
総合職試験 官庁訪問直前
各府省採用担当者からのメッセージ

会計検査院 会計検査院は、国の収入支出の決算等の検査を行う機関であり、他から制約を受けることなく検査
を実施できるよう、国会及び裁判所に属さず、内閣に対し独立の地位を有する憲法上の機関です。

在庁して書面検査を行うだけでなく、事業が行われている場所で実地検査を行います。実地検査箇
所は全国各地に及ぶほか、海外で検査を行うこともあります。

人事院 国家公務員の人事行政を担当する機関として、「人事行政の公正性の確保」及び「労働基本権制約
の代償機能」という使命を果たすべく仕事に取り組んでいます。

職員数は約630名とコンパクトな組織で、一人ひとりの果たす職責は重く、若手から活躍できる機
会が多いのが特徴です。また、他府省・在外公館勤務等の多様なキャリアパスを通じ自らの成長を実
感できる職場です。

内閣府 内閣府の仕事は、省庁横断的な政策や国政の重要課題について企画立案し、政府全体の総合調整を
行うことです。官邸に出向く機会が多く、大臣との距離は非常に近いので刺激にあふれています。そ
の所掌は、政府広報、経済財政、共生社会や男女共同参画のように国民の暮らしに直接かかわること
から、防災、科学技術、北方対策やPKOまで多岐にわたりますので、皆さんの関心にあった活躍の機
会も多くあります。

公正取引
委員会

公正取引委員会は独占禁止法の執行機関です。法執行、経済実態調査、M＆A調査、中小企業対策
などによって「頑張る事業者が報われる社会」の実現を目指しています。

所帯は約830人と小さいですが、その分、職員同士が顔見知りの場合が多く仕事のしやすい職場で
す。所管業種を持たず、社会におけるすべての商品・サービスを対象しており、活躍の舞台は日本を
超えて世界へと開いています。

警察庁 「警察」と聞くと犯罪捜査のイメージが強いかもしれませんが、犯罪捜査にとどまらず、我が国の
警察の知見や特質を生かした国際協力や条約交渉、国際テロ対策等、警察行政のフィールドは国内に
とどまらず国外にも広がっています。警察庁では、身近な一人ひとりの安全安心を守ることから、世
界の治安基盤を支えることまで貢献できる壮大なスケールの仕事に携わることができます。

金融庁 金融庁は、「金融」というひとつの軸を持ち、制度設計や国際交渉、銀行・証券会社・保険会社の
検査・監督など、幅広い業務を行っています。

「金融」という、現代社会・経済を支えるグローバル規模のインフラが抱えるリスクを適切にコン
トロールし、そのポテンシャルを最大限に引き出す‐これが金融庁のミッションです。

消費者庁 当庁は平成21年９月に設立された若い役所で、定員も300名程度と小規模ですが、このことを逆
に活かして、上司から部下まで風通しのよい、働きやすい雰囲気の職場となっています。これらの要
素は、若手職員に早い段階から責任のある仕事を任せる風土にも繋がっており、若いうちからやりが
いをもって職務にあたることができます。

総務省 総務省は、日本全国にわたる基本的な仕組みから、国民の経済・社会活動に関わる諸制度を担う、
国家の根本を支えます。その所掌範囲は、国の基本的な行政制度の管理・運営、地方自治（地方分権
改革・地域活性化）や消防・救急行政、情報通信技術（ICT）を活用した成長戦略の実現と、多岐に
わたっています。

今後も私たちは、我が国の直面する多くの課題に対し、「総（すべ）て」を「務（つと）める」省
庁として、総合性を生かしながら、我が国の行政を担っていきます。

消防庁 安心・安全な社会の実現のため、大規模災害や事故、重大事件、武力攻撃事態などによる被害を最
小限にとどめるため、平常時は、安全基準の策定や施策の企画・立案を、大規模災害時は、消防隊の
オペレーション等により被害の収束を全力で行っています。

