
                         　　　　  　　 ここでは、近畿管内の国の出先機関の業務内容、パンフレット情報、業務説明会情報を紹介しています。

                         　　　　   　　詳細については、リンク先をクリックしてください。

国家公務員採用試験イメージキャラクター ・本府省の採用情報は こちら

　   　KOHちゃん

府省名・機関名 担 当 課 ・ 係 電話番号（照会先） 業務内容 採用情報トップページ 各機関業務説明会情報 パンフレット 業務説明資料

パンフレット（業務案内）

採用情報ページ https://www.jinji.go.jp/jinjika/pdf/2023gyoumuannai.pdf

https://www.jinji.go.jp/kinki/soumu/saiyo.html パンフレット（先輩職員からのメッセージ）（一般職）

https://www.jinji.go.jp/jinjika/pdf/2023ippansyoku.pdf

上部機関

https://www.kunaicho.go.jp/

上部機関

https://www.kunaicho.go.jp

上部機関 パンフレット

https://www.jftc.go.jp/soshiki/recruit/index.html https://www.jftc.go.jp/file/pamp_web2023.pdf

採用情報ページ パンフレット

https://www.kinki.npa.go.jp/recruit/recruit.html https://www.npa.go.jp/joutuu/

Topページ パンフレット

https://www.npa.go.jp/kougu/index.html https://www.npa.go.jp/kougu/pdf/R5.shiori.pdf

【当局業務の案内】

https://www.soumu.go.jp/main_content/000510437.pdf

Topページ 採用情報ページ 【先輩職員からのメッセージ】

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/kinki080710_1.html https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/kinki080710_1.html https://www.soumu.go.jp/main_content/000713813.pdf

【若手職員の一日（入省2年目職員）】

https://www.soumu.go.jp/main_content/000726270.pdf

【人事院】
人事院近畿事務局

総務課総務係 06-4796-2171

各府省採用情報　特設ポータルサイト（近畿版）

官庁業務案内・業務説明会

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

（最終更新　：　２０２３年５月１０日）

【公正取引委員会】
近畿中国四国事務所

総務課総務係 06-6941-2173 主な業務内容はこちら

【宮内庁】
宮内庁京都事務所

庶務課庶務係 075-211-1211

【宮内庁】
桃山陵墓監区事務所

庶務係 075-601-1863 主な業務内容はこちら

【警察庁】
近畿管区警察局

警務課人事係
06-6944-1234
（内線2632～3）

主な業務内容はこちら

【警察庁】
皇宮警察本部

警務課
人事第二係

03-3217-1516
https://www.npa.go.jp/kougu/recruit/exa
m/index.html

主な業務内容はこちら

【総務省】
近畿管区行政評価局

総務課人事係 06-6941-3431 主な業務内容はこちら

1 / 7 ページ

https://www.jinji.go.jp/saiyo/syokai/link/link.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zinziin.html
https://www.jinji.go.jp/jinjika/pdf/2023gyoumuannai.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zinziin.html
https://www.jinji.go.jp/kinki/soumu/saiyo.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zinziin.html
https://www.jinji.go.jp/jinjika/pdf/2023ippansyoku.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kunaityokyotozimusyo.html
https://www.kunaicho.go.jp/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/momoyamaryobo.html
https://www.kunaicho.go.jp/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/koseitorihiki.html
https://www.jftc.go.jp/soshiki/recruit/index.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/keisatukyoku.html
https://www.kinki.npa.go.jp/recruit/recruit.html
https://www.npa.go.jp/joutuu/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kogukeisatu.html
https://www.npa.go.jp/kougu/index.html
https://www.npa.go.jp/kougu/recruit/exam/index.html
https://www.npa.go.jp/kougu/pdf/R5.shiori.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/hyokakyoku.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000510437.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/hyokakyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/hyokakyoku.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/kinki080710_1.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/kinki080710_1.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000713813.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/hyokakyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/hyokakyoku.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000726270.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zinziin.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kunaityokyotozimusyo.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/koseitorihiki.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/momoyamaryobo.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/keisatukyoku.html
https://www.npa.go.jp/kougu/recruit/exam/index.html
https://www.npa.go.jp/kougu/recruit/exam/index.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kogukeisatu.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/hyokakyoku.html


