
２０２０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2年8月28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

総務課総務係 札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎　5階

011-231-6300 https://www.jftc.g
o.jp/regional_offic
e/hokkaido/rec_0
3.html

行政 ①8月13日（木）10:00～11:00
②8月13日（木）14:00～15:00
③8月14日（金）10:00～11:00
④8月14日（金）14:00～15:00
⑤8月18日（火）10:00～11:00
⑥8月18日（火）14:00～15:00
⑦8月21日（金）10:00～11:00
⑧8月21日（金）14:00～15:00

札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎　5階

公正取引委員会事務総局北海
道事務所　会議室

要 ●参加には予約が必要です。予約はメール又は電話により受
け付けます。
　・受付期間：7月27日（月）8:30～各開催枠の２日前まで。
　・各回定員：6名（先着順）
　・申込方法の詳細は当事務所ＨＰで御確認ください。
●新型コロナウイルス感染症対策のため，参加の際はマスク
の着用をお願いします。

採用担当者か
らのメッセージ

通信庶務課
人事教養係

札幌市中央区北2条西7丁目
北海道警察本部12階

011-251-0110
(内線6032)

http://www.police
.pref.hokkaido.lg.jp
/joutuu/index.htm
l

全区分 【業務説明】
8月18日（火）～8月21日（金）、
8月31日（月）～9月1日（火）
いずれも10：00～11：00

【業務説明、施設見学、リクルー
ターとの座談会】
9月3日（木）～9月8日（火）
※土日を含む
いずれも9：30～12：00、
　　　　　 14：00～16:30

札幌市中央区北2条西7丁目
北海道警察本部12階

北海道警察情報通信部 要 ・予約の方法についてはHPをご確認ください。
　なお、【業務説明、施設見学、リクルーターとの座談会】につ
いては9月2日（水)9：00から予約開始となります。
・左記のほかにオンラインによる業務説明会を検討していま
す。詳細は決定次第HPに掲載しますのでご確認ください。
・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 https://www.sou
mu.go.jp/kanku/h
okkaido/saiyo.htm
l

行政 【職場訪問形式】
8月18日（火）、19日(水）、2１日
（金）、25日（火）、26日（水）、27日
（木）
①　10時00分～10時45分
②　14時00分～14時45分

※　オンラインで業務説明を希望
される方は個別に御相談くださ
い。

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
・申込締切：開催日の3日前まで
・定員は各回とも10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

【法務省】
札幌地方検察庁

事務局人事課 札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎

011-261-9321（直
通）

http://www.kensa
tsu.go.jp/kakucho
u/sapporo/page1
000122.html

行政 ①8月17日（月）10:00～11:30
②8月17日（月）13:00～14:30
③8月17日（月）15:30～17:00
④8月18日（火）10:00～11:30
⑤8月18日（火）13:00～14:30
⑥8月21日（金）9:00～10:00
⑦8月21日（金）11:00～12:00
⑧8月21日（金）13:30～14:30
⑨8月21日（金）15:30～16:30
⑩8月25日（火）13:30～14:30
⑪8月25日（火）15:30～16:30
⑫8月27日（木）9:00～10:00
⑬8月27日（木）11:00～12:00
⑭8月28日（金）9:00～10:00
⑮8月28日（金）11:00～12:00
⑯8月28日（金）13:30～14:30
⑰8月28日（金）15:30～16:30

札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎

①～⑤札幌第3合同庁舎1階共
用会議室ほか
⑥～⑰札幌地方検察庁12階会
議室

要予約 ①～⑤・札幌，函館，旭川，釧路地方検察庁合同開催（各回
定員30名）
予約先：札幌高等検察庁事務局人事課011-261-9221

⑥～⑰・札幌地方検察庁独自開催（各回定員10名）
・事前の電話予約が必要です。（予約開始8月19日）
予約先：札幌地方検察庁事務局人事課011-261-9321

・参加される方は，新型コロナウイルス感染症対策のため，マ
スクの着用をお願いします。

【法務省】
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.kensa
tsu.go.jp/kakucho
u/hakodate/page
1000022.html

