
人事院近畿事務局

　本府省の職員が公務の魅力や仕事のやりがいなどをお話しします。

開催日時
　　　　　　　　　　 

会場
　　　　　　　　　　 

内容 　最初に人事院が試験制度の説明を行い、そのあと参加府省が各ブースに分かれ業務説明を行います。

参加府省 【Ａグループ】 【Ｂグループ】 会計検査院 財務省税関 会計検査院 財務省税関

10:50～13:50 14:30～17:30 警察庁 国税庁 内閣府 国税庁

内閣府 金融庁 金融庁 厚生労働省 公正取引委員会 文部科学省

警察庁 消防庁 総務省 農林水産省 警察庁 厚生労働省

総務省 財務省税関 消防庁 経済産業省 金融庁 農林水産省

外務省 国税庁 法務省 国土交通省 総務省 経済産業省

財務省本省 厚生労働省 公安調査庁 環境省 消防庁 特許庁

財務省財務局 農林水産省 外務省 防衛省 法務省 国土交通省

経済産業省 国土交通省 財務省財務局 外務省 環境省

原子力規制庁 環境省 財務省本省 原子力規制庁

防衛省 財務省財務局 防衛省

開催日時

会場

内容

　総合職試験を志望する方を対象とした、本府省が参加する業務説明会です。

　業務概要、仕事のやりがい、求める人材など、本府省の採用担当者が皆さんの質問にお答えします。

開催日

説明区分

会場

内容

参加府省

 ※各イベントとも、参加者多数等の事情により実施上問題があると判断した場合、入場を制限することがありますのでご了承ください。

 ※上記内容については、変更する場合があります。

 ※スケジュール等の詳細は人事院ＨＰ内、「国家公務員採用情報NAVI」をご覧ください。

裏面へ続く

　本府省の女性国家公務員が公務の魅力や仕事のやりがいなどをお話しします。意見交換で皆さんの質問にもお答えします。

12月4日（木）　１２：００～（予定）

京都大学百周年時計台記念館

女性国家公務員によるミニ講演、女性国家公務員との意見交換

人事院HP内「国家公務員採用情報NAVI」参照

1.総合職中央省庁セミナー

3月19日(木) 3月20日(金)

事務系区分 技術系区分

京都大学　吉田キャンパス

大阪大学

尋真館 存心館 豊中キャンパス　共通教育講義棟

2. 女性のための公務研究セミナー

本府省関係

参加府省が各ブースに分かれて業務説明を行います

平成26年度

国家公務員に関する
セミナー・業務説明会のご案内

　人事院は各官庁と連携して、次の各種セミナー・説明会を実施します。
　公務を志望される方、国家公務員の仕事に興味のある方の参加をお待ちしています。

※学校及び学年次不問。

◆啓発活動（採用、選考活動を行うものではありません。）

1.公務研究セミナー

11月22日（土）　10:00～17:30 12月14日（日）　10:00～17:30 1月24日（土）　10:00～17:30

◆募集活動

同志社大学　新町キャンパス 立命館大学　衣笠キャンパス



　各官庁の職員が公務の魅力や仕事のやりがいなどをお話しします。

開催日時

会場

内容 　最初に人事院が試験制度等の説明を行い、そのあと参加官庁が各ブースに分かれて業務説明を行います。　

参加官庁 公正取引委員会 労働局 公正取引委員会 労働局 公正取引委員会 労働局 【Ａグループ】 【Ｂグループ】

警察局 経済産業局 警察局 農政局 警察局 経済産業局 10:00～12:50 13:40～16:30

行政評価局 整備局 行政評価局 経済産業局 行政評価局 整備局 公正取引委員会 警察局

検察庁 航空局 検察庁 運輸局 検察庁 航空局 行政評価局 法務局

法務局 防衛省 法務局 整備局 法務局 防衛省 検察庁 入国管理局

矯正管区※ ●財務局 矯正管区※ 航空局 入国管理局 ●財務局 矯正管区※ 税関

入国管理局 ●航空保安大学校 入国管理局 防衛省 税関 ●航空保安大学校 公安調査局 厚生局(麻薬取締部)

税関 税関 (独)国立病院機構 労働局 運輸局

農政局 整備局

森林管理局 (独)造幣局

経済産業局 ●財務局

航空局 ●航空保安大学校

(独)国立病院機構

開催日時

会場

　最初に人事院が試験制度等の説明を行います。そのあと参加官庁が各ブースに分かれ、業務説明を行います。　

 