府省名・機関名 担 当 課 ・ 係 電話番号（照会先） 業務内容 採用情報トップページ 各機関業務説明会情報 パンフレット 業務説明資料

Topページ 採用情報ページ 採用案内（2022年度版）

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/ https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/intro/saiyou_index.html https://www.soumu.go.jp/main_content/000821037.pdf

【法務省】
大阪高等検察庁

採用情報ページ

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/osaka/page1000069.html

採用情報ページ

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/page1000007.html

採用情報ページ 検察庁パンフレット

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kobe/page1100028.html http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_osaka/page1000015.html

採用情報ページ

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/nara/page1000015.html

採用情報ページ

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/otsu/page1000055_00002.html

採用情報ページ

 http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/wakayama/oshirase/13611200805310/49_saiyou_page_01.html

【法務省】 Topページ

大阪法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka

Topページ

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

Topページ

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/ パンフレット(法務局共通）

Topページ

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

Topページ

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

採用情報ページ 和歌山地方法務局採用案内パンフレット

http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/page000362
.html

http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/page000362.html

採用情報ページ パンフレット「女性刑務官募集案内」

http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00104.html http://www.moj.go.jp/content/001143665.pdf

採用情報ページ 官庁訪問のご案内 パンフレット
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kinki_kink
i.html

http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kinki_kinki.html http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo01_00010.html

大阪出入国在留管理局ツイッター 採用情報ページ 出入国在留管理庁紹介映像

https://twitter.com/IMMI_OSAKA http://www.moj.go.jp/isa/supply/recruitment/01_00127.html 採用パンフレット「入国審査官入庁案内」

上部機関 大阪出入国在留管理局採用情報 http://www.moj.go.jp/isa/supply/recruitment/nyuukokukanri01_00117.html

http://www.immi-moj.go.jp/ http://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/recruit.html

奈良地方検察庁

大津地方検察庁

総務課人事係 0742-27-6812

総務課人事係 077-527-5160

和歌山地方法務局 総務課人事係 073-422-5132

0742-23-5535

（地方検察庁）
大阪地方検察庁

人事課人事第一係 06-4796-2258

京都地方検察庁 人事課人事第一係 075-441-9133

人事課人事第一係 078-367-6010神戸地方検察庁

職員課人事係 06-6942-9406

和歌山地方検察庁 総務課人事係 073-422-4163

主な業務内容はこちら

【総務省】
近畿総合通信局

総務課職員係 06-6942-8507 主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

奈良地方法務局 総務課人事係

大津地方法務局 総務課人事係 077-522-4706

京都地方法務局 総務課人事係 075-231-0164

神戸地方法務局 総務課人事係 078-392-0463

職員課人事第一
係

0570-064259
（職員課:110）

主な業務内容はこちら

【法務省】
大阪矯正管区

職員課 06-6941-5754 主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら【法務省】
近畿地方更生保護委員会

総務課庶務係 06-6949-6260

【出入国在留管理庁】
大阪出入国在留管理局

http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kinki_kinki.html

https://www.youtube.com/watch?v=ejgQg72CwQo

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/pamphlet.html
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http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/tushinkyoku.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/intro/saiyou_index.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000821037.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/osaka/page1000069.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/page1000007.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kobe/page1100028.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_osaka/page1000015.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/nara/page1000015.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/otsu/page1000055_00002.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/wakayama/oshirase/13611200805310/49_saiyou_page_01.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/pamphlet.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/page000362.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/page000362.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/page000362.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kyoseikanku.html
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00104.html
http://www.moj.go.jp/content/001143665.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/koseihogo.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kinki_kinki.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kinki_kinki.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kinki_kinki.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo01_00010.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kinki_kinki.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nyukokukannri.html
https://twitter.com/IMMI_OSAKA
http://www.moj.go.jp/isa/supply/recruitment/01_00127.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nyukokukannri.html
https://www.youtube.com/watch?v=ejgQg72CwQo
https://www.youtube.com/watch?v=ejgQg72CwQo
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nyukokukannri.html
http://www.immi-moj.go.jp/
http://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/recruit.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kensatsutyou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/tushinkyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/homukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nyukokukannri.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kyoseikanku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/koseihogo.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kinki_kinki.html
https://www.youtube.com/watch?v=ejgQg72CwQo
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/pamphlet.html


