
　※　職場見学・意見交換は予約制となっています。

　※　予約は各官庁で受け付けますので、下表の「参加予定官庁」欄をクリックして、リンク先の各官庁のページで受付方法を確認

　　してください。

 ※　予約は、令和３年２月２５日（木）１０：００～です。

　※　予約をキャンセルする場合は、必ず予約した官庁に連絡してください。

　　　　・　◎印では対面で職場見学及び意見交換を、○印では対面で意見交換のみを、★印ではオンラインでの実施となります。

　　　　・　（　）内は各回の受入人数です。

　　　　・　対象とする試験区分については、行＝行政、電＝電気・電子・情報、機＝機械、土＝土木、建＝建築、物＝物理、化＝化学、

　　　　 農＝農学、農工＝農業農村工学、林＝林学（国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験））を表します。

官庁Watching 職場見学・意見交換について

令和３年３月９日（火）職場見学・意見交換【鳥取市、松江市、岡山市、山口市、周南市】

【鳥取市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

鳥取地方検察庁 行 ○（6人） ○（6人） ○（6人）

鳥取地方法務局 行 ◎（4人） ◎（4人） ◎（4人）

【松江市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

松江地方検察庁 行 － ○（10人） －

松江地方法務局 行 ◎（3人） ◎（3人） ◎（3人）

【岡山市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

岡山地方検察庁 行 ◎（10人） ◎（10人） ◎（10人）

岡山地方法務局 行 ○（10人） ○（10人） ○（10人）

中国公安調査局 行、電 ○（6人） ○（6人） ○（6人）

神戸税関、門司税関 行、電、機、土、建、物、化、農 ○（20人） ○（20人） ○（20人）

中国四国農政局 行 ○（15人） ○（15人） ○（15人）

【山口市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

山口地方検察庁 行 ◎（6人） ◎（6人） ◎（6人）

山口労働局 行、労働基準監督官 ◎（20人） ◎（20人） ◎（20人）

【周南市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

中国地方整備局（港湾空港部門） 全区分 ◎（12人） ◎（12人） －

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tottori/tyoutatu_saiyou.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/tottori/page000117-3.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/matsue/page1000021.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/matsue/content/001327690.pdf
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/okayama/page1000024.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/content/001327607.pdf
http://www.customs.go.jp/kobe/
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yamaguchi/page1000033.html
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/recruit_new/index.htm
https://www.jinji.go.jp/chugoku/chugoku_navi/event/02kouan_yoyaku0309.pdf
https://www.maff.go.jp/chushi/org/recruit/openzemi_chugoku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/roudoukyoku/syokuin_saiyou/2021_kanchowatching_00004.html