参加官庁 公正取引委員会 経済産業局 【Ａグループ】 【Ｂグループ】 【Ａグループ】 【Ｂグループ】

警察局 運輸局 11:30～13:20 14:10～16:00 10:00～12:50 13:40～16:30

行政評価局 整備局 警察局 公正取引委員会 警察局 通信局

検察庁 航空局 行政評価局 公安調査局 税関 植物防疫所

法務局 防衛省 検察庁 税関 農政局 森林管理局

入国管理局 (独)国立病院機構 法務局 労働局 運輸局 経済産業局

税関 ●財務局 入国管理局 森林管理局 気象台 整備局 国税局　(国税専門官)

労働局 ●航空保安大学校 運輸局 経済産業局 (独)造幣局 防衛省 検疫所（食品衛生監視員）

整備局 防衛省 労働局　(労働基準監督官)

航空局 (独)造幣局 航空保安大学校　(航空管制官)

※大阪矯正管区は矯正心理専門職・法務教官の説明を含みます。　●財務局は財務専門官、航空保安大学校は航空管制官の説明をします。 （　　　）内は採用試験名

2. 女性のための公務研究セミナー

開催日時

会場

内容

開催日

開催地区

会場

内容

開催日時

会場

対象区分

内容

参加官庁

 ※各イベントとも、参加者多数等の事情により実施上問題があると判断した場合、入場を制限することがありますのでご了承ください。

 ※上記内容については、変更する場合があります。

 ※スケジュール等の詳細は人事院近畿事務局ＨＰをご覧ください。

3月9日（月）～11日（水） 3月12日（木）、13日（金） 3月14日（土）、15日（日）

女性国家公務員によるミニ講演、女性国家公務員との意見交換

◆募集活動

1. 学生のための「官庁公開フェスティバル2015」
　一般職試験(大卒程度)等より採用される官庁の職場を公開し、官庁毎に特色を活かした様々な催しを行う体験型のイベントです。

大阪中之島合同庁舎（人事院近畿事務局）

アドレス： http://www.jinji.go.jp/kinki/

　一般職試験（大卒程度）を志望する方を対象とした、本府省が参加する業務説明会です。

　本府省の業務概要、仕事のやりがい、求める人材などを本府省の採用担当が皆さんの質問などにお答えします。

行政・技術系区分

各開催地区にある官庁の職場等

職場見学や若手職員との懇談等

2.一般職各府省合同業務説明会

3月17日(火)　時間未定

関西大学　千里山キャンパス第一学舎（法文学舎）

 参加府省が各ブースに分かれて業務説明を行います。

人事院HP内「国家公務員採用情報NAVI」参照

問合せ先：人事院近畿事務局　第二課(06-4796-2191)

大阪地区 京都・神戸地区 京都・大阪・神戸地区

財務局　(財務専門官)

11月4日（火）　13：30～16：40

各会場受付では、試験に関する「質問・相談コーナー」を併設します。　

　女性国家公務員が公務の魅力や仕事のやりがいなどをお話しします。意見交換で皆さんの質問などにもお答えします。

(独)農林水産消費
安全技術センター

(独)製品評価技術
基盤機構

10:00～12:15　各専門職に関する全体説明

13:00～15:50　各ブースにおける業務説明

皇宮警察本部　(皇宮護衛官)

矯正管区  (矯正心理専門職・法務教官)

更生保護委員会　(保護観察官)

尋真館 アプローズタワー14階 （人事院近畿事務局） （人事院近畿事務局）

内容 専門職試験実施官庁による業務説明を行
います。(技術系業務の説明を行います)

1月10日（土）　13:00～16:20 1月29日（木）　11:00～16:00 1月14日(水)　9:30～16:30 1月13日(火)　10:00～15:50

同志社大学　新町キャンパス 関西学院大学　大阪梅田キャンパス 大阪中之島合同庁舎 大阪中之島合同庁舎

近畿管内機関関係

◆啓発活動（採用、選考活動を行うものではありません。）

1.公務研究セミナー（管内機関対象）

11月26日（水）　13:00～15:50 12月7日（日）　13:00～16:20 12月11日（木）　12:30～15:50 12月19日（金）　9:30～16:30

大阪市立大学　杉本キャンパス 立命館大学　衣笠キャンパス 神戸大学　六甲台第2キャンパス 関西大学　千里山キャンパス

高原記念館 存心館 百年記念館六甲ホール 100周年記念会館
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