府省名・機関名 担 当 課 ・ 係 電話番号（照会先） 業務内容 採用情報トップページ 各機関業務説明会情報 パンフレット 業務説明資料

上部機関 業務説明会開催のお知らせ パンフレット

http://www.moj.go.jp/psia/ https://www.moj.go.jp/psia/kantou_setsumei20220616_29.html https://www.moj.go.jp/psia/kouan_book.html

採用情報ページ（財務専門官） 説明会・セミナーのお知らせ 財務専門官採用案内

https://lfb.mof.go.jp/recruit/saiyou2/zaimusenmonkan.html https://lfb.mof.go.jp/kinki/explain-zaimisenmonkan.html https://www.mof.go.jp/about_mof/recruit/zaimu/saiyou2/pamph.htm

採用情報ページ（近畿財務局） Instagram（近畿財務局） 近畿財務局のごあんない

http://kinki.mof.go.jp/357.html https://www.instagram.com/kinkizaimu/ http://kinki.mof.go.jp/content/000254009.pdf

Instagram（財務省財務局 採用担当） Twitter（近畿財務局） 近畿財務局 採用のご案内

https://www.instagram.com/mof_LFB_recruit/ https://twitter.com/kinkizaimu https://lfb.mof.go.jp/kinki/content/007/00700037.pdf

Twitter（財務省財務局 採用担当）

https://twitter.com/MOF_LFB_recruit

Facebook（財務省財務局 採用担当）

https://www.facebook.com/zaimukyoku

一般職パンフレット

Topページ https://www.customs.go.jp/saiyou/pamphlet-i.htm

https://www.customs.go.jp/osaka/saiyou/index.html 大阪税関パンフレット

カスタム君（twitter） https://www.customs.go.jp/osaka/pamphlet/osakacustoms_panfu.html

https://twitter.com/custom_kun 神戸税関パンフレット

https://www.customs.go.jp/kobe/00kohoshitsu_top.htm/pamphlet.html

Topページ カスタム君（Facebook） 大阪税関採用YouTube動画

https://www.customs.go.jp/kobe/saiyou/01frame.htm https://www.facebook.com/Japan.Customs http://www.customs.go.jp/osaka/saiyou/shiken/20220214_saiyoyoutube.pdf

税関チャンネル

https://www.youtube.com/user/mof/videos

採用情報ページ 国税専門官セミナー・説明会情報 国税専門官採用案内パンフレット

http://www.nta.go.jp/about/recruitment/index.htm https://www.nta.go.jp/about/recruitment/kokusen/setsumeikai/guidance.htm https://www.nta.go.jp/about/recruitment/kokusen/saiyopamph/index.htm

Web-TAX-TV 税務職員セミナー・説明会情報 税務職員採用案内パンフレット

http://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/work.html https://www.nta.go.jp/about/recruitment/zeimushoku/setsumeikai/index.html https://www.nta.go.jp/about/recruitment/zeimushoku/pamph/index.htm

Topページ 業務説明会・官庁訪問のご案内

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/ https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/newpage_00137.html

採用情報ページ 業務説明会のご案内（麻薬取締官） パンフレット

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/saiyo/index.html http://www.ncd.mhlw.go.jp/saiyou.html https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/about/pamph/index.html