令和３年３月１０日（水）職場見学・意見交換【広島市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

人事院中国事務局 

中国四国管区警察局 

中国四国管区行政評価局 

中国総合通信局 

行 ★（30人） ★（30人） ★（30人）

全区分 ◎（20人） ◎（20人） ★（20人）

行 ◎（12人） ◎（12人） ◎（12人）

全区分 ★（30人） ◎（5人） ◎（5人）

広島高等検察庁、広島地方検察庁 行 ◎（10人） ◎（10人） ◎（10人）

広島法務局 

広島出入国在留管理局 

中国公安調査局 

神戸税関、門司税関 

広島国税局 

中国四国厚生局 

中国四国厚生局（麻薬取締部） 

神戸植物防疫所 

中国四国農政局 

行 ○（12人） ○（12人） ○（12人）

行、入国警備官 ★（20人） ★（20人） ★（20人）

行、電 ○（10人） ○（10人） ○（10人）

行、電、機、土、建、物、化、農 ○（20人） ○（20人） ○（20人）

国税専門官 ★（15人） ★（15人） ★（15人）

行 ○（30人） ○（30人） ○（30人）

行、電 ○（8人） ○（8人） ○（8人）

化、農、林 ◎(4人) － ◎（4人）

行 ○（10人） ○（10人） ○（10人）

中国経済産業局、中国四国産業保安監督部 全区分 ○（10人） ○（10人） ○（10人）

中国地方整備局 技術系全区分 ○（12人） ○（12人） ★（20人）

中国運輸局 行、電、機、土、建、物、化、農、農工 ★（20人） ★（20人） ★（20人）

大阪管区気象台 

第六管区海上保安本部

陸上自衛隊中部方面総監部、海上

自衛隊呉地方総監部、中国四国防衛局

（独）造幣局広島支局 

電、物、化 ★（10人） － －

海上保安官、海上保安大学校学生、海上保安学校学生 ★（20人） ★（20人） ★（20人）

行、電、機、土、建 ○（10人） ○（10人） ○（10人）

行、電、機、建、化 ◎（10人） － －

令和３年３月１１日（木）職場見学・意見交換【広島市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

人事院中国事務局 

公正取引委員会中国支所 

中国四国管区警察局 

中国四国管区行政評価局 

中国総合通信局 

行 ★（30人） ★（30人） ★（30人）

行 ★（6人） ★（6人） ★（6人）

全区分 ◎（20人） ◎（20人） ★（20人）

行 ◎（12人） ◎（12人） ◎（12人）

全区分 ★（30人） ◎（5人） ◎（5人）

広島高等検察庁、広島地方検察庁 行 ◎（10人） ◎（10人） ◎（10人）

広島法務局 行 ○（4人） ○（4人） ○（4人）

広島矯正管区
行、法務省専門職員（人間科学） 矯正心
理専門職・法務教官、刑務官 ○（10人） ○（10人） ○（10人）

中国地方更生保護委員会 行、法務省専門職員（人間科学） 保護観察官 ◎（10人） ◎（10人） ◎（10人）

広島出入国在留管理局 

中国公安調査局  

中国財務局 

神戸税関 

広島国税局 

中国四国厚生局 

行、入国警備官 ★（20人） ★（20人） ★（20人）

行、電 ○（10人） ○（10人） ○（10人）

財務専門官 ◎（12人） ◎（12人） ◎（12人）

行、電、機、土、建、物、化、農 ○（20人） ○（20人） ○（20人）

国税専門官 ★（15人） ★（15人） ★（15人）

行 ○（30人） ○（30人） ○（30人）

https://www.jinji.go.jp/chugoku/schedule/soumu/saiyou_annai.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/saiyou.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/guide/recruit_index.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_hiroshima/saiyouannai.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/hiroshima/page1000022.html
http://www.moj.go.jp/isa/index.html
http://www.customs.go.jp/kobe/
https://job.rikunabi.com/2022/company/r343130008/seminar/C002/
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/saiyo/index.html
https://www.ncd.mhlw.go.jp/
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/nougaku_saiyou.html
https://www.chugoku.meti.go.jp/info/saiyo/shinki.htm
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/recruit_new/index.htm
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/soumu/guide.html
https://www.data.jma.go.jp/osaka/an-nai/saiyou.html
https://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/
https://www.mod.go.jp/rdb/chushi/040_saiyoujouhou/saiyoujouhou.html
https://www.mod.go.jp/rdb/chushi/040_saiyoujouhou/saiyoujouhou.html
https://www.mint.go.jp/about/recruit/saiyo_topics.html
https://www.jinji.go.jp/chugoku/schedule/soumu/saiyou_annai.html
https://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/saiyou.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/saiyou.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/guide/recruit_index.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_hiroshima/saiyouannai.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/hiroshima/page1000022.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_chugoku_chugoku.html
http://www.moj.go.jp/isa/index.html
http://chugoku.mof.go.jp/soumu/shinkisaiyousyokuin.html
http://www.customs.go.jp/kobe/
https://job.rikunabi.com/2022/company/r343130008/seminar/C002/
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/saiyo/index.html
https://www.jinji.go.jp/chugoku/chugoku_navi/event/02kouan_yoyaku031011.pdf
https://www.jinji.go.jp/chugoku/chugoku_navi/event/02kouan_yoyaku031011.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001342198.pdf
https://www.maff.go.jp/chushi/org/recruit/openzemi_chugoku.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/category_190703.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/category_190703.html
https://www.chugokushikoku.npa.go.jp/jinji/index.html
https://www.chugokushikoku.npa.go.jp/jinji/index.html


