
２０１９年度国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）
令和1年7月8日現在

機関名 採用担当係 所在地 電話番号（内線） 説明会のURL 説明対象区分 説明会日時 会場（住所） 会場（名称）
予約の
要・不要

備考

通信庶務課
人事教養係

札幌市中央区北２西７ 011-251-
0110(6032)

http://www.pol
ice.pref.hokkai
do.lg.jp/joutuu
/index.html

全区分 7月11日(木)、7月13日(土)～7月
16日(火)
① 9：30～12：00
②14：00～16：30

札幌市中央区北２西７
北海道警察本部庁舎内12階

北海道警察情報通信部 要 7月10日（水)9：00から予約を行います。
予約は以下のアドレスにメールにて行ってください。
hokkaido.CGA@npa.go.jp
左記日程で訪問できない場合は、随時調整を行いますので、
左記連絡先までお問い合わせください。

採用担当者か
らのメッセージ

総務課人事係 札幌市北区北８条西２丁目
札幌第１合同庁舎　７階

011-709-1802 http://www.so
umu.go.jp/kank
u/hokkaido.ht
ml

行政 6月21日（金）
【第１回】　13:30～14:30

6月26日（水）
【第２回】　13:30～14:30

札幌市北区北８条西２丁目
札幌第１合同庁舎６階

北海道管区行政評価局
第１会議室

要 ・メール予約
・申込宛先：hkd-314@soumu.go.jp
・申込期間：6月3日（月）から開催日の２日前まで
・定員は各回とも30人程度
※　申込方法は、当局ＨＰをご参照ください。

採用担当者か
らのメッセージ

■業務説明（振興関係）＆フリー
トーク
７月２２日（月）
　①10:00～11:30
　②14:00～15:30

■業務説明（免許・監理関係）＆
フリートーク
７月２６日（金）
　③10:00～11:30
　④14:00～15:30

札幌市北区北8西2　札幌第１合
同庁舎12階

北海道総合通信局 要 ・メール予約
・７月１３日（土）９時から受付開始
・詳細は北海道総合通信局HPをご覧ください。

7月10日（水）
　①10:00～10:50
　②11:00～11:50
　③13:00～13:50
　④14:00～14:50

同上 同上 不要 ・詳細は北海道総合通信局HPをご覧ください。

採用担当者か
らのメッセージ

札幌地方検察庁 事務局人事課 札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎

011-261-9321（直
通）

http://www.ke
nsatsu.go.jp/ka
kuchou/sappor
o/page100012
2.html

行政 ①7月16日（火）
9:00～12:00
②7月16日（火）
13:30～16:30
③7月17日（水）～8月19日（月）
の間
9:00～17:00までの適宜な時間
（土日・祝日を除く）

①②③札幌市中央区大通西12
丁目　札幌第3合同庁舎12階

①②③札幌地方検察庁会議
室

要予約 ・電話予約

①②・札幌，函館，旭川，釧路地方検察庁
合同開催
③・札幌地方検察庁独自開催

函館地方検察庁 事務局総務課
人事係

函館市上新川町1-13 0138-41-
1232(205)

http://www.ke
nsatsu.go.jp/ka
kuchou/hakod
ate/page10000
22.html

行政 ①7月16日（火）
9:00～12:00
②7月16日（火）
13:30～16:30
③7月11日（木）～8月19日（月）
の間
9:00～17:00までの適宜な時間
（土日・祝日を除く）

①②札幌市中央区大通西12丁
目　札幌第3合同庁舎12階
③函館市上新川町1-13

①②札幌地方検察庁会議室

③函館地方検察庁

要予約 ・電話予約

①②・札幌，函館，旭川，釧路地方検察庁
合同開催
③・函館地方検察庁独自開催

旭川地方検察庁 事務局総務課
人事係

旭川市花咲町4 0166-51-
6232(213)

http://www.ke
nsatsu.go.jp/ka
kuchou/asahik
awa/page1000
038.html

行政 ①7月16日（火）
9:00～12:00
②7月16日（火）
13:30～16:30
③7月17日（水）～8月19日（月）
の間
9:00～17:00までの適宜な時間
（土日・祝日を除く）

①②札幌市中央区大通西12丁
目　札幌第3合同庁舎12階
③旭川市花咲町4丁目 旭川法
務総合庁舎

①②札幌地方検察庁会議室

③旭川地方検察庁

要予約 ・電話予約

①②・札幌，函館，旭川，釧路地方検察庁
合同開催
③・旭川地方検察庁独自開催
希望者の都合に合わせて開催時間を調整します（業務説明
の所要時間は概ね1時間程度）

釧路地方検察庁 事務局総務課
人事係

釧路市柏木町5-7 0154-41-
6151(1432・1433)

http://www.ke
nsatsu.go.jp/ka
kuchou/kushir
o/page100002
9.html

行政 ①7月16日（火）
9:00～12:00
②7月16日（火）
13:30～16:30
③7月17日（水）～8月19日（月）
の間
9:00～17:00までの適宜な時間
（土日・祝日を除く）