自らの手で社会の安心・安全基準を作り、自らの手で日本全国の災害に対応するという手応えを感
じながら仕事ができる職場です。

法務省 法務省は、社会における基本的なルールを定めるとともに、そのルールがきちんと守られるような
司法の基本的な仕組みや、刑罰を受けた人の社会復帰を援助するための制度、登記、公証のような権
利を保全する制度の運営を始め、出入国が適切に行われるようにすること、人権が尊重されるよう努
めたりすることなど、幅広く専門性の高い業務を担っています。現場の醍醐味を堪能しながら、キャ
リアを積めることは当省独自の魅力です。

外務省 「外交」の目的は、国際社会の中で日本の安全と繁栄を確保し、国民の生命と財産を守ること。そ
れは「国家」の存在意義そのものと言っても過言ではありません。相互依存が深まる世界の中で、日
本の将来は、国際社会全体の未来と不可分に結びついています。その中で、日本が国際社会の一員と
しての責任を果たしつつ、自国の利益を追求していくために、安全保障や経済外交、情報収集、国際
的なルールメイキングへの参加や交渉、海外の日本人の保護、日本の正しい姿の発信といった幅広い
ツールと、世界中の在外公館を通じて、尽きることのない困難かつ多様な課題に取り組んでいます。

あなたの府省のセールスポイントを教えてください！



あなたの府省のセールスポイントを教えてください！
財務省
本省

財務省の使命は、（１）納税者としての国民の視点に立ち、（２）日本の経済社会のあるべき
姿を世界大の視点から描き、（３）直面する課題への対処法を発案し実行すること、です。自分
の知識・経験・創造力を武器に、財政・マーケット・国際金融・途上国開発といった分野で、日
本全国と世界全体を活躍のフィールドとしています。

財務省
財務局

人口減少・高齢化といった日本の重要課題は地域で先行しており、地域への理解なしに国の方
向性を語ることは困難です。財務局総合職は、国と地域の両方で活躍できるユニークな採用であ
り、その現場経験を活かし、霞が関からは見えづらい地域の実情を国の政策へ反映させるという
大変重要な役割を担っています。「現場に行ったことがある」ではなく、「現場に精通してい
る」行政官として、日本の課題解決に本当の意味で貢献しませんか。

財務省
税関

急増する外国人旅客への対応、膨大な輸入貨物への課税、輸出貿易の適正管理、不正薬物の密
輸阻止、リスク分析・インテリジェンス業務、国際情報交換、知的財産侵害物品の水際阻止、貿
易円滑化、税関分野の国際交渉、関税関連法令の改正、税関ITシステム運営等々、現場に直結し
た幅広い業務を好奇心旺盛な皆さんに提供します。

国税庁 ・「1億2,000万人」：私たちが支えている人数です。税は世の中のありとあらゆる行政サービ
スの原資となり、この国全体を支えています。
・「専門性」：経済・社会情勢に密接に関連する税の分野は、高い専門性が要求される世界です。
皆さんも税のプロフェッショナルになりませんか？

文部科学省 文部科学省では「教育」「科学技術・学術」「文化」「スポーツ」といった幅広い所掌分野を
担当しています。「人材の育成」の観点から、いずれも極めて重要な行政分野であり、未来の動
向を見据えた総合的な政策の企画・立案及びその展開に取り組むことができます。

厚生労働省 日本が少子高齢化という大きな課題に直面する中、国家予算のおよそ半分を占める厚生労働省
の果たすべき役割は大きいです。また、人々の一生に寄り添う最も身近な行政分野を担当してい
る厚生労働省では、施策の先に、実際に生きる「人」があるということを感じながら仕事ができ
ます。

農林水産省 農林水産省は、私たちの生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を次世代に継承して
いくことを使命としています。そのためには、農林水産業の成長産業化と、活力ある農山漁村を
作り上げていくことが必要不可欠です。農林水産省は、生産現場から消費者の手に届くまで、
ローカルからグローバルまでと、幅広いフィールドを感じられる刺激的な職場です。全ての国民
にとって身近な食と、無限の可能性を秘めた農山漁村を舞台に、これからの農林水産行政を担う
一人となってみませんか。

