
北海道地区 ＊学年・年齢不問＊事前予約制＊服装自由

公務研究セミナー 
開 催 日 ：  令和４年１１月２０日（日） 

10:00▸17:10 (9:40 開場)  

開催場所 ：  北海道立道民活動センター かでる２・７ 

札幌市中央区北２条西７丁目 
 

別紙１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

各府省の職員が本府省等の業務概要、直面する政策課題（取組み、

今後の展望等）、仕事の魅力などを説明します。 

 
 

◇◆◇◆ プログラム ◇◆◇◆ 

各府省５０分ずつ、同一の説明を２回行います。 

各回の開始時間までに希望する府省のブースに入室してください。 

パンフレットコーナー（８階 ８２０室）は１０：３０から１６：２０までです。 

教室 

午前の部 

【第１回】10：00～10：50 

【第２回】11：10～12：00 

午後の部 

【第３回】12：50～13：40 

【第４回】14：00～14：50 

夕方の部 

【第５回】15：10～16：00 

【第６回】16：20～17：10 

府省名 府省名 府省名 

10 

階 

１０７０ 経済産業省（事・技） 公正取引委員会（事） 総務省（事） 

１０５０ 農林水産省（事） 内閣府（事） 公安調査庁（事・技） 

１０４０ 農林水産省（技） 厚生労働省（技） 法務省（事） 

１０２０ 国税庁（事） 財務省財務局（事） 
内閣情報調査室・ 

内閣衛星情報センター（事・技） 

１０１０ 警察庁（事） 厚生労働省（事） 金融庁（事・技） 

9

階 

９４０ 出入国在留管理庁（事） 会計検査院（事・技） 防衛省・防衛装備庁（技） 

９３０ 警察庁（技） 消防庁（技） カジノ管理委員会（事） 

９１０ 国税庁（技） 特許庁（技） 消費者庁（事・技） 

7

階 

７６０ 原子力規制庁（事・技） 特許庁（事） 法務省（技） 

７５０ 財務省税関（事・技） 林野庁（事・技） 文部科学省（技） 

７３０ 財務省本省（事・技） 国土交通省（事） 防衛省（事） 

７１０ 環境省（事・技） 国土交通省（技） 文部科学省（事） 

 
＊ このセミナーは、採用・選考活動とは一切関係ありません。 

＊ 希望する回だけでもご参加いただけます。 

＊ 試験全般に関する質問は、1060 室受付の人事院職員にお問い合わせください。 

＊ 資料を配布しますので、カバン等があると便利です。 

資料を配付しますので、 

10 階 1060 室「受付」にお越しください。 

人 事 院 
北海道事務局 



機密性１情報

札幌市中央区北２条西７丁目 道民活動センタービル
「北海道立道民活動センター かでる２・７」
札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅１０番出口より徒歩約９分

２０２２年度北海道地区公務研究セミナー
会場へのアクセス



７Ｆ
男子トイレ

女子トイレ身障者用トイレ 飲料水自動販売機

エレベーター 給湯室

760
会議室

730研修室
750

研修室
740

研修室

710会議室

アイヌ総合センター
管理事務室

北海道アイヌ協会

北海道アイヌ古式舞踊連合保存会

アイヌ総合センター
図書情報資料室

アイヌ総合センター
保存実習室

アイヌ総合センター
資料展示室

８Ｆ
男子トイレ

女子トイレ身障者用トイレ 飲料水自動販売機

エレベーター 給湯室

810B
会議室

810A
会議室

820研修室

研究相談室

子育て
カウンセリング室

生涯学習推進センター

創作実習室

学習相談室
（まなびウィング）

生涯学習推進センター
管理事務室

生涯学習推進センター
教材制作室

市民活動促進センター　管理事務室

交流推進コーナー
資料提供コーナー
相談コーナー
情報提供コーナー
資料展示コーナー

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
テキストボックス
出席票・アンケート回収場所

大嶺優雅(OMINEYuga)
テキストボックス
パンフレットコーナー１０：３０～１６：２０



９Ｆ
男子トイレ

女子トイレ身障者用トイレ 飲料水自動販売機

エレベーター 給湯室

910
会議室

930
研修室

940研修室 920会議室

北海道生涯学習協会

北海道公民館協会

ガールスカウト北海道連盟

北海道文化財保護協会

北海道社会教育委員連絡協議会

北海道子ども会育成連合会

北海道女性団体連絡協議会

生涯学習推進センター

道民カレッジ事務局

図書資料室

情報交流広場
（まなびの広場）

１０Ｆ
男子トイレ

女子トイレ身障者用トイレ 飲料水自動販売機

エレベーター 給湯室

1040会議室 1050会議室

1010
会議室

1020
会議室

1030
会議室

1070会議室 1060会議室

生涯学習推進センター

視聴覚センター

試写室

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
四角形

大嶺優雅(OMINEYuga)
テキストボックス
出席票・アンケート回収場所

大嶺優雅(OMINEYuga)
テキストボックス
受付※資料を配付します。



別紙２

2022.11.20 (日)北海道地区公務研究セミナー

　予約受付番号

　→３．の参加府省欄へ

２．（予約受付番号がわからない方のみ）氏名及び電話番号

　氏名（ふりがな）

　氏名（漢字）

　電話番号 （予約時の登録番号）

３．今回説明を聞いた府省の番号を記入してください。

① 会計検査院 ⑱ 国税庁（事務）

② 内閣情報調査室・ ⑲ 国税庁（技術）

　  内閣衛星情報センター ⑳ 文部科学省（事務）

③ 内閣府 ㉑ 文部科学省（技術）

④ 公正取引委員会 ㉒ 厚生労働省（事務） （番号記入）※

⑤ 警察庁（事務） ㉓ 厚生労働省（技術） 午前 １回目 ２回目

⑥ 警察庁（技術） ㉔ 農林水産省（事務）

⑦ カジノ管理委員会 ㉕ 農林水産省（技術）

⑧ 金融庁 ㉖ 林野庁

⑨ 総務省 ㉗ 経済産業省 午後 １回目 ２回目

⑩ 消防庁 ㉘ 特許庁（事務）

⑪ 法務省（事務） ㉙ 特許庁（技術）

⑫ 法務省（技術） ㉚ 国土交通省（事務）

⑬ 出入国在留管理庁 ㉛ 国土交通省（技術） 夕方 １回目 ２回目

⑭ 公安調査庁 ㉜ 環境省

⑮ 財務省本省 ㉝ 原子力規制庁

⑯ 財務省財務局 ㉞ 防衛省（事務）

⑰ 財務省税関 ㉟ 防衛省・防衛装備庁（技術）

＜個人情報の取扱いについて＞

■問合せ先：人事院企画課人材確保対策室

            電話番号  　03-3581-5314

            E-mail 　　saiyou.npa@jinji.go.jp

出席票
記入の上、退場の際に必ず提出してください。

この出席票に記載いただいた個人情報は、参加者の確認及び新型コロナウイルス感染者が確認された場合の感染経路追跡のためにのみ利
用します。

１．予約時に受信した予約完了メールに記載された予約受付番号
　　（予約受付番号がわからない方は「２．氏名及び電話番号」を記入してください。）

※実施回ごとに参加した府省の番号をすべて
記入してください。

セミナー後、アンケートへの

ご協力をお願いします。
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