採用情報ページ（麻薬取締官）

http://www.ncd.mhlw.go.jp/

神戸税関
総務部
人事課人事第1
係

078-333-3013

【財務省】
近畿財務局

総務部
人事課任用係

06-6949-6352

【公安調査庁】
近畿公安調査局

総務部人事担当 06-6943-7771 主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

【厚生労働省】
近畿厚生局

総務課人事給与
係

06-6942-2241

麻薬取締部
調査総務課

06-6942-6336

主な業務内容はこちら

【国税庁】
大阪国税局

総務部人事第二課
試験係

06-6941-5331
（内線2951,2952）

【財務省】
大阪税関

総務部
人事課人事第1
係

06-6573-8809
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http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kouantyousa.html
http://www.moj.go.jp/psia/
https://www.moj.go.jp/psia/kantou_setsumei20220616_29.html
https://www.moj.go.jp/psia/kouan_book.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zaimukyoku.html
https://lfb.mof.go.jp/recruit/saiyou2/zaimusenmonkan.html
https://lfb.mof.go.jp/kinki/explain-zaimisenmonkan.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/recruit/zaimu/saiyou2/pamph.htm
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zaimukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zaimukyoku.html
http://kinki.mof.go.jp/357.html
https://www.instagram.com/kinkizaimu/
http://kinki.mof.go.jp/content/000254009.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zaimukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zaimukyoku.html
https://www.instagram.com/mof_LFB_recruit/
https://twitter.com/kinkizaimu
https://lfb.mof.go.jp/kinki/content/007/00700037.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zaimukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zaimukyoku.html
https://twitter.com/MOF_LFB_recruit
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zaimukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zaimukyoku.html
https://www.facebook.com/zaimukyoku
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zeikan.html
https://www.customs.go.jp/saiyou/pamphlet-i.htm
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zeikan.html
https://www.customs.go.jp/osaka/saiyou/index.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zeikan.html
https://www.customs.go.jp/osaka/pamphlet/osakacustoms_panfu.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zeikan.html
https://twitter.com/custom_kun
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zeikan.html
https://www.customs.go.jp/kobe/00kohoshitsu_top.htm/pamphlet.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zeikan.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zeikan.html
https://www.customs.go.jp/kobe/saiyou/01frame.htm
https://www.facebook.com/Japan.Customs
http://www.customs.go.jp/osaka/saiyou/shiken/20220214_saiyoyoutube.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zeikan.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zeikan.html
https://www.youtube.com/user/mof/videos
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kokuzeikyoku.html
http://www.nta.go.jp/about/recruitment/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/kokusen/setsumeikai/guidance.htm
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/kokusen/saiyopamph/index.htm
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kokuzeikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kokuzeikyoku.html
http://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/work.html
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/zeimushoku/setsumeikai/index.html
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/zeimushoku/pamph/index.htm
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kouseikyoku.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/newpage_00137.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kouseikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kouseikyoku.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/saiyo/index.html
http://www.ncd.mhlw.go.jp/saiyou.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/about/pamph/index.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kouseikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kouseikyoku.html
http://www.ncd.mhlw.go.jp/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kouantyousa.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zaimukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zeikan.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kokuzeikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kouseikyoku.html
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Topページ 先輩職員紹介（一般職）

https://www.forth.go.jp/keneki/osaka/ https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kenetsu/dl/kenetsu-02.pdf

Topページ 先輩職員紹介（食品衛生監視員）

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/ https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/dl/shokukan_shoukai.pdf

Topページ 検疫所とは

https://www.forth.go.jp/keneki/kobe/ https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kenetsu/dl/kenetsu-01.pdf

Topページ

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/

Topページ

https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/

採用情報ページ 厚生労働事務官（基準） パンフレット（労働局：事務官（共通・基準）2022年度版）

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/roudoukyoku/shokuin_saiyou.html https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/roudoukyoku/shokuin_saiyou/roudou_jimukan_kijyun_saiyou.html https://www.mhlw.go.jp/content/10400000/000921793.pdf

Topページ

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/

Topページ

https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/

採用情報ページ

https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/home/20130122.html

採用情報ページ パンフレット（近畿農政局）

http://www.maff.go.jp/kinki/soumu/jinji/index.html https://www.maff.go.jp/kinki/pr/pamph/index.html

採用情報ページ 職場見学会　技術系（R4.6.21～R4.6.25）
一般職受験者用（農学・化学・林学２０２２年度
版）

https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/index.html https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/setumeikai/senmon_kengaku_koube_2022.html https://www.maff.go.jp/pps/saiyou_nougaku_2022_pamphlet.pdf

植物防疫所の概要
オンライン業務説明会（動物検疫所神戸支所
と合同開催）　行政：近畿（R4.6.24,28）

一般職受験者用（行政２０２１年度版）

https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/ https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/setumeikai/gyousei_online_koube_2022.html https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/pdf/saiyou_gyousei_2021_pamphlet.pdf

【農林水産省】
動物検疫所関西空港支所

庶務課 072-455-1955 採用情報ページ（上部機関）

動物検疫所神戸支所 庶務課 078-222-8991 http://www.maff.go.jp/aqs/job/employ.html

採用情報ページ 近畿中国森林管理局業務説明会 入庁パンフレット

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanri/saiyou/index.html https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/soumu/saiyou.html https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanri/saiyou/attach/pdf/index-2.pdf