経済産業省 経済産業省は、「国富の拡大―国民一人ひとりの生活をより豊かに―」を追求する唯一の官庁
です。日本経済全体の司令塔を担い、そのフィールドは、マクロからミクロ、ローカルからグ
ローバル、そして「タテ割り」の枠などにとらわれることもなく、正に"No Border"。未来の経
済社会システムをデザインし、目指すべき将来像の実現に向けて、山積する課題解決に挑戦し、
あらゆる分野で、世の中を1ミリでも変えていく組織です。

特許庁 特許庁では、バイオ、ロボットからナノテク、ＩＴまで、あらゆる分野で生まれた発明を、技
術面・法律面から厳正に審査し、独占権（特許権）を付与することによって、我が国の技術開発
を加速させるとともに、その成果の産業利用を促進しています。また、先進国・新興国の特許庁
との連携を深め、我が国企業のグローバルな知的財産権の取得・活用を支援しています。

国土交通省 国土交通省の仕事は、まち、交通、道路等のインフラ、住宅など、自分が普段の生活の中で目
にし、利用しているものをツールに、現場に立脚して多くの人の目に見える形で社会を変えてい
くダイナミックな仕事です。政策は、立案するだけではだめで、実行できてこそ意味があります。
国土交通省は、政策の立案力だけでなく、実行力も兼ね備えた「真の政策のプロ」となれる場で
す！

環境省 環境省は、持続可能で豊かな社会の実現に向けて闘い続けています。公害にはじまり、地球環
境や生態系の保全、そして震災後の除染や原子力規制に至るまで、その時代の抱える課題と正面
から向き合ってきました。これに伴いミッションは拡大の一途を辿っていますが、一方でまだ小
さくて若い組織なので、若手から幹部までが全員一丸となって日々仕事をしています。

原子力
規制庁

原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓に学び、二度とこのような事
故を起こさないために、平成24年9月に発足しました。原子力に対する確かな規制を通じて、
人と環境を守ることが使命です。

事務局である原子力規制庁は、職位に関係なく対等に議論できるなど、風通しが良く、若手の
うちから原子力規制行政の最前線に立つことができます。また、原子力に関する知識は研修制度
が充実しているので、入庁してから身につけることができます。

防衛省 防衛省の使命は「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」こと。安全保障上の課題等が
多様化・広範化する中、これからの世界は従来の常識が通用しない脅威に直面するかもしれませ
ん。それでも、何が起きてもこの国の「最後の砦」になるのは防衛省しかいない。私達は、主権
国家としての日本が存在する限り不変の使命と責任を胸に、日々変化する安全保障環境に向き
合っています。



会計検査院 会計検査院の検査業務は行政全般を対象とする、とても範囲の広い仕事です。自らの
専門性にとらわれずに様々なことに興味や関心をもつことができ、かつ、小さな疑問で
もそのままにせず追究していくことができるような探究心のある方を求めています。

人事院 人事院では、国家公務員の人事行政に関する幅広い分野の業務を行うことから、①主
体的に考え、②自ら行動することができる人材を求めています。また、多様な分野、立
場の人々を相手に仕事をするので、③円滑な人間関係を構築できることも重要な要素で
す。

内閣府 総合調整も最後は人次第です。内閣府職員の真摯な姿勢と熱意が関係省庁を動かしま
す。また、日本と内閣府の将来を背負う職員は、常に成長し続けることのできる人で
あって欲しいと考えています。真摯にそして謙虚に業務に向き合い、日本の未来を創っ
ていくという使命感を持った職員を求めています。

公正取引
委員会

競争政策によって、現在、そして将来の日本経済を豊かにしたいと思う人、様々な分
野の経済実態を知りたいという知的好奇心旺盛な人、日々変化する経済状況に対応でき
るバランス感覚を有する人、相手の考えを的確に把握し、自身の考えを論理的に説明で
きる人、公正な取引が行われるように力を尽くしたいという正義感あふれる人が公正取
引委員会の扉を叩いてくれることを期待しています。

警察庁 多様な人材を求めており、特定の能力を持った人を求めているわけではありません。
ただ、理不尽な現実を目の前に、自ら主体的にそれを変えていこうという気概のある君、
被害者に寄り添うあたたかいハートをもっている君と一緒に働きたいと思っています。