①②札幌市中央区大通西12丁
目　札幌第3合同庁舎12階
③釧路市柏木町5番7号

①②札幌地方検察庁会議室

③釧路地方検察庁

要予約 ・電話予約

①②・札幌，函館，旭川，釧路地方検察庁
合同開催
③・釧路地方検察庁独自開催
希望者の都合に合わせて開催時間を調整します（業務説明
の所要時間は概ね1時間程度）

採用担当者か
らのメッセージ

警察庁
北海道警察情報通信
部

警察庁の地方機関の一つである北海道警察情報通信部は、北海道内における警察活動を「情報通信分野」の面から支えている組織です。
技術系職員は、警察独自の情報通信ネットワークの構築、災害・事件等での現場映像の伝送およびサイバー犯罪捜査の技術支援等を行っており、行政系職員は、組織の中において人事、会計、給与、厚生等の専門的事務を行っています。
興味のある方は是非、当部の説明会に参加してみてください。

北海道管区行政評価
局

当局では、国民の皆さんからの行政に関する相談の対応や、行政上の課題に関する調査の実施といった業務を通じて、より良い社会を実現していく役目を果たしています。自分で新しいことを作り出していくというとても創造性のある仕事です。様々なことを学びな
がら、暮らしにおける不便・不自由の解消に私たちと一緒に貢献してみませんか？

北海道総合通信局

・「情報通信」という日々進歩する分野で、国や地域のために貢献できる職場です。
・採用は文系理系区別なく、得意分野を活かし支え合い働いています。研修制度は特に充実。成長の機会にあふれています。
・北海道内の拠点は札幌第1合同庁舎1箇所のみ。社会の変化に対応し、新しいことに楽しんで取り組める人、相手の立場に立ってコミュニケーションをとりながら仕事ができる人を求めています！

総務課人事係 札幌市北区北8西2
札幌第１合同庁舎12階

011-709-2311（内
4607）

http://www.so
umu.go.jp/sout
su/hokkaido/s
aiyo/index.htm

全区分

【札幌】検察の仕事に興味を持っている方，検察庁のことを全く知らない方，どんな方でもお気軽に業務説明会に参加してみてください。お待ちしております！！【函館】ワークライフバランスに配慮した働きやすい職場です。是非，業務説明会に御参加ください。【旭
川】近代的な庁舎で，職員には活気があり，アットホームな雰囲気の職場です。若手職員も法秩序の維持に貢献しているという誇りを持って働いています。私たちと一緒に新しい生活を歩み始めましょう！【釧路】四国の約１．５倍という広大な管轄面積を有し，世界
遺産知床をはじめとする豊富な自然環境の中で，社会正義の実現，法秩序を守るため，我々と一緒に働きませんか。まずは，業務説明会で検察事務官が果たす役割をお聞きください。
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２０１９年度国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）
令和1年7月8日現在

機関名 採用担当係 所在地 電話番号（内線） 説明会のURL 説明対象区分 説明会日時 会場（住所） 会場（名称）
予約の
要・不要

備考

総務課庶務係 札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎

011-261-9907 － 行政 8月6日(火)～7日（水）
①10:30～11:30
②13:30～14:30

札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎5階南側

北海道地方更生保護委員会
合議室

要

採用担当者か
らのメッセージ

職員課人事係 札幌市北区北８条西２丁目１
番１　札幌第１合同庁舎

011-709-
2311(2116)

http://houmuk
yoku.moj.go.jp/
sapporo/

行政 7月22日（月），7月23日（火），7月
24日（水）
　10:30～12:00
　13:00～14:30
　15:00～16:30

札幌市北区北８条西２丁目１番１
札幌第１合同庁舎３階

札幌法務局会議室 要 ・7月12日（金）の官庁合同業務説明会会場で受付開始
・電話予約は先着順，各開催日の前日まで
（電話での受付は，7月16日（火）9時から）
・定員は各回とも25名を予定

採用担当者か
らのメッセージ

総務課人事係 札幌市中央区大通西１２
札幌第三合同庁舎

011-261-7502 http://www.im
mi-
moj.go.jp/index
.html

行政 7月11日(木)，17日(水)，18日(木)
　　 24日(水)，25日(木)，26日(金)
各日　①10:00～12:00
　　　　②13:30～15:30