水産庁パンフレット

http://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/attach/pdf/index-1.pdf

瀬戸内海漁業調整事務所パンフレット

https://www.jfa.maff.go.jp/setouti/attach/pdf/HandBook20190401.pdf

総務課庶務係 078-672-9651

主な業務内容はこちら

【厚生労働省】
大阪検疫所

総務課庶務係 06-6571-3521

関西空港検疫所 総務課庶務係 072-455-9012

神戸検疫所

奈良労働局 0742-32-0201

【厚生労働省】
滋賀労働局

077-522-6647

和歌山労働局 073-488-1100

主な業務内容はこちら

総務課人事係

総務課人事係

総務部総務課

京都労働局 075-241-3211

大阪労働局 06-6949-6482

兵庫労働局 078-367-9000

【農林水産省】
神戸植物防疫所

庶務課人事係 078-331-2806

【農林水産省】
近畿農政局

総務課人事第1係
075-414-9032（直
通）

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

【林野庁】
近畿中国森林管理局

総務課人事係 06-6881-3421 主な業務内容はこちら

【水産庁】
瀬戸内海漁業調整事務
所

総務課総務係 078-392-2281 主な業務内容はこちら

採用情報ページ（上部機関）

http://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/
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http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kenekizyo.html
https://www.forth.go.jp/keneki/osaka/
https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kenetsu/dl/kenetsu-02.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kenekizyo.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kenekizyo.html
https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/
https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/dl/shokukan_shoukai.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kenekizyo.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kenekizyo.html
https://www.forth.go.jp/keneki/kobe/
https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kenetsu/dl/kenetsu-01.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/roudoukyoku/shokuin_saiyou.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/roudoukyoku/shokuin_saiyou/roudou_jimukan_kijyun_saiyou.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10400000/000921793.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/home/20130122.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nouseikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nouseikyoku.html
http://www.maff.go.jp/kinki/soumu/jinji/index.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nouseikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kobesyokubou.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/index.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/setumeikai/senmon_kengaku_koube_2022.html
https://www.maff.go.jp/pps/saiyou_nougaku_2022_pamphlet.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kobesyokubou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kobesyokubou.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/setumeikai/gyousei_online_koube_2022.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/pdf/saiyou_gyousei_2021_pamphlet.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/doubutsukeneki.html
http://www.maff.go.jp/aqs/job/employ.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/shinrinkanri.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanri/saiyou/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/soumu/saiyou.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanri/saiyou/attach/pdf/index-2.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/suisanntyou.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/attach/pdf/index-1.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/suisanntyou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/suisanntyou.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/
https://www.jfa.maff.go.jp/setouti/attach/pdf/HandBook20190401.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kenekizyo.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/roudoukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nouseikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kobesyokubou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/doubutsukeneki.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/shinrinkanri.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/suisanntyou.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/
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施策紹介パンフレット

採用情報ページ https://www.kansai.meti.go.jp/downloadfile/METIpamphlet.pdf

https://www.kansai.meti.go.jp/recruit.html 採用案内（リクルートパンフレット）

https://www.kansai.meti.go.jp/10saiyou/recruit/saiyouguide2023.pdf

Topページ 採用情報のページ 技術系学生のみなさんへ（パンフレット）

https://www.safety-kinki.meti.go.jp/ https://www.safety-kinki.meti.go.jp/recruit_top.shinki.html https://www.safety-kinki.meti.go.jp/kinkisibu_panfu.htm

上部機関Topページ

https://www.gsi.go.jp/ 随時、採用情報ページでお知らせいたします。 採用案内パンフレット

採用情報ページ https://www.gsi.go.jp/GSI/RECRUIT/recrt.html https://www.gsi.go.jp/jinji/saiyoannai.html

https://www.gsi.go.jp/GSI/RECRUIT/recrt.html

採用情報ページ

https://www.kkr.mlit.go.jp/recruit

近畿地方整備局採用twitter 随時、採用情報ページでお知らせいたします。 近畿地整の仕事

https://twitter.com/kkr_mlit_saiyou https://www.kkr.mlit.go.jp/recruit https://www.kkr.mlit.go.jp/recruit/works/

