
２０２１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3年7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

011-251-2600 https://www.jinji.go.jp/
hokaido/jinjiinsaiyo.html

行政北海道 【職場訪問形式】
7月1日(木)
①10:00～11:30
②13:30～15:00
【オンライン形式】
7月2日(金)
①10:00～11:30
②13:30～15:00

札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎2階南側

人事院北海道事務局第１業務室 要 ・要メール予約
・各回定員10名
・予約開始は6月16日(水)9:00から
・予約の詳細はホームページに掲載します

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 011-251-
0110(6032)

https://www.police.pref
.hokkaido.lg.jp/joutuu/i
ndex.html

全区分 7月9日(金)～7月13日(火)
※　土日を含む
① 9：30～12：00
②14：00～16：30

札幌市中央区北2条西7丁目
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7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。
・申込先アドレス　hokkaido.CGA@npa.go.jp
・詳細は北海道警察情報通信部HP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.soumu.go.j
p/kanku/hokkaido/saiy
o.html

行政 【職場訪問形式】
6月22日（火）
①10:00～11:00
②13:30～14:30
③16:00～17:00
6月29日（火）
①10:00～11:00
②13:30～14:30
③16:00～17:00

【オンライン説明会】
 6月23日～
希望に応じて、随時実施

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 ・説明会の開催形式を問わず、要メール予約
・申込宛先：hkd-314@soumu.go.jp
・申込期間：6月7日（月）から開催日の３日前まで
・職場訪問形式説明会の定員は各回とも10人程度
・説明会の内容は、職場訪問、オンラインとも同様
※　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

【総務省】
北海道総合通信局

総務部総務課
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
（内線4607）

https://www.soumu.go.j
p/soutsu/hokkaido/sai
yo/index.htm

行政北海道・
技術系全区分

【オンライン形式のみ】
・７月１日（木）
①10：30～11：30
②14：00～15：00
・７月２日（金）
①10：30～11：30
②14：00～15：00

オンライン オンライン 要 ・メール予約（先着順）
・定員：各回１０名、合計４０名
・申込期限：６月２５日（金）午後５時まで（ただし、定員に達し次第
受付を終了します）
・申込宛先：saiyou-jsoutsuu@soumu.go.jp
・利用するソフト：Skype for Business
・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

【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。

北海道総合通信局は総務省の地方支分部局として、地域の情報化の推進やテレビ・携帯電話・インターネットなど皆さんが生活していくうえで欠かせない情報通信技術分野の規律維持・発展を通じて北海道を元気にすることを目標としています。
個別業務説明会では当局で勤務する若手職員から自身の経験を通じた説明を行う予定です。
皆さんには是非業務説明会に参加いただき、総合通信局に興味を持っていただく機会になればと考えています。

【人事院】
人事院北海道事務局

人事院は、勤務環境の整備を行う行政機関として、行政全般を支える重要なインフラの役割を担っており、皆さんが国家公務員となるための採用試験を実施したり、各府省横断的な研修を開催したり、勤務時間・休暇制度や給与制度等といった各種勤務条件制度の適正な運用を図るなど、国家公
務員として勤務することとなる皆さんのライフスタイルにさまざまな形でかかわっています。現在、職員数16名と少人数ではありますが、一人ひとりに求められる役割はたいへん大きく、採用後は即戦力としての活躍を期待しています。採用された場合には、事務局所在地の札幌市で勤務することに
なります。また、その希望により本院(東京都千代田区)に異動した職員も多く、将来皆さんが経験を積む中で自身のキャリアをさらに高めていくことも可能となっています。少しは興味を持っていただけたでしょうか、北海道に勤務する国家公務員を支える一員として一緒に働いてみませんか。

【総務省】
北海道管区行政評価局

当局は、国民の皆さんからの行政に関する相談の対応（行政相談）や、行政上の課題に関する調査の実施（行政評価局調査）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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２０２１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3年7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】
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.kensatsu.g
o.jp/kakuchou/sapporo
/page1000001_00027.h
tml

行政 6月29日（火）
①13:00～14:00
②14:30～15:30
③16:00～17:00
6月30日（水）
①13:00～14:00
②14:30～15:30
③16:00～17:00