千歳市美美
新千歳空港国際線旅客ターミナ
ルビルＣＩＱ棟内

札幌出入国在留管理局
千歳苫小牧出張所

要 ・電話予約(TEL:011-261-7502)
・申込受付期間：7月4日（木）
                       ～参加希望日の2日前まで
                      （土日祝除く）
・申込受付時間：9：00～12：00，13：00～16：00
・各回につき定員10名(定員となり次第受付終了)

採用担当者か
らのメッセージ

総務部人事担
当

札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎８階

011-261-9801（直
通）

www.moj.go.jp/
psia/ippan.htm
l

行政 7月17日（水）～8月2日（金）
※開催時間はお問い合わせくだ
さい。所要時間については，約1
時間です。

札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎8階

北海道公安調査局 要 ・電話予約
・予約受付：7月10日（水），9：00～

採用担当者か
らのメッセージ

7/13(土)
①10：00～11：30
②14：00～15：30
7/14(日)
①10：00～11：30
②14：00～15：30
7/15(月)
①10：00～11：30
②14：00～15：30
7/16(火)
①10：00～11：30
②14：00～15：30
　　（各日２回実施）

千歳市美々
新千歳空港国際線旅客ターミナ
ルビル内

千歳税関支署 要 詳細については函館税関ホームページに掲載いたします。

8/6(火)～8/7(水)
札幌市中央区大通西10丁目
札幌第2合同庁舎1階

札幌税関支署 要
詳細については決定次第、函館税関ホームページに掲載い
たします。

採用担当者か
らのメッセージ

総務課庶務係 小樽市港町5-2
小樽地方合同庁舎

0134-22-5234 https://www.f
orth.go.jp/kene
ki/otaru/

行政 令和元年７月１０日（水）から実施
予約いただいた日時（土日及び
祝日を除く）で随時実施します。
（ただし、予約時の会場状況によ
り日程調整の相談をさせていた
だきます。）
７月１０日は下記の日程で実施し
ます。
○第１回目１３：１０～１４：３０
○第２回目１５：１０～１６：３０

小樽市港町5番2号
小樽地方合同庁舎

小樽検疫所（予防接種待合
室）

要 下記のメールアドレスあてお申し込みください。
※メールアドレス：otarukenekisho-soumuka@mhlw.go.jp
来館の際は、１階正面玄関で入館受付を行ってください。
なお、入館受付が必要なことから、余裕を持ってお越しくださ
い。

採用担当者か
らのメッセージ

http://www.cu
stoms.go.jp/ha
kodate/04saiy
ou/index.html

法務局は，法務省の地方組織として，国民の財産や身分関係を保護する登記，戸籍，国籍，供託などの民事行政事務，国の利害に関係のある訴訟活動を行う訟務事務，国民の基本的人権を守る人権擁護事務を行っています。法務局のいずれの仕事も国民の
生活や経済活動の基盤を支える重要な役割を担っており，とてもやりがいのあるものです。法務局は，北海道内に４局（札幌，函館，旭川，釧路）あり，いずれもその取り扱う業務は同じですし，Ａ（明るく）Ｔ（楽しく）Ｍ（前向きに）をモットーに仕事をしています。皆さ
んも法務局の一員となり，国民の身近な法律実務家として，明るく，楽しく，前向きに充実した人生を歩みませんか。是非，個別業務説明会に参加をお願いします。（職員課長）

総務部人事課
人事係

函館市海岸町24-4
函館港湾合同庁舎内

北海道公安調査局

“人間力”。それは，公安調査庁の任務である公共の安全の確保のために必要な情報を入手するための武器です。現場の調査機関である北海道公安調査局の仕事は，外に出て様々な人と会い，人から情報を入手する“ヒューミント”です。そこで，あなたの人
間力を活かして社会に貢献し，さらにあなたの人間力に磨きをかけることができます。また，現場調査では，あくまで主役は“あなた”で，自ら創意工夫して企画・立案し，若手であっても活躍することができます。職員の人間力を最大限に発揮してもらうため，ワーク
ライフバランスや女性職員の活躍にも力を入れています。当局の業務に興味のある方，職場の雰囲気を知りたい方は，是非，業務説明会にお越しください。お待ちしています！！