金融庁 金融だけでなく、経済・産業や社会全体に対してアンテナを高く張り巡らす「視野の
広さ」「好奇心」をお持ちの方、自由な発想で最適な政策を立案する「柔軟なアタマ」
をお持ちの方を求めています。

消費者庁 消費者庁の設置は、当時続発した、食品偽装や食中毒事故等など、消費者の安心・安
全を脅かす様々な事件が背景となり、消費者を守り・助けるための行政組織を創ろうと
いう、さまざまな方々の運動が結実して実現しました。このことを胸に秘め、「消費者
目線」を持ち、消費者に寄り添ったマインドを持った（持つことのできる）人材を求め
ています。

総務省 時代に応じた国家・地方行政を創り上げていくことや情報通信技術（ICT）を活用し
た我が国経済の活性化などの使命に共感し、霞が関の本省や他府省、さらに地方自治体、
海外の大使館・領事館など幅広いフィールドに赴き、常に国民の視点から現場主義を実
践できる「若き力＝新たな時代の創造者」を求めています。

消防庁 消防庁の数少ないプロパー職員となるので、消防防災行政のスペシャリストとして全
国をリードするための「コミュニケーション能力」と、社会の安全を守るために必要な
基準を作成するための「検証能力」がある方をお待ちしております。

法務省 法務省では、相手のニーズを把握する「コミュニケーション能力」が高く、日々刻々
と変化する社会情勢の中で多様化する行政需要に「柔軟に対応する能力」を有する人材
を広く求めています。また、当省では、人物本位の採用を行っているため、採用におい
て年齢、新卒、既卒、出身校や出身学部等は一切影響しません。

外務省 外務省が求めている人材は、新たな課題に直面した時にそれに正面から取り組もうとい
う好奇心と気概がある人、その中で日本や日本人の利益を増進したいという責任感を持
てる人です。また，外交官の仕事は、「人VS 人」の世界。世界を舞台に、職員一人ひ
とりが「日本」を体現します。したがって、特定の経歴や専門性は問いません。外交に
携わりたいという強い思いを持っている多様な人材を求めています。

財務省
本省

【国内外を問わず社会の出来事に広く関心を持つ】【未知の課題に臆せず解決に向け
て挑戦する意欲を持つ】【自分で考える責任感を持つ】人材を必要としています。財務
省には財政政策だけでなく金融関係や国際的な業務があり、財務省という組織に多様性
と先見性がなければ課題に立ち向かうことができません。それを担うのは皆さんです。
どんな問題にも自分自身の正義を持ち、誠実に答えを探し続けることができる皆さんを
お待ちしています。

採用したいと考えている人材を教えてください！



財務省
財務局

「国と地域をつなぐ」というビジョンに共感し、国だけでなく地域社会・地域経済に貢献
したいという強い意思を持った人材を求めています。またそれを実現するために、様々な分
野に関心を持って主体的に思考・行動できる方、円滑な人間関係を構築できる方をお待ちし
ております。他方、年齢・出身校・学部・特定の経歴の有無などは一切問いません。

財務省
税関

“困難な業務をやり抜く粘り強さ、利害の異なるステークホルダーとの調整を着実に遂行
する高いコミュニケーション能力、本省における法令業務、国際的業務、税関における法執
行業務等の幅広い業務に的確に対応するための柔軟性”、を培うポテンシャルを有する者を
期待しています。

国税庁 「求む、人間力！」
56,000人の巨大組織をマネジメントし、執行機関として法に基づき、税の執行を適切に

行うためには、チームワークを生かしてどれだけヒトに動いてもらえるかが極めて重要です。
バランス感覚、高いコミュニケーション能力など、「人間力」を持った皆さんのお越しをお
待ちしています。

文部科学省 変化が激しく、「少子化・高齢化」が一層進展していく中で、今後、我が国が、活力があ
り持続発展可能な成熟社会を築いていくために最も必要なことは、「人材の育成」と「知の
創造」だと考えています。この重大なミッションの実現に魅力を感じる方をお待ちしていま
す。

