcab-saiyou.kenchiku@mlit.go.jp

機械 ：tcab-saiyou.kikai@mlit.go.jp

電気 ：tcab-saiyou.denki@mlit.go.jp

ＨＰのＵＲＬ 　https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/adoption/third_class/02.html

備考 オープンツアー(対面)の当日は写真付きの身分証明書が必要ですので必ず持参して下さい。

mailto:cab-tokyo.saiyou@mlit.go.jp
https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/adoption/second_class/01.html
mailto:tcab-saiyou.doboku@mlit.go.jp
mailto:tcab-saiyou.kenchiku@mlit.go.jp
mailto:tcab-saiyou.kikai@mlit.go.jp
mailto:tcab-saiyou.denki@mlit.go.jp
https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/adoption/third_class/02.html


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 東京管区気象台

開催日 令和5年3月8日（水）

開催時間 10:30-12:00、13:30-15:00（3/8に２回実施）

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（行政、デジタル・電気・電子、物理、化学、土木）、
一般職試験高卒者（技術）

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 メール予約

予約開始時期 令和5年2月１日（水）

予約連絡先  (担当課・係) 総務部総務課人事係　荒井・庄司

　　　　　　  (電話番号) 042-497-7183

　　　　　　 　(メールアドレス) tokyo-ninyou@met.kishou.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.jma-net.go.jp/tokyo/shosai/soumu/bosyuu/bosyuu.html

備考 予約方法等の詳細についてはHPをご覧ください。

機関名
防衛省（防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚監部、陸上自衛隊、
海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、地方防衛局）

開催日

【オンライン】令和５年３月  ８日（水）１１：００～１２：００：本省所在機関
　　　　　　　　令和５年３月  ９日（木）１６：００～１７：００：防衛大学校、防衛医科大学校
　　　　　　　　令和５年３月１０日（金）１６：００～１７：００：地方防衛局、防衛装備庁
　　　　　　　　令和５年３月１３日（月）１６：００～１７：００：統合幕僚監部、情報本部
　　　　　　　　令和５年３月１４日（火）１６：００～１７：３０：陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊
【対　 　　面】令和５年３月１５日（水）１３：３０～１７：００：防衛省（上記欄の全機関）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2月１７日修正）

開催時間 上記に記載

対象試験（試験区分）

令和５年３月  ８日（水）：一般職試験大卒程度（行政)
令和５年３月  ９日（木）：一般職試験大卒程度（行政)、一般職試験高卒者（事務）
令和５年３月１０日（金）：一般職試験大卒程度（行政／技術)、一般職試験高卒者（事務／技術）
令和５年３月１３日（月）：一般職試験大卒程度（技術)、一般職試験高卒者（技術）
令和５年３月１４日（火）：一般職試験大卒程度（行政／技術)、一般職試験高卒者（事務／技術）
令和５年３月１５日（水）：一般職試験大卒程度（行政／技術)

実施内容 業務説明、質疑応答

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 東京都新宿区市谷本村町5-1

　　　　　      　(会  場) 防衛省庁舎（本省）

　　　　　      　(最寄り駅)
JR・地下鉄（有楽町線、南北線、都営新宿線）市ヶ谷駅より正門まで、徒歩約１０分　　　　JR・地下
鉄（丸の内線、南北線）四ツ谷駅より正門まで、徒歩約１０分

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 防衛省ＨＰより申込フォームによる予約

予約開始時期 令和５年２月～

予約連絡先  (担当課・係) 大臣官房秘書課試験企画係

　　　　　　  (電話番号) 03-5229-2154

　　　　　　 　(メールアドレス) saiyou1@ext.mod.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/schedule/index.html

備考 当日は本人確認ができる身分証（学生証、免許証など）をお持ちください。

mailto:tokyo-ninyou@met.kishou.go.jp
https://www.jma-net.go.jp/tokyo/shosai/soumu/bosyuu/bosyuu.html
mailto:saiyou1@ext.mod.go.jp
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/schedule/index.html


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 独立行政法人統計センター

開催日 令和５年３月８日（水）、９日（木）

開催時間 １１：００～１１：３０

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（全区分）
一般職試験高卒者（事務、技術）

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 HP上の応募フォーム

予約開始時期 令和５年２月～

予約連絡先(担当課・係) 総務部人事課人事係

予約連絡先(電話番号) 03-5273-1213（直通）

予約連絡先(メールアドレス) b-jinji@nscd.nstac.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.nstac.go.jp/jobs/index.html

備考 －

機関名 独立行政法人国立印刷局

開催日 令和５年３月１4日（火）

開催時間 ①10:30～11:30　②13:30～14:30

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政、デジタル・電気・電子、機械、土木、建築、化学、農学、林学）

実施内容 業務説明、質疑応答、職員の体験談

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Google Meet

予約方法 メール予約

予約開始時期 令和5年2月～

予約連絡先  (担当課・係) 総務部人事課人事係

　　　　　　  (電話番号) 03-3587-4979

　　　　　　 　(メールアドレス) jinji-sai@npb.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.npb.go.jp

備考 予約方法等の詳細は、令和５年２月以降に国立印刷局HPへ掲載する案内資料を参照のこと。

mailto:b-jinji@nscd.nstac.go.jp
https://www.nstac.go.jp/jobs/index.html
mailto:jinji-sai@npb.go.jp
https://www.npb.go.jp/


関東地区官庁オープンツアー 東京地区

機関名 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)

開催日
令和5年3月8日（水）～3月10日（金）
令和5年3月13日（月）～3月１７日（金）

開催時間 10:00～11:00、14:00～15:00（全開催日）

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（全区分）

実施内容 業務説明、質疑応答

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Cisco Webex Meetings

予約方法
Webexに備わっている登録フオーム
https://nite.webex.com/webappng/sites/nite/webinar/webinarSeries/regist
er/a49f62ef16ca4f0284fdd6bc650e13a6

予約開始時期 令和5年2月1日(水)～

予約連絡先  (担当課・係) 企画管理部人事企画課

　　　　　　  (電話番号) 03-3481-0952

　　　　　　 　(メールアドレス) saiyou@nite.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.nite.go.jp/

備考 －

機関名 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構

開催日
令和5年3月8日（水）～3月10日（金）
令和5年3月13日（月）～3月１７日（金）

開催時間 各日とも１０：００～１２：００、１４：００～１６：００

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政）、一般職試験高卒者（事務）

実施内容 業務説明

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 三田MTビル６階

　　　　　      　(会  場) 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構

　　　　　      　(最寄り駅)
京浜東北線・山手線　「田町」駅下車、徒歩１０分
都営浅草線　「泉岳寺」駅下車、徒歩１０分

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Cisco Webex Meetings

予約方法 電話

予約開始時期 令和5年2月～

予約連絡先  (担当課・係) 総務部総務課人事係

　　　　　　  (電話番号) 03-5730-2163

　　　　　　 　(メールアドレス) なし

ＨＰのＵＲＬ https://www.lmo.go.jp

備考 予約の際に、対面・オンラインのどちらを希望か確認します。

https://nite.webex.com/webappng/sites/nite/webinar/webinarSeries/register/a49f62ef16ca4f0284fdd6bc650e13a6
https://nite.webex.com/webappng/sites/nite/webinar/webinarSeries/register/a49f62ef16ca4f0284fdd6bc650e13a6
https://nite.webex.com/webappng/sites/nite/webinar/webinarSeries/register/a49f62ef16ca4f0284fdd6bc650e13a6
mailto:saiyou@nite.go.jp
https://www.nite.go.jp/
https://www.lmo.go.jp/