行政、電気・電
子・情報、機
械、土木、建
築、物理、化
学、農学

0138-40-4225

札幌出入国在留管理
局

政府の観光立国推進政策により，訪日する外国人は増加の一途を辿っており，また，これに並行して就労や勉学など様々な目的で我が国に在留する外国人も増加し，外国人は私たちの生活に一層身近な存在となっています。出入国在留管理庁は，円滑で迅速
な出入国審査の実施とともに，我が国の社会秩序を維持し，安心安全な社会を実現するために，最前線でテロリストや犯罪者の入国を確実に防ぐことにも取り組んでいます。さらに，今後の我が国への外国人労働者受入れなど，出入国在留管理庁が担う役割は
さらに重要となっています。
札幌出入国在留管理局では，これらグローバルな時代の変遷に共に対応していく人材を広く求めています。多様で刺激的な業務が皆さんを待っていますので，是非官庁訪問にお出でください。（人事係長）

札幌法務局

北海道地方更生保護
委員会

地方更生保護委員会や保護観察所で働く保護観察官の仕事は，①「ひと」と接する仕事です。②デスクワークだけではありません。③民間ボランティアの人々と一緒に働きます。④毎日いろいろな出会いと変化があります。「ひと」に興味がある人，「ひと」と会うの
が好きな人，「ひと」の可能性を信じられる人，そんな方は是非，我々と一緒に，保護観察官として働いてみませんか？

小樽検疫所

函館税関

密輸の阻止、税金の徴収、国際協力、化学分析から貿易の円滑化まで、
税関は多様な仕事を担っています。
行政・技術区分を問わず、少しでも興味を持たれた方は説明会に是非お越しください。
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２０１９年度国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）
令和1年7月8日現在

機関名 採用担当係 所在地 電話番号（内線） 説明会のURL 説明対象区分 説明会日時 会場（住所） 会場（名称）
予約の
要・不要

備考

北海道厚生局 総務課庶務係 札幌市北区北8条西2丁目　札
幌第１合同庁舎8階

011-709-2311
（3971）

https://kousei
kyoku.mhlw.go.j
p/hokkaido/sai
yo/index.html

行政 7月18日（木）、7月19日（金）、7月
22日（月）、7月23日（火）
各日　①10時から　②14時から
の計8回を予定

札幌市北区北7条西2丁目　野村
不動産札幌ビル３階

北海道厚生局　年金審査課会
議室

要 個別業務説明会の実施に関するホームページへの掲載は６
月末を予定しています。

採用担当者か
らのメッセージ

北海道厚生局麻薬取
締部

調査総務課 札幌市北区北8条西2丁目　札
幌第１合同庁舎3階

011-726-3131 http://www.nc
d.mhlw.go.jp

行政 随時開催 札幌市北区北8条西2丁目　札幌
第１合同庁舎3階（予定）

北海道厚生局麻薬取締部（予
定）

要 電話予約

採用担当者か
らのメッセージ

総務部総務課
人事第１係・人
事第２係

札幌市北区北８条西２丁目１
番１
札幌第一合同庁舎９階（南側）

011-788-6958
011-788-6959
011-788-7841
011-788-7842

https://jsite.m
hlw.go.jp/hokk
aido-
roudoukyoku/

行政 【第1回北海道労働局業務説明
会】
①6月27日（木）9:15～15:45
②6月28日（金）9:15～15:45
上記の時間帯において、各45分

札幌市中央区北4条西5丁目 大樹生命札幌共同ビル3階・6
階

メールによる事
前予約が必要

※予約受付中

①開催時間は変更となる場合がありますので、予約の際は
必ず北海道労働局HPをご確認ください。

②7月10日（水）の各府省業務説明会は実施いたしません。

③7月11日（木）以降は官庁訪問をはじめとして、職場見学会
等の説明会開催を予定しておりますので、適宜北海道労働
局のホームページでご確認ください。

採用担当者か
らのメッセージ

総務課人事係 札幌市中央区南２２条西６丁
目２－２２エムズ南２２条ビル

011-330-8804
（243）

http://www.ma
ff.go.jp/hokkai
do/soumu/jinji
/kantyouhoum
on.html

行政 ６月２０日（木）
　　10:00～11:30
６月２６日（水）
　①10:00～11:30
　②13:30～15:00
７月４日（木）
　①10:00～11:30
　②13:30～15:00

札幌市中央区南２２条西６丁目２
－２２エムズ南２２条ビル

北海道農政事務所３階会議室
（エムズ南２２条第２ビル）

要 各説明会の内容等の詳細については、決定し次第北海道農
政事務所のホームページ上で公開いたしますので、適宜ご
確認ください。お申し込みは、ホームページの申込みフォー
ムより登録願います。