行政 ①8月17日（月）10:00～11:30
②8月17日（月）13:00～14:30
③8月17日（月）15:30～17:00
④8月18日（火）10:00～11:30
⑤8月18日（火）13:00～14:30
⑥8月20日（木）～9月1日（火）
　 9月10日（木）～9月11日（金）
　 9月15日（火）～9月17日（木）
　 9月23日（水）～9月25日（金）
の間，10:00～17:00までの適宜な
時間（土日・祝日を除く）

①～⑤札幌市中央区大通西12丁
目　札幌第3合同庁舎
⑥函館市上新川町1-13

①～⑤札幌第3合同庁舎1階共
用会議室ほか
⑥函館地方検察庁

要予約 ①～⑤・札幌，函館，旭川，釧路地方検察庁合同開催（各回
定員30名）
予約先：札幌高等検察庁事務局人事課011-261-9221

⑥・函館地方検察庁独自開催
・電話予約が必要です。（申込宛先，申込期間等の詳細は，函
館地方検察庁ＨＰをご覧ください。）
・希望者の都合に合わせて開催時間を調整します。
予約先：函館地方検察庁事務局総務課人事係0138-41-
1232(内線205)

・参加される方は，新型コロナウイルス感染症対策のため，マ
スクの着用をお願いします。

【公正取引委員会】
事務総局北海道事務
所

今や事業者の活動は国境を越えて市場そのものが国際化し，新たなビジネスモデルが次々と創出されています。公正取引委員会は，こうした変化の中で日本経済をより発展させ，事業者と消費者の利益を守るため，公正かつ自由な競争環境を維持・整備しています。「ど
ういう仕事をしているのか分からない・・・」，「大学では法律や経済を専攻していなかったので難しそう・・・」という方も多いのではないでしょうか。しかし，令和元年度採用者のうち法律や経済を専攻していなかった職員が半数以上です。正義感が強い方，好奇心旺盛な方に
は特に向いていると思いますので，法律や経済の知識の有無にかかわらず，少しでも興味がある方は是非個別業務説明会にお越しください。皆さんにお会いできることを心よりお待ちしています！

【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。

【総務省】
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？
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https://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/rec_03.html
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/joutuu/index.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/hokkaido/saiyo.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/sapporo/page1000122.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/hakodate/page1000022.html


２０２０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2年8月28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

【法務省】
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.kensa
tsu.go.jp/kakucho
u/asahikawa/page
1000038.html

行政 ①8月17日（月）10:00～11:30
②8月17日（月）13:00～14:30
③8月17日（月）15:30～17:00
④8月18日（火）10:00～11:30
⑤8月18日（火）13:00～14:30
⑥8月19日（水）～10月12日（月）
の間
9:00～17:00までの適宜な時間
（土日・祝日を除く）

①～⑤札幌市中央区大通西12丁
目　札幌第3合同庁舎
⑥旭川市花咲町4丁目 旭川法務
総合庁舎

①～⑤札幌第3合同庁舎1階共
用会議室ほか
⑥旭川地方検察庁

要予約 ①～⑤・札幌，函館，旭川，釧路地方検察庁合同開催（各回
定員30名）
予約先：札幌高等検察庁事務局人事課011-261-9221

⑥・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）
予約先：旭川地方検察庁事務局総務課人事係0166-51-6232
（内線213）

・参加される方は，新型コロナウイルス感染症対策のため，マ
スクの着用をお願いします。

【法務省】
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.kensa
tsu.go.jp/kakucho
u/kushiro/page10
00029.html

行政 ①8月17日（月）10:00～11:30
②8月17日（月）13:00～14:30
③8月17日（月）15:30～17:00
④8月18日（火）10:00～11:30
⑤8月18日（火）13:00～14:30
⑥8月24日（月）～9月1日（火）
⑦9月10日（木）～9月15日（火）
⑧9月28日（月）～10月9日（金）
（⑥～⑧の間，土日・祝日を除い
た10:00～11:30，14:00～15:30）
【リモート説明会】
⑨8月31日（月）9:45～10:45，
13:15～14:15
⑩9月1日（火）9:45～10:45，11:00
～12:00，13:00～14:00