札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎12階

札幌地方検察庁　12階会議室 要予約 ・電話予約（先着順，各回定員に達し次第予約締切）
・申込期間：6月16日（水）9:30～
・各回定員：10人
・官庁訪問は7月9日（金）及び12日（月）に行います。詳細は当庁
ホームページをご覧ください。

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.kensatsu.g
o.jp/kakuchou/hakodat
e/page1000022.html

行政 7月26日（月），7月27日（火）の
10:00～17:00までの適宜な時間

函館市上新川町1-13 函館地方検察庁 要予約 ・電話予約
・申込期間：7月19日（月），7月20日（火）の9:00～17:00

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.kensatsu.g
o.jp/kakuchou/asahika
wa/page1000038.html

行政 8月3日（火）～8月5日（木）の間
9:00～17:00までの適宜な時間

旭川市花咲町4丁目 旭川法務総合
庁舎

旭川地方検察庁 要予約 ・電話予約
　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
庁総務課人事
係

釧路市柏木町5-7 0154-41-
6151(1432・1433)

http://www.kensatsu.g
o.jp/kakuchou/kushiro
/page1000029.html

行政 8月3日（火）
①10:00～11:30　②14:00～15:30
8月4日（水）
③10:00～11:30　④14:00～15:30
8月5日（木）
⑤10:00～11:30　⑥14:00～15:30

釧路市柏木町5番7号 釧路地方検察庁　第2会議室 要予約 ・電話予約
・受付期間：7月26日（月）～7月30日（金）
・官庁訪問は8月16日（月）に行います。詳細は当庁ホームページ
をご覧ください。

採用担当者か
らのメッセージ

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 7月14日(水)～15日（木）
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

6月22日（火）
6月23日（水）
6月24日（木）
6月25日（金）
　  9:00～10:10
　11:00～12:10
　13:30～14:40
　15:30～16:40

札幌市北区北8条西2丁目１番１
札幌第1合同庁舎

札幌法務局会議室

【函館地方法務局での開催日時】
6月24日（木）
　13:30～14:40
　15:30～16:40

函館市新川町25番18号
函館地方合同庁舎

函館地方法務局

【旭川地方法務局での開催日時】
6月23日（水）
　  9:00～10:10
　11:00～12:10

旭川市宮前1条3丁目3番15号
旭川地方合同庁舎

旭川地方法務局

【釧路地方法務局での開催日時】
6月23日（水）
　13:30～14:40
　15:30～16:40

釧路市幸町10丁目3
釧路合同庁舎

釧路地方法務局

採用担当者か
らのメッセージ

【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？

【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。

【法務省】
札幌法務局

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://houmukyoku.moj
.go.jp/sapporo/page000
475_00002.html

行政

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）

・メール予約（先着順）
・申込期間：6月14日（月）9:00～
・申込宛先：sapporo-koyou@i.moj.go.jp
・各回定員：16人
・6月23日（水）及び24日（木）は，函館・旭川・釧路の各地方法務
局と札幌法務局をWebシステムで接続し，地方法務局から札幌法
務局で開催する説明会に御参加いただけます。
・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。

要
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２０２１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3年7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.moj.go.jp/is
a/supply/recruitment/i
ndex.html

行政北海道 6月30日（水）～7月2日（金）
各日とも
①9：00～10：30
②13：30～15：00

札幌市中央区大通西12丁目札幌第3
合同庁舎

・6月30日（水）及び7月2日（金）
→1Ｆ共用会議室

・7月1日（木）
→7Ｆ集団処遇室

要 　参加希望の方はメールで予約してください。確認後，こちらから
確定した参加日時を電話で連絡します。
・宛先：sapporo1@i.moj.go.jp
・件名：業務説明会予約
・本文：①氏名（ふりがな），②電話番号，③居住地，④希望日時
（第三希望まで），⑤受験番号（国家一般職採用試験）
・申込受付期間：６月１４日（月）から２８日（月）１２時まで（指定期
間外に受信したメールは無効）
　新型コロナウィルス感染症感染拡大等の状況によっては，参加
をお断り，または説明会を中止とする場合がありますので予めご
承知おきください。