厚生労働省 日本の未来を形づくり、自ら未来を切り開いていくという高い志と気概、人の話を親身に
聞くことができる傾聴力、さらに困難な課題に挑戦し続けることができる強い精神力とミク
ロ・マクロの両方の視点から物事を考えることができる柔軟な思考力などを持った方々を求
めています。

農林水産省 農林水産政策は、国際競争力の低下、担い手の高齢化など様々な課題に直面しており、常
に新しいアイデアが必要とされています。激動の時代において、従来の枠組みにとらわれず、
あらゆる課題に挑戦する意欲を持ち、情熱と積極性のある方にぜひ来ていただきたいと考え
ています。

経済産業省 政策立案、その実現において必要なことは、「Passion」、「Logic」、「人間力」です。
変革に挑戦して世の中を1ミリでも動かしたいという「Passion」にあふれ、一方で、なぜ
今この政策を行う必要があるのか、冷静に国民に対して説明できる「Logic」の力に富み、
そして何より、様々なステークホルダーやチームのメンバーとしっかり信頼関係を構築し、
一緒に汗をかき、最後まで走り切れる「人間力」を持った人を求めています。我こそは、と
いう皆さんの挑戦をお待ちしております。

特許庁 特許審査を含む知的財産行政に関心があり、知的財産行政を通じて我が国の国際競争力の
強化に貢献したいと考えている方、先端技術を的確に理解するために新しい知識を吸収する
ことに熱意のある方、論理的な思考力があり粘り強く審査を行うことができる方、諸外国特
許庁との間の協力・連携に力を発揮できる方を求めています。（入庁前に、知的財産制度や
関係法令に関する専門知識を備えている必要はありません。）

国土交通省 国民生活に密着した政策を扱うからこそ、利害対立を恐れずに粘り強く取り組める人、新
しい技術や社会の流れ・ニーズに対する好奇心が旺盛な人は、国土交通省でその能力を如何
なく発揮してほしいです。ただ、一番大事なのは、「今ある社会をもっと良くしたい」とい
う意欲です。

環境省 環境省の強みは人物多様性ですので、採用したい人材についても「多様性」を大事にして
います。その上で、あえて環境行政を担っていくにあたって求められるポイントを挙げると
すれば、①社会を変えていくために「自ら行動」していけることと、②苦しい時でも踏ん張
れる「志」を持っていること、でしょうか。

原子力
規制庁

原子力規制庁では多様な人材を求めています。原子力規制行政の職務遂行には、原子力だ
けではなく、機械、電気、材料、地震、土木、化学、生物、法律、会計などの様々な分野の
知識・経験が必要であり、全試験区分から採用しています。

確かな規制と国民の安全を守るため、高い倫理観、使命感、誇りを持って職務を遂行でき
る人材を求めています。

防衛省 国の安全保障は試験の点数だけではできません。防衛省・自衛隊25万人、他省庁、国民
世論、世界各国・・・様々なアクターをまとめ上げて政策に収斂させる情熱、リーダーシッ
プ、調整力、バランス力、誠実さを持つ人材を求めています。現時点で安全保障に関する専
門知識は不要。安全保障をやってみたいという少しの関心が防衛省で働く第一歩です。

採用したいと考えている人材を教えてください！



会計検査院 自分が働く場所を決めるというのは大変難しい決断だと思います。
官庁訪問では、色々な人の考えを聞き、大いに悩んでみてください。
会計検査院の業務は、悩むに値する魅力ややりがいがたくさんあります。
職員の生の声を聞きに官庁訪問にお越しいただけることを心よりお待ちしております。

人事院 人事行政を巡る諸課題に果敢に取り組みたい方、「人」が好きな方、どの省庁を訪問
するか迷っている方、ぜひ人事院を訪問していただき、職員が語る仕事の醍醐味ややり
がいに耳を傾けてみてください。イメージとは異なる人事院の新たな一面を知っていた
だけると思います。官庁訪問で皆さんとお会いできることを楽しみにしています。