採用担当者か
らのメッセージ

総務企画部
総務課人事係

札幌市中央区宮の森3条7丁
目70番

011-622-5232 （未掲載） 行政、林学、
土木、建築

８月８日（木） （予定）
詳細につきましては追って更新
いたします。

石狩森林管理署管内 石狩森林管理署管内 要 【注意事項】
・現場での説明となるため、野外活動ができる服装、靴（ト
レッキングシューズなど）でお越し下さい。また、雨具（雨合
羽・傘）、昼食、飲料水等は各自持参下さい。
・小雨は決行いたしますが、荒天の場合には、前日までに中
止又は内容変更の連絡をいたします。
・万一の事故、ケガの場合に備えての保険加入については、
各自で対応をお願いします。

採用担当者か
らのメッセージ

総務課 札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎

０１１－７０９－２３
８２

http://www.jfa.
maff.go.jp/hok
kaido/

行政 ７月４日（木）１３：３０～１４：３０

※　当日参加できない方は、７月
１０日までに連絡を頂ければ、日
程調整の上、説明いたします。

札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎　１２階（北側）

会議室 要 ・電話予約による
・当事務所では現在クールビス実施期間中です。訪問される
方は、軽装でお越し下さい。

採用担当者か
らのメッセージ

当事務所において国家公務員一般職試験（大卒程度試験）行政区分を対象とした業務説明会を実施します。
農林水産省の業務説明と若手職員との座談会の二部構成となっておりますので、 農林水産省ではどんな仕事をしているのか？ どんな職員が働いているのか？ という疑問に答えることが出来ると思います。
また、職場の空気を感じることが出来る貴重な機会ですので、皆さん是非ご参加下さい。

北海道森林管理局

　日本は国土の７割を森林に覆われた、世界でも有数の森林国です。この広大な森林は、多面的機能の発揮をとおし、国民の生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」であり、それらを守り育てることが、林野庁の大きな使命となっております。林野庁北海道
森林管理局の個別業務説明では、その広大な森林の中で実際に行っている業務を間近で見ていただくことで、より国有林野事業及び林野行政への理解が深まるものと考えております。他では体験できない内容となっておりますので是非、林野庁北海道森林管理
局の個別業務説明会に参加してみてください。皆さんをお待ちしております。

北海道漁業調整事務
所

我が国は、四方を海に囲まれ、世界でも有数の好漁場として知られており、古くから沿岸・沖合域で漁業が盛んに営まれ、日本国民は魚食民族と言われるほど「海の幸」に親しんできました。水産庁では、水産資源を持続的に最大限に活用を図るとともに、水産資
源の安定供給と漁村地域の維持発展に向けて、各般の施策を推進しています。各調整事務所（全国に６ケ所）は管轄水域を有しており、北海道漁業調整事務所は、北海道の地先海面及び内水面を管轄しています。当事務所では、水産庁が推進する各種施策の
一翼を担い、外国漁船及び日本漁船の漁業活動の監視・取締りを行うとともに資源管理の推進を主な業務としております。ご興味をもたれた方は、業務説明会にお越し下さい。当事務所の職員が丁寧にご説明いたします。

北海道農政事務所

北海道労働局

『国民から感謝される仕事がしたい！』という方は、ぜひ説明会にお越し下さい。
どんなご質問にも丁寧にお答えしますので、『労働局ってどんな職場か全然イメージできないけど・・・』といった方でもお気軽にご参加いただけます。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

麻薬取締部は、薬物乱用のない健全な社会生活を実現するため、幅広い分野での活動を展開しています。
情熱・責任感を持って仕事に取り組める人材を求めており、興味を持った方は是非業務説明会にお越しください。
熱い気持ちを持った皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

北海道厚生局は、医療・福祉・保険などの皆様の生活に密接に関わる仕事を行っています。保険医療機関等に対する指導・調査、地域包括ケアシステム構築の支援、健康保険業務を行う市町村への指導・助言など、一層の充実が求められている分野ですが、採
用にあたっては初めから専門的な知識を持っている必要はありません。厚生行政に興味がある方は、説明会にぜひ参加していただき、職場の雰囲気なども感じ取っていただければ幸いです。皆さんとお会いできることを楽しみにしています。
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２０１９年度国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）
令和1年7月8日現在