①～⑤札幌市中央区大通西12丁
目　札幌第3合同庁舎
⑥～⑧釧路市柏木町5番7号
【リモート説明会】
⑨～⑩札幌市中央区大通西12丁
目　札幌第3合同庁舎

①～⑤札幌第3合同庁舎1階共
用会議室ほか
⑥～⑧釧路地方検察庁
【リモート説明会】
⑨～⑩札幌第3合同庁舎13階
会議室

要予約 ①～⑤・札幌，函館，旭川，釧路地方検察庁合同開催（各回
定員30名）
予約先：札幌高等検察庁事務局人事課011-261-9221

⑥～⑧・釧路地方検察庁独自開催（希望者の要望に応じて実
施）
⑥，⑦はメール予約，⑧は電話予約（申込宛先，申込期間等
の詳細は，釧路地方検察庁ＨＰをご覧ください。）
【リモート説明会】
⑨～⑩は札幌高等検察庁の会議室において，釧路地方検察
庁とテレビ電話で接続し，リモート説明会を実施（各回定員３
名）。
メール又は電話予約（申込宛先，申込期間等の詳細は，釧路
地方検察庁ＨＰをご覧ください。）
・参加される方は，新型コロナウイルス感染症対策のため，マ
スクの着用をお願いします。

採用担当者か
らのメッセージ

総務課庶務係 札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎

011-261-9907 － 行政 10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丁目
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://houmukyok
u.moj.go.jp/sappor
o/page000001_00
056.html

行政 8月18日（火）
8月19日（水）
8月20日（木）
　10:30～11:30
　13:30～14:30
　15:30～16:30

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 ・メール予約（先着順）
・申込期間：8月14日（金）9:00～
・申込宛先：sapporo-koyou@i.moj.go.jp
・各回定員：12人
・その他詳細は札幌法務局ホームページを御覧ください。

※説明会の日時は予定です。変更になる場合がありますの
で，あらかじめ御了承願います。

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丁目
札幌第3合同庁舎

011-261-7502 http://www.immi-
moj.go.jp/others/j
uken.html

行政 9月7日（月）※各回１時間程度
①9:00～
②10:30～
③13:30～
④15:00～

9月8日（月）※各回１時間程度
①9:00～
②10:30～
③13:30～
④15:00～

札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎

１階会議室 要 以下必要事項を記載の上，メールにてお申し込みください。
（人数の調整上，ご希望に沿えないことがございます。）

①メールの件名「個別業務説明会」
②氏名（ふりがな）
③電話番号
④希望日時（第三希望まで）
⑤受験番号（国家一般職試験）
メールアドレス：sapporo1@i.moj.go.jp

申込締切：９月４日（金）１２：００まで
日程等につきましては，メールを確認後，順次ご連絡いたしま
す。

採用担当者か
らのメッセージ

【札幌】皆さんが検察庁に採用されると「検察事務官」として働くことになります。検察官とともに社会正義のために犯罪に立ち向かいましょう！！詳しくは業務説明会にて。【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】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。私たちと一緒に社会正義実現のために働いてみませんか！【釧路】若いうちから幅広い業務を経験できる上，女性職員も重要なポストで活
躍しています。職員にとって働きやすい職場環境が整っている釧路地検で一緒に働いてみませんか？

【法務省】
札幌法務局

【法務省】
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？

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）

【出入国在留管理庁】
札幌出入国在留管理
局

出入国在留管理庁では，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，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，外国人が私たちの生活に一層身近な存在となってい
る今，我が国への外国人労働者の受入れなどの在留管理の面においても，その役割は増々重要なものとなってきています。
札幌出入国在留管理局では，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，是非官庁訪問にお越しください。（人事係長）
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２０２０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2年8月28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/psi
a/ippan.html

行政 8月31日(月)～9月2日(水)，9月9
日(水)～25日(金)※土日祝除く
○開催時間はお問い合わせくださ
い。所要時間は約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(011-261-9801)
・予約受付8月26日(水)9:00開始，その後は平日9:00～17:00に
受け付けます。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，感染予防措置
を講じた上で実施しますので，参加者の皆様もマスクの着用
等にご協力をお願いします。