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
札幌第三合同庁舎8階

011-261-9801
（直通）

http://www.moj.go.jp/p
sia/sougou_ippan.html

行政北海道 未定 札幌市中央区大通西12丁目
札幌第三合同庁舎8階

北海道公安調査局 要 業務説明会の開催については現在未定ですが，実施の際は当
HPのほか，左記URLでもご案内いたしますので，随時ご確認くだ
さい。

採用担当者か
らのメッセージ

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

0138-40-4225 ｈｔｔｐｓ：
//www.customs.go.jp/h
akodate/04saiyou/inde
x.html

行政、電気・電
子・情報、機
械、土木、建
築、物理、化
学、農学

【職場訪問形式】
7/9（金）～7/12（月）
①10:00～12:00
②14:00～16:00
※土日を含め各日2回実施

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。

採用担当者か
らのメッセージ

【厚生労働省】
小樽検疫所

総務課庶務係 小樽市港町5-2
小樽地方合同庁舎1階

(0134)22-5234 https://www.forth.go.jp
/keneki/otaru/

行政 7月9日から実施。
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9日は下記の日程で実施時ま
す。
　○第1回目　13：10～14：30
　○第2回目　15：10～16：30

小樽市港町5-2
小樽地方合同庁舎1階

小樽検疫所（予防接種待合室） 要 下記のメールアドレス宛てにお申し込みください。
※otarukenekisho-soumuka@mhlw.go.jp
ご来場の際には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、余裕をもってお越しください。

採用担当者か
らのメッセージ

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://kouseikyoku.m
hlw.go.jp/hokkaido/saiy
o/index.html

行政 7月9日（金）、7月12日（月）、7月13
日（火）、
各日　午前1回、午後1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

【公安調査庁】
北海道公安調査局

“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。ここではあなたの“人間力”を活かして社会に貢献できるだけでなく，幅広い職務経験を通じてあなた自身の成長にも繋がります。調査における主役はあなたであり，自ら仕

事を企画・立案し実行できます。また，専門的な語学能力や調査技能の向上を図るため研修制度が充実しているほか，働きやすい職場環境を目指して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。当局に興味をお持ちの方は，ぜひ官庁訪問
にお越しください。

【財務省】
函館税関

税関は全国の海港や空港において、日本の最前線で輸出入される貨物の最終的なチェックを行う重要な機関です。
業務は多岐にわたり、銃器や不正薬物等の密輸の取り締まり、輸出入申告される貨物の許可・承認、輸入貨物に課される関税等の賦課徴収等を通じて、安全・安心な社会の実現や適正かつ公平な関税等の徴収を行っています。
「税関ってなに？」と思われた方や税関の業務に少しでも興味を持たれた方は、是非この機会に官庁訪問に参加してください。皆さんの参加をお待ちしております。

【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，安全安心な社会を実現するため，テロリストや犯罪者の入国を確実に防ぐ厳格な出入国審査に取り組んでいます。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
外国人労働者等の受入れなどの在留管理の面や，共生社会に向けた在留支援の取組みなど，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，是非お越しください。（人事係長）

北海道厚生局

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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２０２１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3年7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

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.ncd.mhlw.g
o.jp

行政北海道 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 電話又はメール（hokkai-saiyou@mhlw.go.jp）

採用担当者か
らのメッセージ

総務課人事第
一係・第二係

札幌市北区北8条西2丁目1番
1

011-709-2311
（内線3510・
3509）     (内線
3508・3511)

https://jsite.mhlw.go.jp
/hokkaido-
roudoukyoku/roudouky
oku/roudoukyoku_saiyo
u.html

行政 【北海道労働局オンライン業務説
明会】
7月1日(木)
①午前（1回）、②午後（1回）
7月2日（金）
①午前（1回）、②午後（1回）
※上記日程の開催はいずれも同
内容で、所要時間は約1時間を予
定しています。

札幌市北区北8条西2丁目1番1
※職場訪問形式（集合場所が変更と
なる場合もあります。）　を実施する場
合

札幌第一合同庁舎 要（メールによ
る事前予約）

7月後半には職場訪問形式で若手職員等との懇談や職場見学も
交えた第2回目の業務説明会を予定しています。
開催日時、内容等の詳細については、決定次第北海道労働局
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