機関名 採用担当係 所在地 電話番号（内線） 説明会のURL 説明対象区分 説明会日時 会場（住所） 会場（名称）
予約の
要・不要

備考

7月1日（月）
　13:30～15:30

札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎６階北側

第１会議室 要 ・インターネット予約
・申込受付中

7月16日（火）
　①10:00～11:30
　②14:00～15:30

7月18日（木）
　③10:00～11:30
　④14:00～15:30（技術系のみ）

・④は、技術系受験生のみ対象。
・詳細については、決定し次第北海道経済産業局のホーム
ページ上で公開いたしますので、確認ください。

採用担当者か
らのメッセージ

管理課庶務係 札幌市北区北８条西２丁目
札幌第１合同庁舎

011-709-2311
(2813)

http://www.saf
ety-
hokkaido.meti.g
o.jp/index.htm

電気・電子・情
報、機械、土
木、建築、物
理、化学

7月16日(火)
①11:30～12:00
②15:30～16:00

7月18日(木)
③11:30～12:00
④14:00～15:30

札幌市北区北８条西２丁目
札幌第１合同庁舎　６階

①～③は第３会議室
④は第１会議室

要 ・電話予約
・申込受付
7月10日(水)9:00～
・①～③は北海道経済産業局説明会終了後に実施
・④は、北海道経済産業局と合同

採用担当者か
らのメッセージ

開発監理部人
事課任用班

札幌市北区北８条西２丁目
札幌第１合同庁舎　１５階

011-709-2102
（直）

http://www.hk
d.mlit.go.jp/ky/
ki/jinji/ud49g7
00000056m2.ht
ml

行政北海道、
電気・電子・情
報、機械、土
木、建築、物
理、化学、農
学、農業農村
工学、林学

＜行政＞
７月１７日（水）～８月１９日（月）
（土日祝日除く）
９：００～１７：００（午前２回午後３
回予定、各回１時間程度）

＜技術＞
①７月９日（火）、７月１０日（水）
※７月１７日（水）以降の開催に
ついては７月１６日（火） に北海
道開発局ＨＰにて公開します。
②７月５日（金）
③７月８日（月）
④７月８日（月）
各会場　９：００～１７：００

＜行政＞
札幌市北区北８条西２丁目

＜技術＞
①札幌市北区北８条西２丁目
②北見市田端町７１番地
③室蘭市入江町１-１４
④帯広市西５条南８丁目

＜行政＞
札幌第１合同庁舎

＜技術＞
①札幌第１合同庁舎
②北見河川事務所
③室蘭開発建設部
④帯広第２合同庁舎

要 ＜行政＞
・電話予約 ： 原則、メールでの予約受付とするが、
　　　　　　　　 電話予約も可。希望日前日15:00
　　　　　　　　 まで。
・受付開始 ： ７月１０日（水）９：００～

＜技術＞
・電話予約 ：　原則、メールでの予約受付.。
　　　　　　　　  希望日前日12:00まで。
・受付開始 ：   ６月２０日（木）８：３０～

※７月１７日（水）以降の開催については７月１６日
（火） に北海道開発局ＨＰにて公開します。

採用担当者か
らのメッセージ

行政 令和元年7月11日（木 ）
令和元年7月16日（火）
令和元年7月24日（水 ）
令和元年7月25日（木 ）
9:00～17:00まで

札幌市中央区大通西１０丁目
札幌第２合同庁舎　７階

北海道運輸局総務部人事課 要 ・詳細は北海道運輸局HPをご覧ください。
・電話またはメール予約
・受付時間：平日 ９：００～１７：００（実施の２日前まで）
当日の業務説明は行政中心の内容となります。

機械、電気・電
子・情報、土木

令和元年7月29日（月）
①10:00～11:30
②13:00～14:30
令和元年7月30日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

札幌市東区北２８条東１丁目 北海道運輸局札幌運輸支局
２階会議室

要 ・詳細は北海道運輸局HPをご覧ください。
・電話予約
・受付時間：７月１０日（水）～７月２５日（木）平日 ９：００～１
７：００
当日の業務説明は技術系中心の内容となります。
業務説明の他、自動車検査場（車検場）の見学を行います。

採用担当者か
らのメッセージ

総務部総務課
人事係

札幌市北2条西18丁目2 011-611-6141
（322）

http://www.jm
a-
net.go.jp/sapp
oro/shinseiann
ai/bosyu/bosy
u.html

行政、物理、
電気・電子・情
報、化学

<物理、電気・電子・情報、化学>
6/27（木）
　 9：30～11：30、13：30～15：30

<行政>
6/28（金）
　 9：30～11：30、13：30～15：30
 

札幌市中央区北2条西18丁目2 札幌管区気象台 要 説明会実施後に「女性職員による採用相談セミナー」を実施
予約受付はメールでご連絡下さい。
MAIL：sapporo.jinji@met.kishou.go.jp