採用担当者か
らのメッセージ

【オンライン説明会】
8月4日（火）
①10:00～10:30
②13:30～14:00

【オンライン説明会】
8月18日（火）
①10:00～10:30
②13:30～14:00

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。

【職場訪問形式】
7月20日（月）～7月22日（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 詳細については函館税関ホームページに掲載いたします。

【職場訪問形式】
7月27日（月）～8月31日（月）
9:00～17:00までの適宜な時間
（土日・祝日を除く）

函館市海岸町24-4
函館港湾合同庁舎

函館税関 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。

【職場訪問形式】
9月3日（木）～9月6日（日）
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。

【職場訪問形式】
9月29日（火）～9月30日（水）

札幌市中央区北1条西7丁目1-1 北海道中小企業会館 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。

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.forth
.go.jp/keneki/otar
u/

行政 令和2年9月2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。）
9月2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

【厚生労働省】
北海道厚生局

総務課庶務係 札幌市北区北8条西2丁目1番1
号
札幌第1合同庁舎8階

011‐709‐2311
（3971）

https://kouseikyo
ku.mhlw.go.jp/hok
kaido/saiyo/index
.html

行政 （１）7月29日（水）
（２）7月30日（木）
（３）7月31日（金）
（４）9月 3日（木）
（５）9月 4日（金）
（６）9月 7日（月）
（７）9月 8日（火）
各日　①10時から　②14時からの
計14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 下記のメールアドレスあてお申し込みください。
hkkousei001-s@mhlw.go.jp

採用担当者か
らのメッセージ

【財務省】
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。

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。

【厚生労働省】
小樽検疫所

当所においては、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。
デスクワークにかぎらず、海外から感染症が侵入しないよう水際対策及び港や空港の衛生状態を確認する業務等多岐にわたっております。
検疫所の業務に少しでも興味を持たれた方は、お待ちしております。

http://www.custo
ms.go.jp/hakodate
/04saiyou/index.h
tml

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

【公安調査庁】
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。そこでは，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
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２０２０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2年8月28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

【厚生労働省】
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1番1
号
札幌第1合同庁舎3階

011‐726‐3131 http://www.ncd.m
hlw.go.jp

行政 随時開催 札幌市北区北8条西2丁目１番１
号　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 下記のメールアドレスあてお申し込みください。
hokkai-saiyou@mhlw.go.jp

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1合同庁舎9階（南側）

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

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

行政 【第1回北海道労働局業務説明
会】
①8月18日（火）
②8月19日（水）
③8月20日（木）
④8月21日（金）
※上記日程において、所要時間
は約1時間を予定しております。

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

札幌第1合同庁舎 要（メールによる
事前予約）

9月中旬に若手職員等との懇談も交えた第2回目の説明会を
予定しております。
開催時間、内容等の詳細については、決定次第北海道労働
局のホームページに掲載いたしますので、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）

https://www.maff.
go.jp/hokkaido/so
umu/jinji/200805.
html

行政及び農学 【職場訪問形式】
8月20日（木）9:30～12:00

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 詳細につきましては、ホームページをご確認下さい。
お申し込みにつきましては、ホームページの申込みフォームよ
り、ご登録願います。

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 http://www.rinya.
maff.go.jp/hokkaid
o/soumu/gyoumu
setumeikai/2020k
obetugyoumusetu
meikai.html

行政、林学、土
木、建築

8月28日（金）
①10：00～11：30
②14：00～15：30

札幌市中央区宮の森3条7丁目70
番

第１研修室 要
希望者は8月17
日～8月24日ま
でにメール予約

・メール予約
・申込宛先　h_somu@maff.go.jp
・詳細は北海道森林管理局ＨＰをご覧ください。

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

011-709-2382 http://www.jfa.ma
ff.go.jp/hokkaido/

行政 9月2日（水）13:30～14:30

※　当日参加できない方は、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）

北海道漁業調整事務所　会議
室

要 ・電話予約による（開催日前日まで）。
・新型コロナウイルス対策を実施の上、ご参加願います。

採用担当者か
らのメッセージ

総務企画部
総務課人事係

札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎

011-709-2311
（2509）

https://www.hkd.
meti.go.jp/hokss/
recruit/index.htm

全区分 【動画配信】
　オンライン（YouTube)