中国四国厚生局（麻薬取締部） 行、電 ○（8人） ○（8人） ○（8人）

広島労働局 行 ○（20人） ○（20人） ○（20人）

神戸植物防疫所 化、農、林 ◎(4人) － ◎（4人）

事務系
中国四国農政局           

農業技術系

行

電、機、物、化、農

○（15人）

○（8人）

○（15人）

○（8人）

○（15人）

○（8人）

中国経済産業局、中国四国産業保安監督部 全区分 ○（10人） ○（10人） ○（10人）

国土地理院中国地方測量部 技術系全区分 ◎（10人） ◎（10人） ◎（10人）

事務系
中国地方整備局

技術系

行

技術系全区分

★（30人）

○（12人）

★（30人）

○（12人）

★（30人）

★（20人）

陸上自衛隊中部方面総監部、海上

自衛隊呉地方総監部、中国四国防衛局 行、電、機、土、建 ○（10人） ○（10人） ○（10人）

（独）造幣局広島支局 行、電、機、建、化 ◎（10人） － －

令和３年３月１２日（金）職場見学・意見交換【鳥取市、松江市、岡山市、広島市、山口市】

【鳥取市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

鳥取地方法務局 行 ◎（10人） ◎（10人） ◎（10人）

【松江市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

島根労働局 行、労働基準監督官 ○（6人） ○（6人） ○（6人）

【岡山市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

事務系
中国四国農政局            

農業技術系

行

電、機、物、化、農

○（15人）

○（8人）

○（15人）

○（8人）

○（15人）

○（8人）

【広島市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

中国四国管区行政評価局 行 ◎（12人） － －

中国総合通信局 全区分 ★（30人） ★（30人） －

神戸税関 行、電、機、土、建、物、化、農 ○（20人） ○（20人） ○（20人）

広島労働局 行、労働基準監督官 ○（20人） ○（20人） ○（20人）

神戸植物防疫所 化、農、林 ◎(4人) － ◎（4人）

事務系
中国地方整備局

技術系

行

技術系全区分

★（30人）

○（25人）

★（30人）

○（25人）

★（30人）

★（20人）

陸上自衛隊中部方面総監部、海上

自衛隊呉地方総監部、中国四国防衛局 行、電、機、土、建 ○（10人） ○（10人） ○（10人）

（独）造幣局広島支局 行、電、機、建、化 ◎（10人） － －

【山口市】

参加予定官庁
対象とする試験区分
又は採用試験

第１回 第２回 第３回

10:30～11:30 13:30～14:30 15:30～16:30

山口労働局 行 ◎（10人） ◎（10人） ◎（10人）

https://www.ncd.mhlw.go.jp/
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/roudoukyoku/_120421.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/nougaku_saiyou.html
https://www.chugoku.meti.go.jp/info/saiyo/shinki.htm
https://www.gsi.go.jp/chugoku/index.html
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/recruit_new/index.htm
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/recruit_new/index.htm
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/recruit_new/index.htm
https://www.mod.go.jp/rdb/chushi/040_saiyoujouhou/saiyoujouhou.html
https://www.mod.go.jp/rdb/chushi/040_saiyoujouhou/saiyoujouhou.html
https://www.mint.go.jp/about/recruit/saiyo_topics.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/tottori/page000117-3.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/news_topics/news/_84686/_120262.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/saiyou.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/guide/recruit_index.html
http://www.customs.go.jp/kobe/
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/roudoukyoku/_120421.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/nougaku_saiyou.html
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/recruit_new/index.htm
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/recruit_new/index.htm
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/recruit_new/index.htm
https://www.mod.go.jp/rdb/chushi/040_saiyoujouhou/saiyoujouhou.html
https://www.mod.go.jp/rdb/chushi/040_saiyoujouhou/saiyoujouhou.html
https://www.mint.go.jp/about/recruit/saiyo_topics.html
https://www.maff.go.jp/chushi/org/recruit/openzemi_chugoku.html
https://www.maff.go.jp/chushi/org/recruit/openzemi_chugoku.html
https://www.maff.go.jp/chushi/org/recruit/openzemi_chugoku.html
https://www.maff.go.jp/chushi/org/recruit/openzemi_chugoku.html
https://www.maff.go.jp/chushi/org/recruit/openzemi_chugoku.html
https://www.maff.go.jp/chushi/org/recruit/openzemi_chugoku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/roudoukyoku/syokuin_saiyou/2021_kanchowatching_00004.html