内閣府 官庁訪問は知識を問う場ではありません。実際に第一線で働く職員の話を聞く中で、
各省と異なる内閣府の魅力や職員の仕事に対する思いに触れていただきたいと思います。
様々な切り口で日本の将来について考えたいという方、官庁エコノミストを目指したい
方、最新の政策課題にチャレンジしたい方の訪問を心よりお待ちしております。

公正取引
委員会

官庁訪問を前に色々と不安や悩みを抱えていると思います。不安や悩みに打ち克って
自分の未来を切り開くため、ぜひ公正取引委員会に官庁訪問して、職員一人一人の業務
への想いを聞いてみてください！官庁訪問では多くの職員と会って話をしていただき、
公正取引委員会の職員が、皆さんの将来を決めるお手伝いができたらと思います。

警察庁 警察庁について皆さん様々などんなイメージを持っていますか？官庁訪問の機会に、
自ら足を運び、自分の目で確かめてみてください。多くの警察庁職員に触れてみること
で、「意外」な一面がみられるかもしれません。皆さんとお会いできることを職員一同、
心から楽しみにしております。

金融庁 官庁訪問に臨むにあたり、金融・経済の「専門知識」は必ずしも必要ではありません。
金融・経済に「興味・関心」をお持ちの方であれば、どなたでも、気軽に訪問いただけ
ればと思います。

消費者庁 「若い役所」で働き、その役所とともに自分自身も成長する。いままでなかった先例
を自分自身の手で作り上げていく。消費者庁で働くということは、まさにこういったこ
と尽きます。消費者（＝国民）のため、自身の手で「なにか」を作り上げるという可能
性を探しに、当庁までお運びいただければ幸いです。

総務省 皆さんは就職するにあたり、何を一番重視するのでしょうか。やりがい溢れる仕事で
しょうか、大きく成長できる環境でしょうか、共に頑張ることができる仲間でしょうか。
それとも、重視するものは何なのか探しているところでしょうか。重視するものは何な
のか、それはどこにあるのか。そんな「探し物」を見つけ出すお手伝いを、私たちがで
きればと思っております。

是非、総務省に足をお運びください。ここに皆さんの「探し物」があるかもしれませ
ん。皆さんとお会いすることを楽しみにしております。

消防庁 私たちは社会に密着した業務を担当しているからこそ、多くの手応えを感じながら仕
事をしています。
消防庁の業務を知ると、「これも消防庁なの！？」と幅広い業務に驚かれると思います
ので、ぜひ、官庁訪問で確かめていただければと思います。

法務省 法務行政は、「人による人のための行政」と呼ばれており、職員一人ひとりが目の前
の「人」と向き合って業務に当たっています。このように「人」と関わる仕事を通じて、
心から「人」の役に立ちたいと考える志高い皆さん、法務省職員一同、官庁訪問でお会
いできることを心から楽しみにしています。

外務省 官庁訪問は、皆さんが社会人としての一歩をどこから踏み出すかということを決める
とても重要な機会だと思います。その中で、自分自身と向き合い、これからの人生で何
を成し遂げたいのか、どういう人間になりたいのかということを真剣に考えると思いま
す。私たちはそんな取組に外務省の姿をしっかりと見せることで皆さんの選択をサポー
トしたいと思います。是非、官庁訪問に訪れて、外務省の魅力に触れて良い選択をして
ください！

財務省
本省

皆さんと財務省で直にお話しする機会を、心から楽しみにしています。職員は皆、新
しい風と多様な意見を歓迎しています。そして皆さんも、職員を通じて未知の世界への
入口を感じるでしょう。今はきっと想像もしていないような未来が、財務省であなたを
待っています！

官庁訪問を予定している皆さんへエールをお願いします！



財務省
財務局

就職活動には単一の正解がなく、自分は何者なのか、人生をかけて何を成し遂げたい
のか、自問自答する日々が続くと思います。官庁訪問では、ぜひ色々な省庁の職員の方
の話を聞き、悩みながら自分の仮説をブラッシュアップしてください。このプロセスが、
採用後の皆さんの活躍を後押しすると思います。しっかり体調を整え、苦しい官庁訪問
をいっそのこと楽しんでください。