【職場訪問型相談会】
・9月7日（月）～9日（水）
　各日13:30～14:30
        15:00～16:00
　 　　 16:30～17:30(9/7のみ：技
術系)
  各会定員20名程度

【職場訪問型個別相談会】
・9月10日（木）～25日（金）

札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎

北海道経済産業局 要

・北海道経済産業局の組織や業務概要、若手職員による試験
対策など各種動画を配信中です。
 当局に関心をお持ちの方はご覧頂き、相談会等へご参加下さ
い。

・最新情報は当局ウェブサイト、Twitter、Facebookをご覧くださ
い。
北海道経済産業局Twitter公式アカウント
https://www.hkd.meti.go.jp/twitter/index.htm
北海道経済産業局Facebook公式アカウント
https://www.hkd.meti.go.jp/facebook/index.htm

・各相談会の申込み等については、随時ウェブサイトに掲載し
ますのでご参照下さい。

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、農学を対象とした業務説明会を実施いたします。 北海道農政事務所の業務について、各部門の担当者より業務説明を行います。北海道農政事務所ではどんな仕事をしているのか？  という疑問に丁寧に
お答えすることが出来ると思います。また、私どもの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、お待ちしております。

【林野庁】
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。森林は、国土の保全、水源かん養、林産物の供給等の多面的機能や山村地域における雇用の確保に大きな役割を果たしています。国民の生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」である森林を
守り育てることが、林野庁の大きな使命となっており、林野庁・北海道森林管理局の個別業務説明では、国有林における各種取組の説明により、国有林野事業及び林野行政への理解を深めていただけるものと考えております。また、採用後の配置や研修制度についても
説明させていただきます。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。

【経済産業省】
北海道経済産業局

【水産庁】
北海道漁業調整事務
所

当事務所において、国家公務員一般職試験（大卒程度）行政区分を対象とした業務説明を実施します。
水産庁が行っている業務内容、当事務所の役割など、担当職員が丁寧に説明いたします。また、是非若手職員から当事務所の感想を聞いてみて下さい。
皆様のお越しをお待ちしてます。

【厚生労働省】
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。
『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。

【農林水産省】
北海道農政事務所

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、業務概要等に関する動画の視聴や個別相談会の参加を通じて、当局の雰囲気を感じてみてください。
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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.safety
-
hokkaido.meti.go.j
p/index.htm

技術系全区分 8月中（土・日、祝日除く）ＷＥＢ開
催
※期日は適宜都合に合わせ対応
開催：お気軽にお問い合わせ下さ
い

オンライン オンライン 要 ・予約は電話又はメールにて受け付けます。

　電話：011-709-2464
　メール：hokkaido-kanri@meti.go.jp

採用担当者か
らのメッセージ

＜行政＞
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）

https://www.hkd.
mlit.go.jp/ky/ki/ji
nji/splaat000001w
vgu.html

行政北海道 ①7月13日（月）～8月31日（月）
（土日祝日除く）
9:00～17:00

②9月9日（水）～9月25（金）（土日
祝日除く）

※②の詳細については後日、決
定次第、北海道開発局ＨＰに掲載
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 要 ※詳細については、URL先に掲載の「北海道開発局
   個別業務説明会のご案内」の内容をご覧ください。
・メール予約 ： URL先の「申込みフォーム」からメール
　　　　　　　　   での予約受付とします。
                   　（希望日前日15:00まで）
・受付開始 ：6月29日（月）9:00～
・新型コロナウイルス対策の実施にご協力をお願い
  します。（来庁の際には必ずマスクの着用をお願い
  します。）
・新型コロナウイルスの状況によってはオンラインに
  変更する場合がありますので、ご了承ください。