採用担当者か
らのメッセージ

http://wwwtb.
mlit.go.jp/hokk
aido/kakusyu/
saiyou/index.h
tml

北海道運輸局 総務部人事課

北海道経済産業局 全区分https://www.h
kd.meti.go.jp/h
okss/recruit/i
ndex.htm

011-709-2311
（2509）

札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎

011-290-2712

北海道開発局

札幌管区気象台

気象庁が発表する情報は、自然災害から国民の生命・財産を守るための防災気象情報のほか、交通の安全を支援する交通安全情報、農業、電力、観光などの各種産業活動を支援する産業情報、国民の日常生活に役立つ生活情報、さらには人類の将来に警鐘
をならす地球温暖化の情報などがあり、各方面で多彩な役割を果たしています。みなさんがこれまで学び、培ってきた知識と経験、そして国民のために役立ちたいという志を、気象庁職員の一員として、是非とも活かしてほしいと思っています。是非一度業務説明
会にお越しください。ご連絡お待ちしております。

北海道運輸局では、国民の皆様に「安全・安心」なサービスを提供できるよう、運輸事業者（バス・タクシー・トラック・フェリー・観光船・電車・地下鉄など）への指導・監督業務を行っております。また、地域住民の日常生活の足となる交通機関の運行を守るための支
援業務や、北海道の魅力を世界に発信し、外国人旅行者の誘致をするなどの観光振興業務も行っております。自らの業務が日常生活に直接関わることもあり、仕事のやりがいも感じられると思います。
是非一度業務説明会にお越しください。ご連絡お待ちしております。

北海道産業保安監督
部

北海道産業保安監督部は、経済産業省の地方ブロック機関です。北海道地域における都市ガス・ＬＰガス・高圧ガス・石油コンビナート、火薬類等、電力設備（原子力を除く）・電気工事、鉱山等の産業保安関係法令の厳正な執行と、情報提供等による自主保安の
推進・支援業務を通じ、「国民の安全の確保」と「環境の保全」を図っています。是非、お話を聞きに来てください。官庁訪問で皆さまをお待ちしています。

北海道開発局は、北海道における河川、道路、港湾、空港、農業、漁港等の整備、都市計画行政、住宅行政、建設産業行政、官庁営繕等をつかさどり、北海道総合開発計画を推進する総合行政機関です。約４，５００人の職員が在籍しており、事務系・技術系の
両者が一体となって業務を進めています。北海道に生きる。北海道と生きる。そして・・・北海道を活かす。そんな気概を持った若者が、北海道開発局には必要です！北海道開発局の一員となって『世界の北海道』の実現を目指しませんか。ご興味のある方は、ぜ
ひ一度、説明会へお越しください！！職員一同お待ちしております。

札幌市中央区大通西１０丁目
札幌第２合同庁舎

総務企画部
総務課人事係

当局は、「経済及び産業の発展」と「エネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保」を使命とする経済産業省の機関です。仕事は、所管する業種・業界が多種多様で幅の広さが特徴であり、北海道経済の発展のため、「世界に目を向けるグローバルな視点」と「現
場主義によるローカルな視点」を持って仕事をしています。
職場は自由闊達な雰囲気ですので、ぜひ、説明会に参加して、当局の雰囲気を感じてみてください。
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２０１９年度国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）の個別業務説明会実施予定機関一覧（北海道管内）
令和1年7月8日現在

機関名 採用担当係 所在地 電話番号（内線） 説明会のURL 説明対象区分 説明会日時 会場（住所） 会場（名称）
予約の
要・不要

備考

事故調査調整
官

函館市海岸町24番4号
函館港湾合同庁舎4階

0138-43-4350
0138-43-5517

http://www.mli
t.go.jp/jtsb/sai
you.html

行政 6月26日（水）～7月9日（火）
　09:00～17:00まで随時
7月17日（水）～7月19日（金）
　09:00～17:00まで随時

函館市海岸町24番4号
函館港湾合同庁舎4階

運輸安全委員会事務局函館
事務所

要 ・電話予約（各開催日の前日まで）
・受付時間（平日の09:00～17:00）
左記日時以外でも随時個別に対応します（要相談）

採用担当者か
らのメッセージ

総務部総務課
人事係

札幌市中央区大通西１２丁目
札幌第３合同庁舎

011-272-
7578(2321)

http://www.mo
d.go.jp/j/saiyo
u/ippan_senmo
n/setsumei/ij_i
g_se/hokkaido.
html

行政、電気・電
子・情報、機
械、土木、建
築

7月3日(水)
①13:30～15:00　②16:00～17:30
7月24日(水)
①13:30～15:00　②16:00～17:30

札幌市中央区大通西１２ 札幌第３合同庁舎４階
北海道防衛局第２会議室

要 ・北海道防衛局と陸上自衛隊との合同開催
・インターネット予約
・申込締切は各開催日前日の13:00まで
・各日②は技術系区分対象
・技術系区分（機械）参加者がいる場合は防衛装備庁による
説明も有