財務省
税関

公への貢献を職業とすることに志を持つ皆さんに、誰にとっても大切な職業選択の舞
台に立っている中、官庁訪問を通じて、「職業としての財務省税関」をより知って欲し
いと思います。幅広くグローバルな課題に熱い情熱と強い責任感を持って立ち向かって
いく意志のある皆さんをお待ちしてます。

国税庁 適正・公平な課税の実現という国税庁の使命を果たすためには、解決すべき課題が数
多くあります。専門性が高い分野で、新しい問題に取り組んでいけるチャレンジ精神を
持った方に是非国税庁の仲間入りをしてほしいと思っています。官庁訪問でお会いでき
ることを楽しみにしています！

文部科学省 文部科学省は、日本のより良い未来のために、「人」を育て、「知恵」を生み出し、
「未来」の基盤を創り出す役割を担っています。様々な対象に興味を持ち、自らが世の
中を変えていくのだという意思を持って果敢に行動できる人を求めています。自分の人
生を「未来」や「人材」に賭けてみたい、という方は、是非、文部科学省の門を叩いて
ください！！

厚生労働省 官庁訪問は皆さんにとって大きな決断の時だと思います。国家公務員を志した皆さん
には、「この日本を支えたい」「この日本を変えたい」など、確固たる「想い」がある
と思います。ぜひその「想い」を我々にぶつけてください！厚生労働省は皆さんの訪問
を心よりお待ちしています！

農林水産省 官庁訪問にはぜひ自然体で臨んでください。私たちは、あなただけがもつ価値観・魅
力について知りたいと考えています。これまでの自分の経験やアイデア、「この国をど
うしたいのか」という想いを大事にしてください。皆さんが理想とする「この国のカタ
チ」を一緒に議論できるのを楽しみにしております。

経済産業省 経済産業省は、徹底的に現場から政策課題・ニーズを拾い上げ、変革に挑戦して世の
中を1ミリでも動かし、この国のかたちを創っていく組織です。経産官僚は、情熱とエ
ネルギーに満ち溢れ、あらゆる課題を“自分ごと”として捉え、たとえ、難しい課題で
あっても、その解決にチャレンジしていく人たちです。経済産業省には、人生を賭して、
全力で挑戦できるフィールドが広がっています。是非、経済産業省の門をたたいてみて
ください。

特許庁 官庁訪問では、特許庁でどのような仕事をしたいのか、審査官としてどのような活躍
をしたいのかを教えて下さい。また皆さんも、特許庁で働く職員の公正な審査を行おう
とする気概や、知的財産行政を通じて国家に貢献しようとする熱い思いを感じてくださ
い。理系分野を学んだ多くの方の訪問を心待ちにしています！

国土交通省 官庁訪問は、国土交通省の仕事や職員についてもっと知ってもらい、みなさんにベス
トな職業選択をしてもらう場です。付け焼刃の知識や自分を取り繕ったようなやり取り
は一切求めません。国土交通省の仕事のダイナミズムを感じてください。そして、自然
体でみなさんの気持ちをぶつけてください。

環境省 環境省を支えているのは職員一人一人の熱い「想い」です。官庁訪問ではそんな私達
の想いを皆さんに率直にお話しますので、ぜひ社会や仕事に対する皆さんの想いも職員
に真正面からぶつけて下さい！皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

原子力
規制庁

原子力規制委員会は、発足から５年半経過した若い組織です。これからの原子力規制
行政は、皆さんが作り上げていく、と言っても過言ではありません。

その一翼を担いたいという熱い思い、自分のやりたいことを、是非、官庁訪問で職員
にぶつけてください。皆さんの訪問を心よりお待ちしております。

防衛省 就職活動は目指す組織の一員になることが目的ではありません。その組織で何をした
いのか、なぜその組織で自分の人生を懸けるのかしっかりと考えてください。グローバ
ルな安全保障環境に身を投じ、防衛という何にも代え難い使命を負う・・・防衛省は間
違いなく皆さんが一度限りの人生を懸けるに値するフィールドです。皆さんはこの国の
ために、このフィールドで何を成し遂げますか？

官庁訪問を予定している皆さんへエールをお願いします！
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