近畿地方整備局採用facebook

https://www.facebook.com/kinkitisei.saiyou.kkr.mlit/

各部業務説明資料

Topページ パンフレット（事務） http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_00924.html

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/ http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/info/somu/shinsai-recruit.html 船舶系技術業務説明資料

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/kaiji.pdf

採用情報ページ パンフレット

https://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/profile/04saiyou_00002.html https://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/content/000291053.pdf

採用情報ページ 業務説明会及び官庁訪問のご案内 大阪航空局業務紹介

https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/recruit/ https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/recruit/university.html https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/recruit/introduction.html

上部機関 パンフレット

http://www.mlit.go.jp/jmat/ https://www.mlit.go.jp/jmat/panfu/panfu.htm

2023年度 航空保安大学校パンフレット

Topページ https://www.cab.mlit.go.jp/asc/9d69e285c4593b39887d0295faf9a6f5bafadb24.pdf

https://www.cab.mlit.go.jp/asc/index.html 2023年度 航空管制官採用試験募集案内リーフレット

https://www.cab.mlit.go.jp/asc/db4633aa5e776c79f5e913fd1d4cf60ec3fae3a5.pdf

リーフレット

採用等情報 https://www.mlit.go.jp/jtsb/leaflet.html 事故調査官業務紹介資料（PDF）

https://www.mlit.go.jp/jtsb/saiyou.html 採用案内パンフレット https://www.mlit.go.jp/common/001146402.pdf

https://www.mlit.go.jp/jtsb/jinji/saiyou/saiyoupamphlet.pdf

主な業務内容はこちら

【経済産業省】
近畿経済産業局

総務課人事係 06-6966-6060

【経済産業省】
中部近畿産業保安監督部
近畿支部

管理課 06-6966-6061

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

【国土交通省】
神戸運輸監理部

人事課人事係 078-321-3142

【国土交通省】
近畿地方整備局

総務部人事課任
用係

06-6942-1141（代
表）

【国土交通省】
国土地理院近畿地方測
量部

管理課 06-6941-4507 主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

【国土交通省】
航空保安大学校

教務課教務第一
係

072-458-3916

【国土交通省】
大阪航空局

人事課人事第一
係

【国土交通省】
近畿運輸局

人事課人事第一
係

06-6949-6405

06-6949-6204
（内線　5023）

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

【国土交通省】
神戸地方海難審判所

078-331-6371 主な業務内容はこちら

https://www.mlit.go.jp/jtsb/jinji/saiyou/kobetusetumei2020.pdf
【国土交通省】
運輸安全委員会

事務局総務課人
事係

03-5367-5026
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http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/keizaisangyou.html
https://www.kansai.meti.go.jp/downloadfile/METIpamphlet.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/keizaisangyou.html
https://www.kansai.meti.go.jp/recruit.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/keizaisangyou.html
https://www.kansai.meti.go.jp/10saiyou/recruit/saiyouguide2023.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/hoankantoku.html
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/recruit_top.shinki.html
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/kinkisibu_panfu.htm
https://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kokudotirikinki.html
https://www.gsi.go.jp/
https://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kokudotirikinki.html
https://www.gsi.go.jp/GSI/RECRUIT/recrt.html
https://www.gsi.go.jp/jinji/saiyoannai.html
https://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kokudotirikinki.html
https://www.gsi.go.jp/GSI/RECRUIT/recrt.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/seibikyoku.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/recruit
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/seibikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/seibikyoku.html
https://twitter.com/kkr_mlit_saiyou
https://www.kkr.mlit.go.jp/recruit
https://www.kkr.mlit.go.jp/recruit/works/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/seibikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/seibikyoku.html
https://www.facebook.com/kinkitisei.saiyou.kkr.mlit/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/unyukyoku.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_00924.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/unyukyoku.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/info/somu/shinsai-recruit.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/unyukyoku.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/kaiji.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kobeunyukanri.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/profile/04saiyou_00002.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/content/000291053.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/osakakoukukyoku.html
https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/recruit/
https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/recruit/university.html
https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/recruit/introduction.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kainanshinpan.html
http://www.mlit.go.jp/jmat/
https://www.mlit.go.jp/jmat/panfu/panfu.htm
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/koukuhoan.html
https://www.cab.mlit.go.jp/asc/9d69e285c4593b39887d0295faf9a6f5bafadb24.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/koukuhoan.html
https://www.cab.mlit.go.jp/asc/index.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/koukuhoan.html
https://www.cab.mlit.go.jp/asc/db4633aa5e776c79f5e913fd1d4cf60ec3fae3a5.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/unyuanzeniinkai.html
https://www.mlit.go.jp/jtsb/jinji/saiyou/kobetusetumei2020.pdf
https://www.mlit.go.jp/jtsb/leaflet.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/unyuanzeniinkai.html
https://www.mlit.go.jp/jtsb/saiyou.html
https://www.mlit.go.jp/jtsb/jinji/saiyou/kobetusetumei2020.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001146402.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/unyuanzeniinkai.html
https://www.mlit.go.jp/jtsb/jinji/saiyou/kobetusetumei2020.pdf
https://www.mlit.go.jp/jtsb/jinji/saiyou/saiyoupamphlet.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/unyuanzeniinkai.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/keizaisangyou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/hoankantoku.html
https://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kokudotirikinki.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/seibikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/unyukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kobeunyukanri.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/osakakoukukyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/koukuhoan.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kainanshinpan.html
https://www.mlit.go.jp/jtsb/jinji/saiyou/kobetusetumei2020.pdf