庶務係 〒062-0045
北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1

TEL 011-852-
1809

https://www.maff.go.jp
/pps/j/guidance/recrui
t/index.html

化学、農学、
林学

①	6月21日（月）
　　　　　　13時30分から
②	6月24日（木）
　　　　　　13時30分から

〒062-0045
北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1

横浜植物防疫所札幌支所 要 植物防疫所HPの申込フォームから予約

採用担当者か
らのメッセージ

総務課人事第
１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 https://www.maff.go.jp
/hokkaido/soumu/jinji/
0603.html

行政 【オンライン形式　各回定員4名】
①６月28日（月）10:00～11:00
②６月28日（月）14:00～15:00
③６月29日（火）10:00～11:00
④６月29日（火）14:00～15:00
⑤７月１日（木）10:00～11:00
⑥７月１日（木）14:00～15:00
⑦７月２日（金）10:00～11:00
⑧７月２日（金）14:00～15:00
⑨７月５日（月）10:00～11:00
⑩７月５日（月）14:00～15:00

オンライン形式 オンライン形式 要 左記URL内の申込フォームから、予約をお願いいたします（先着
順）。

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.g
o.jp/hokkaido/soumu/g
youmusetumeikai/2021
kobetugyoumusetumeik
ai.html

行政、林学、
土木、建築

【職場訪問形式】
7月20日（火）
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7月1
日～7月14日
までにメール

予約

・メール予約
・申込宛先：h_somu@maff.go.jp
・職場訪問形式による説明会に参加される方は、新型コロナウイ
ルス対策を実施の上、ご参加ください。
・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

【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。

【厚生労働省】
北海道厚生局麻薬麻薬
取締部

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下さい。
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。

【厚生労働省】
北海道労働局

地域における労働行政の総合的機関として、雇用の安定や誰もが健康で働きやすい職場の実現などを目指し、「働く」ということに関連する様々な行政分野を運営しています。「働く」を通して社会に貢献したい方、「国民から感謝される仕事がしたい！」という方、労働行政に興味がある
方は是非説明会にご参加ください。「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ればと思います。今年度の官庁訪問も含め皆様の参加を心よりお待ちしております。

【農林水産省】
横浜植物防疫所札幌支
所

植物防疫所では、日本の農作物などに被害をもたらす海外からの病害虫の侵入を防ぐため、全国の海港や空港で輸入検疫を行っています。また、諸外国の要求に応じた輸出検疫、重要な病害虫が国内でまん延することを防ぐための国内検疫などの業務も行っているほか、さまざまな
専門分野の研修や病害虫に関する調査研究も行っています。
私たちと一緒に日本の農業と緑を守っていきませんか？外での仕事が多く、明るく楽しい職場です。是非、説明会にお越しください。

【農林水産省】
北海道農政事務所

わたしたち北海道農政事務所は、農林水産省の地方組織であり、生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を未来の子どもたちに継承していくことを使命としています。
本説明会は、北海道農政事務所の業務説明と若手職員との座談会の二部構成になっており、北海道農政事務所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？といった疑問にお答えすることができると思います。
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、ぜひご参加ください！
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２０２１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3年7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 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.maff.go.j
p/hokkaido/

行政 7月12日（月）13：30～14：30
7月16日（金）11:00～12:00
※　当日参加できない方は、事前
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　13階（北側） 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

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.g
o.jp/hokss/recruit/ind
ex.htm

全区分 ①6月25日（金）10：00～11：00
②7月6日（火）10：00～11：00

③7月7日（水）14:00～15:00
④7月9日（金）10：00～11：00

※③④は1次合格者のみ対象

オンライン（Microsoft Teamsを想定） オンライン（Microsoft Teamsを想
定）

要 ・事前に北海道経済産業局の採用ページに掲載されている動画
（YouTube）をご覧ください。
・申込方法等の詳細については、決まり次第、北海道経済産業
局の採用ページに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

＜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/jinji/ud49g70
0000056m2.html