採用担当者か
らのメッセージ

長官官房
人事官付

東京都新宿区市谷本村町５－
１

03-5227-2463 https://www.m
od.go.jp/j/saiy
ou/ippan_senm
on/setsumei/ij
_ig_se/hokkaid
o.html

機械 ①７月３日（水）
　　16:00～17:30
②７月２４日（水）
　　16:00～17:30

札幌市中央区大通西１２丁目
札幌第３合同庁舎４階

北海道防衛局第２会議室 要

採用担当者か
らのメッセージ

北部方面総監
部
人事部人事課
職員人事管理
室

札幌市中央区南26条西10丁
目

011-511-7116
（2388）

http://www.mo
d.go.jp/j/saiyo
u/ippan_senmo
n/setsumei/ij_i
g_se/hokkaido.
html

行政、電気・電
子・情報、土
木、建築

7月3日(水)
①13:30～15:00
②16:00～17:30（技術系対象）
7月24日(水)
①13:30～15:00
②16:00～17:30（技術系対象）

札幌市中央区大通西１２丁目
札幌第３合同庁舎４階

北海道防衛局第２会議室 要
（事前予約制）

・防衛省北海道防衛局と合同開催
・インターネット予約
・申込締切は各開催日前日の13:00まで
・各日②は技術系区分対象

採用担当者か
らのメッセージ

業務管理課 札幌市北区北10条西4丁目1-
13
道新北ビル

050-3797-1758 http://www.fa
mic.go.jp/infor
mation/adoptio
n_guidance/01
/01saiyoujyou
hou.html

化学、農学、
林学

７月３日（水）
　①10:00～12:00
　②13:30～15:30
７月４日（木）
　①10:00～12:00
　②13:30～15:30

札幌市北区北10条西4丁目1-13
道新北ビル

（独）農林水産消費安全技術
センター札幌センター

要 ・電話予約（先着順、各開催日の前日まで）
・受付時間：平日の９：００～１７：００

採用担当者か
らのメッセージ

防衛省　陸上自衛隊

防衛省・陸上自衛隊の活動状況及び事務系・技術系の業務内容等に関する説明の後、若手事務官等との座談会を予定しております。
陸上自衛隊の事務系・技術系の職員は、自衛官と一体となって業務を実施しますが訓練や演習には参加せず、中央機関や部隊・学校、病院等で行政事務、技術及び教育の様々なジャンルの業務を実施しております。
陸上自衛隊に少しでも興味をお持ちの方はぜひご参加ください！

運輸安全委員会事務
局函館事務所

航空、鉄道及び船舶の事故等が発生した際、原因を究明するための調査を行っている国土交通省の機関です。少人数の小さな職場ですが、和気あいあい、家庭的な雰囲気で明るく業務に励んでいます。
少しでも興味をお持ちの方は、気軽に当事務所の業務説明会にお越しください。お待ちしています。（事故調査調整官）

北海道防衛局

北海道防衛局は自衛隊及び在日米軍施設の整備・管理、防衛施設周辺住民の生活福祉向上に関わる助成、防衛問題セミナーの開催等幅広い業務を行っており、国民と自衛隊及び在日米軍との架け橋の役割を担っています。
また、「防衛」と聞くと堅いイメージがあるかもしれませんが、男性だけではなく女性も多く活躍しています！！
「防衛局がどんな業務を行っているかイメージが出来ない・・・」そんな方でも説明会の参加大歓迎です！！ぜひお気軽に説明会にお越し下さい。

（独）農林水産消費安
全技術センター札幌セ
ンター

食品をめぐる様々な課題が発生する中で、食品の安全と消費者の信頼の確保のためには、農業生産に欠かせない生産資材の安全性の確保と適正な使用、生産から流通までの各段階での安全性の確保や適正な表示などが求められています。
農林水産消費安全技術センター（略称：FAMIC（ファミック））では、農林水産省との密接な連携の下に、専門技術的知見を活かして、肥料、農薬、飼料、ペットフード等に関する安全性の検査、食品の表示等に関する検査等の効率的・効果的な推進、食品や農業資
材に関する情報の提供などを行い、国民の視点に立った、より質の高いサービスの提供に努め、食品等の品質、安全と消費者の信頼の確保に技術で貢献して参ります。

防衛装備庁

・北海道防衛局、陸上自衛隊及び防衛装備庁との合同開催（防衛装備庁は技術系区分のみ）
・参加希望の方は防衛省ホームページ（申込フォーム）から申込ください
・申込の締切は各開催日前日の13:00まで
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