＜技術＞
開発監理部開
発調整課

札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎　14階

011-709-9216
（直）

https://www.hkd.
mlit.go.jp/ky/ki/ji
nji/ud49g7000000
56m2.html#s3

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

8月20日（木）～（土日祝日除く）
10:00～17:00

札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 要 ※詳細については、URL先に掲載の「北海道開発局
   個別業務説明会【技術系】」をご覧ください。
・メール予約 ： URL先の「申込みフォーム」からメール
　　　　　　　　   での予約受付とします。
　　　　　　　　　　（希望日前日12:00まで）
・受付開始 ： 8月3日（月）9:00～
・新型コロナウイルス対策の実施にご協力をお願い
  します。（来庁の際には必ずマスクの着用をお願い
  します。）
・新型コロナウイルスの状況によってはオンラインに
  変更する場合がありますので、ご了承ください。

採用担当者か
らのメッセージ

行政 【職場訪問形式】
令和2年8月11日（月）
令和2年8月12日（火）
令和2年8月17日（月）
令和2年8月18日（火）
令和2年8月19日（水）
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。
・メール予約
・受付時間：8月3日（月）～8月18日（火）平日9:00～17:00
・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

【職場訪問形式】
令和2年8月11日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30
令和2年8月27日（木）
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：平日9:00～17:00（実施の前日まで（11日で希望す
る方は7日まで））
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

人事課
人事第一係

東京都千代田区九段南1-1-15 03-5275-9308 https://www.cab.
mlit.go.jp/tcab/ad
option/second_cla
ss/01.html

行政 8月24日（月）～9月1日（火）
（土日・祝日を除いた9:00～17:00
の間）随時開催

北海道千歳市美々新千歳空港内 東京航空局新千歳空港事務所 要 ・電話予約　（TEL：0123-23-4101）
・メール予約　（Mail：cab-tokyo.saiyou@mlit.go.jp）

＊詳細は東京航空局HPをご覧下さい。

採用担当者か
らのメッセージ

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。

【経済産業省】
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のひとつです。北海道の市民生活、経済、産業基盤を支える電力の安定供給、工場・事業場等における事故防止のほか、都市ガス、ＬＰガス、高圧ガス、石油コンビナート等のエネルギーインフラ、及び火薬類、
鉱山労働者の危害防止等、保安規制や安全施策の推進などに関わる業務を実施することで、国民一人ひとりの「安心・安全」を確保する重要な役割を担っています。ぜひこの機会に北海道産業保安監督部へお越し下さい。皆さまのご参加をお待ちしております！

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

http://wwwtb.mlit
.go.jp/hokkaido/k
akusyu/saiyou/in
dex.html

【国土交通省】
北海道運輸局

総務部人事課 011-290-2712

【国土交通省】
北海道開発局

【国土交通省】
東京航空局

東京航空局では、「東日本の空」の安全・安心の確保と航空輸送の発展のため、日々業務に取り組んでいます。採用後は各地の空港事務所、東京航空局、国土交通本省航空局で勤務をすることになりますが、
空港事務所では、空港という非日常的な空間で航空機の離着陸を横目で見ながら空港の管理を経験し、東京航空局や国土交通本省航空局では航空行政に関する企画・立案業務を経験することができます。このように“Ｐｌａｎ → Ｄｏ → Ｓｅｅ”といった企画・立案側と実施・
運用側の双方の業務を行えることも大きな魅力です。日々発展していく「航空」の世界のスケールの大きさを肌で感じながら成長していくことが出来る職場なので、ご興味を持たれた方はぜひ一度業務説明会へお越しください！皆様とお会いできることを楽しみにしていま
す！
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２０２０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2年8月28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

総務部総務課
人事係

札幌市中央区北2条西18丁目2 011-611-6141
（321）

http://www.jma-
net.go.jp/sapporo
/shinseiannai/bos
yu/bosyu.html

行政、物理、電
気・電子・情
報、化学

【オンライン形式】
※オンライン環境がない場合は職
場訪問形式も並行して実施
<物理、電気・電子・情報、化学>
8/26（水）
① 10：30～11：30
② 13：00～14：00
<行政>
8/27（木）
① 10：30～11：30
② 13：00～14：00
 

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」を実施し
ます（20分程度）。
○予約方法
・メール予約制となります。
　MAIL：sapporo.jinji@met.kishou.go.jp
・申込期間：8月3日（月）～8月17日（月）
※場合によっては8/18以降も参加者を追加募集しますので、
ご相談ください。
・参加回確定連絡：8月18日（火）
・各回定員：10名程度
・その他詳細はホームページをご覧ください。