行政北海道 7月14日（水）～8月9日（月）（土日
祝日除く）
9:00～17:00

札幌市北区北8条西2丁目 札幌第１合同庁舎 要 ※詳細は、URL先に掲載の「北海道開発局 官庁訪問及び個別
業務説明会のご案内（行政）」をご覧ください（7/1までに掲載予
定）。
・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 ： ７月７日（水）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/jinji/ud49g70
0000056m2.html

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、
行政北海道

6月29日（火）～（土日祝日除く）
10：00～17：00

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
④ＷＥＢ開催

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

要 ※詳細は、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。（それぞれで申込締切を設けています）
・受付開始 ： ６月１４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全て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。
※７月７日（水）以降の開催については随時北海道開発局ＨＰに
て公開します。

採用担当者か
らのメッセージ

【水産庁】
北海道漁業調整事務所

水産庁では、水産資源の持続的な利用が最大限図られるよう、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。
「魚」が好きな若者よ集まれ！　　「船」が好きな若者よ集まれ！　　そして、何よりも「海」が好きな若者よ集まれ！

【経済産業省】
北海道経済産業局

経済産業省の地方支分部局として「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」をもって地域に根ざした施策を展開しています。若いうちから国際業務に携わったり、現場に出たりする機会があります。業務は幅広く、皆さんの興味のあることに出会うチャン
スに溢れています。「行政」のほか､技術系（全区分）も積極的に採用しており、人物本位で選考します。
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。

【国土交通省】
北海道開発局

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、アイヌ施策の推進等をつかさどり、北海道総合開発計画を推進し、北海道が抱えるあらゆる課題とその未来にあるあらゆる可能性に真正面から取り組む総合行政機関です。約４，５
００人の職員が在籍し、事務系・技術系職員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。北海道の大地で国の発展に真剣に取り組める、そんなあなたが、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。

5/7

http://www.jfa.maff.go.jp/hokkaido/
http://www.jfa.maff.go.jp/hokkaido/
https://www.hkd.meti.go.jp/hokss/recruit/index.htm
https://www.hkd.meti.go.jp/hokss/recruit/index.htm
https://www.hkd.meti.go.jp/hokss/recruit/index.htm
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/jinji/ud49g700000056m2.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/jinji/ud49g700000056m2.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/jinji/ud49g700000056m2.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/jinji/ud49g700000056m2.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/jinji/ud49g700000056m2.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/jinji/ud49g700000056m2.html


２０２１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3年7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

総務部人事課 011-290-2712
（直）

行政北海道 【職場訪問形式】
6月21日（月）～25日（金）・29日
（金）
① 9:00～10:00
②10:30～11:30
③13:30～14:30
④15:00～16:00

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 ・「事務系」中心の内容となります。
・メール予約
・申込期間：6月14日（月）以降
・職場訪問形式による説明会に参加される方は、新型コロナウイ
ルス対策を実施の上、ご参加ください。
・詳細は北海道運輸局HPの採用情報をご覧ください。

自動車技術安
全部技術課

011-290-2753
（直）

機械、電気・電
子・情報、土木

【職場訪問形式】
6月21日（月）～25日（金）・29日
（金）
① 9:00～10:00
②10:30～11:30
③13:30～14:30
④15:00～16:00

札幌市中央区大通西10丁目
札幌第2合同庁舎　7階

北海道運輸局自動車技術安全部 要 ・「自動車技術系」中心の内容となります。
・メール予約
・申込期間：6月14日（月）以降
・職場訪問形式による説明会に参加される方は、新型コロナウイ
ルス対策を実施の上、ご参加ください。
・詳細は北海道運輸局HPの採用情報をご覧ください。

海上安全環境
部
船舶検査官

011-290-2774
（直）

機械、電気・電
子・情報、土木

【オンライン説明会】
6月17日（木）・18日（金）
6月28日（月）・29日（火）（４日間）
①10:30～11:30
②14:30～15:30
【職場訪問形式】
6月21日（月）～25日（金）（５日間）
①10:30～11:30
②14:30～15:30