府省名・機関名 担 当 課 ・ 係 電話番号（照会先） 業務内容 採用情報トップページ 各機関業務説明会情報 パンフレット 業務説明資料

採用情報ページ 官庁訪問のご案内 気象庁職員募集案内 大阪管区気象台職員採用情報

https://www.jma-net.go.jp/osaka/an-nai/saiyou.html https://www.jma-net.go.jp/osaka/an-nai/saiyou.html https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/recruit/index1.html https://www.jma-net.go.jp/osaka/an-nai/saiyou.html

採用情報ページ（上部機関） ★業務紹介動画配信中 総合パンフレット「気象庁」

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/recruit/index1.html https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/jma/index.html

Topページ 開催日未定（今後の予定は第五管区

https://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/ 海上保安本部ＨＰに掲載） 採用情報ページ（上部機関）

Topページ Topページ https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/

https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/ https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/

Topページ

https://www.kaiho.mlit.go.jp/school/index.html

○環境省採用パンフレット

https://www.env.go.jp/content/000046230.pdf

○各種採用・キャリア形成支援情報 ○近畿地方環境事務所　採用情報 ○総合職採用・キャリア形成支援パンフレット

https://www.env.go.jp/guide/saiyo/ https://kinki.env.go.jp/career.html https://www.env.go.jp/guide/saiyo/info/pamph/cat_g.html

○環境省コンセプトブック

https://www.env.go.jp/content/000046256.pdf

Topページ 陸上自衛隊パンフレット（事務・技術）

https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/shokai/pdf/panf_gsdf_2024.pdf

パンフレット（防衛省）

Topページ https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/other/document/ij_ig_hs/d_book_2021/index.html

https://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/ パンフレット（海上自衛隊）

https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/shokai/pdf/panf_msdf_2022.pdf 

採用情報ページ 地方防衛局パンフレット（事務）

https://www.mod.go.jp/rdb/kinchu/recruit/index.html https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/shokai/pdf/panf_rdb_jimu_2024.pdf

Twitter 地方防衛局パンフレット（技術）

https://twitter.com/MOD_saiyou https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/shokai/pdf/panf_rdb_gijutsu_2024.pdf

Instagram 防衛省パンフレット（事務・技術）

https://www.instagram.com/mod.saiyou https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/shokai/pdf/panf_all_2024.pdf

採用情報ページ 採用案内パンフレット

https://www.mint.go.jp/about/recruit (冊子の送付も対応しますので、お気軽に左記電話番号にお問い合わせ下さい)