採用担当者か
らのメッセージ

https://www.mlit.
go.jp/jtsb/jinji/sai
you/setumeikaisai
kai2020.pdf

行政、電気・電
子・情報、機
械、土木、物
理。化学

令和2年6月29日（月）～8月下旬
ごろ 平日のみ 11:00～16:00（1時
間程度）

東京都新宿区四谷1-6-1
四谷タワー15階

運輸安全委員会 要 ○事前予約（Ｅメール又は電話）

※東京から遠方にお住まいの方は、地方事務所（函館・仙台・
神戸・広島・門司・長崎・那覇）でも実施いたしますので、ご相
談ください。

https://www.mlit.
go.jp/jtsb/jinji/sai
you/websetumeik
ai2020.pdf

行政、電気・電
子・情報、機
械、土木、物
理。化学

令和2年7月22日（水）～8月下旬
ごろ 毎週水曜日を予定

①13:40～（45分程度・定員10人）
②14:40～（45分程度・定員10人）
③15:40～（45分程度・定員10人）

Ｓｋｙｐｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ
（WEB業務説明会）

運輸安全委員会
（WEB業務説明会）

要 ○事前予約（Ｅメール）

・接続手順は、参加が決定した方に事前にご連絡します。
・接続に係る通信料等は、参加者負担となりますので、御了承
ください。

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)

https://www.mod.
go.jp/j/saiyou/ipp
an_senmon/setsu
mei/index.html

行政、電気・電
子・情報、機
械、土木、建築

①8月12日(水)13:30～15:00
②8月19日(水)13:30～15:00
③8月26日(水)13:30～15:00
④9月 4日(金)15:00～16:30
⑤9月24日(水)13:30～15:00

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1・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週金曜日の16:00まで（※第4回のみ
9/2（水）16：00まで

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）

https://www.mod.
go.jp/j/saiyou/ipp
an_senmon/setsu
mei/index.html

行政、電気・電
子・情報、物
理、土木、建築

①8月12日(水)13:30～15:00
②8月19日(水)13:30～15:00
③8月26日(水)13:30～15:00
④9月 4日(金)15:00～16:30
⑤9月24日(水)13:30～15:00

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1・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週金曜日の16:00まで（※第4回のみ
9/2（水）16：00まで

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.famic.
go.jp/information/
adoption_guidance
/01/01saiyoujyou
hou.html

化学、農学、林
学

①8月26日（水）
　　13:30～15:30
②8月27日（木）
　　13:30～15:30

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）
・受付時間：平日の10:00～17:00
・新型コロナウイルス対策を実施の上、ご参加ください。
・その他詳細はホームページをご覧ください。

採用担当者か
らのメッセージ

（独）農林水産消費安
全技術センター札幌セ
ンター

 ＦＡＭＩＣは、肥料、農薬、飼料等の農業生産資材の品質と安全性の確保や、食品等について食品表示法に基づく表示制度や監視業務及びＪＡＳ規格制度における審査や調査等（専門技術的知見を活用した科学的な検査・分析と現場での調査等）の幅広い業務を行って
いますので、どのような仕事に対しても積極的に対応して頂ける人材を求めています。少しでも興味を持たれた方は、是非ご参加下さい。

【気象庁】
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。ぜひ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。

【防衛省】
陸上自衛隊北部方面
総監部

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。
防衛省・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】
運輸安全委員会事務
局

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うことで、事故の再発防止を図り、運輸の安全性向上を目指す国土交通省の機関です。
事務系の職員も研修を受けることで、専門的な知識を身につけ、管理の仕事だけでなく、調査、分析など、事故の調査官を含めた多種多様な分野で活躍できます。
職場の雰囲気やどのような業務を行っているのか、少しでも興味をお持ちの方は、個別の業務説明会やWEBでの業務説明会に是非お越しください。

【防衛省】
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ください。

事務局総務課
人事係

東京都新宿区四谷1-6-1
四谷タワー15階

03-5367-5025
（122,123）
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