札幌市中央区大通西10丁目
札幌第2合同庁舎　7階

北海道運輸局海上安全環境部 要 ・「海事技術系」中心の内容となります。
・メール予約（先着順、各開催日の2日前まで）
・申込期間：6月14日（月）以降
・申込宛先：hkt-recruit-maritime@gxb.mlit.go.jp
・各回定員：３人
・職場訪問形式による説明会に参加される方は、新型コロナウイ
ルス対策を実施の上、ご参加ください。
・オンライン説明会は、Microsoft Teamsを利用します。
・詳細は北海道運輸局HPの採用情報をご覧ください。

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

【行政】03-5275-
9308(内線：7134）

【電気】03-6691-
9309

https://www.cab.mlit.go
.jp/tcab/adoption/hokk
aido_saiyou.html

行政北海道、
電気・電子・情
報

【職場訪問形式】
6月24日（木）～7月7日（水）
　※土日・祝日を除いた9:00～
17:00
　の間に随時開催

北海道千歳市美々新千歳空港内 新千歳空港事務所総務課 要 【北海道行政】
・電話連絡（TEL：0123-23-4101）
・メール予約（cab-hokkaido.saiyou@gxb.mlit.go.jp）

【電気・電子・情報】
・電話連絡（TEL：0123-23-4168）
・メール予約（tcab-saiyou.denki@mlit.go.jp）

・詳細は東京航空局HPをご覧ください。
・職場訪問形式による説明会に参加される方は、新型コロナウイ
ルス対策を実施の上、ご参加ください。

採用担当者か
らのメッセージ

総務部総務課
人事係

札幌市中央区北2条西18丁目
2

011-611-6141
（321）

https://www.jma-
net.go.jp/sapporo/abou
t/saiyo/bosyu/bosyu.h
tml

行政、土木、
物理、電気・電
子・情報、化学

【オンライン説明会】
<土木、物理、電気・電子・情報、
化学>
8/6（金）
① 10：00～10：45
② 13：30～14：15

札幌市中央区北2条西18丁目2 札幌管区気象台 要 ○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5日（木）12時まで
・各回定員：5名程度
・説明会は原則Microsoft Teamsで実施します。
　オンライン環境がない等ありましたら、ご相談ください。
・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

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/ippan_senmon
/setsumei/index.html

行政、電気・電
子・情報、物
理、土木

①6月22日(火)13:30～15:00
②6月30日(水)13:30～15:00
③7月26日(月)10:30～12:00
④7月26日(月)13:30～15:00
⑤8月 6日(金)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３回、第４回については、全週水曜日の16:00まで
・各回定員は１５名

採用担当者か
らのメッセージ

【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。採用後は全国の空港事務所、地方航空局、国土交通本省航空局等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、地方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！

【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】
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。

【国土交通省】
北海道運輸局

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/kakusyu/sai
you/index.html

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・監督業務や船舶の安全航行及び海洋環境の保護を確保する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
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２０２１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3年7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

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/ippan_senmon
/setsumei/index.html

行政、電気・電
子・情報、機
械、土木、建
築

①6月22日(火)13:30～15:00
②6月30日(水)13:30～15:00
③7月26日(月)10:30～12:00
④7月26日(月)13:30～15:00
⑤8月 6日(金)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３回、第４回については、全週水曜日の16:00まで
・各回定員は１５名

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
/recruitment_internship
/r04/setsumei/

化学・農学・林
業

【職場訪問形式】
①6月24日(木)
　13:30～15:30
②6月25日(金)
　13:30～15:30

札幌市北区北10条西4丁目1－13道
新北ビル

農林水産消費安全技術センター札
幌センター

要 ・メール予約（各開催日の前日16時まで）
・申込宛先：houmon_sapporo126@famic.go.jp
・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

独立行政法人
農林水産消費安全技術
センター　札幌センター
（ＦＡＭＩＣ）

 ＦＡＭＩＣは、農林水産省の施策に密接に関係し、肥料、農薬、飼料などの農業生産資材の安全の確保、食品や木材などの品質･表示の適正化などに専門的な技術や知見を活用した科学的な検査・分析と現場での調査等を通じて国民の皆様の食に関する信頼確保に努めています。
デスクワークだけでなく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取り組んでいただける活動的な人材を求めています。少しでも興味を持たれた方は、是非ご参加を！技術等習得の研修制度もあります！

【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、新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況にもよりますが、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！
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