https://www.mint.go.jp/about/recruit/saiyo_message.html

【環境省】
近畿地方環境事務所

総務課総務係 06-6881-6500

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

【気象庁】
大阪管区気象台

総務部総務課人
事係

06-6949-6276

【海上保安庁】
第五管区海上保安本部

総務部人事課
078-391-6556
（内線2135）

第八管区海上保安本部
総務部人事課第
三人事係

0773-76-4100
（内線2139）

主な業務内容はこちら

【防衛省】
海上自衛隊舞鶴地方総
監部

管理部人事課
0773-62-2250
（内線2494）

主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら

https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki

【防衛省】
陸上自衛隊中部方面総
監部

人事部人事課
072-782-0001
（内線2621）

https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki

【行政執行法人】
造幣局

人事課 06-6351-5158
業務説明会情報については、随時
採用情報ページに掲載しますの
で、ご確認下さい。

【防衛省】
近畿中部防衛局

総務部総務課 06-6945-4952 https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki

【海上保安庁】
海上保安学校

事務部人事厚生
課人事係

0773-77-6331
（内線214）
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http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kisyoudai.html
https://www.jma-net.go.jp/osaka/an-nai/saiyou.html
https://www.jma-net.go.jp/osaka/an-nai/saiyou.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/recruit/index1.html
https://www.jma-net.go.jp/osaka/an-nai/saiyou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kisyoudai.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kisyoudai.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/recruit/index1.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/jma/index.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kaizyouhoanhonbu.html
https://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kaizyouhoanhonbu.html
https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kaizyouhoanhonbu.html
https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/
https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kaizyouhoangakkou.html
https://www.kaiho.mlit.go.jp/school/index.html
https://www.env.go.jp/content/000046230.pdf
https://www.env.go.jp/guide/saiyo/
https://kinki.env.go.jp/career.html
https://www.env.go.jp/guide/saiyo/info/pamph/cat_g.html
https://www.env.go.jp/content/000046256.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/rikuzyouzieitai.html
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/shokai/pdf/panf_gsdf_2024.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kaizyouzieitai.html
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/other/document/ij_ig_hs/d_book_2021/index.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kaizyouzieitai.html
https://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kaizyouzieitai.html
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/shokai/pdf/panf_msdf_2022.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/boueikyoku.html
https://www.mod.go.jp/rdb/kinchu/recruit/index.html
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/shokai/pdf/panf_rdb_jimu_2024.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/boueikyoku.html
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/boueikyoku.html
https://twitter.com/MOD_saiyou
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/shokai/pdf/panf_rdb_gijutsu_2024.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/boueikyoku.html
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/boueikyoku.html
https://www.instagram.com/mod.saiyou
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/shokai/pdf/panf_all_2024.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zouheikyoku.html
https://www.mint.go.jp/about/recruit
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zouheikyoku.html
https://www.mint.go.jp/about/recruit/saiyo_message.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kaizyouhoanhonbu.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kaizyouhoangakkou.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/rikuzyouzieitai.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kaizyouzieitai.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/kisyoudai.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/boueikyoku.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/zouheikyoku.html
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki
https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/index.html#kinki


府省名・機関名 担 当 課 ・ 係 電話番号（照会先） 業務内容 採用情報トップページ 各機関業務説明会情報 パンフレット 業務説明資料

上部機関

http://www.famic.go.jp 採用案内パンフレット

採用情報ページ http://www.famic.go.jp/recruitment_internship/_doc/pamphlet.pdf

http://www.famic.go.jp/recruitment_internship/ 

Topページ

https://www.nite.go.jp/

採用情報ページ 採用パンフレット

https://www.nite.go.jp/nite/saiyou/koumuin/index.html https://www.nite.go.jp/data/000126646.pdf

NITE紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=nLpJPiEPlFM　

以　　　上

【行政執行法人】
製品評価技術基盤機構
（略称　ナイト　ＮＩ
ＴＥ）

企画管理部（大
阪）　採用係

06-6612-2065

【行政執行法人】
農林水産消費安全技術
センター
神戸センター

農林水産消費安
全技術センター
総務部
人事課人事第1
係

050-3797-1832 主な業務内容はこちら

主な業務内容はこちら
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http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/famic.html
http://www.famic.go.jp/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/famic.html
http://www.famic.go.jp/recruitment_internship/_doc/pamphlet.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/famic.html
http://www.famic.go.jp/recruitment_internship/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nite.html
https://www.nite.go.jp/
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nite.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nite.html
https://www.nite.go.jp/nite/saiyou/koumuin/index.html
https://www.nite.go.jp/data/000126646.pdf
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nite.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nite.html
https://www.youtube.com/watch?v=nLpJPiEPlFM　
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/famic.html
http://www.jinji.go.jp/kinki/saiyou/gyoumu/gyoumutop_files/nite.html

