就きたい仕事が
きっと見つかります！

普段見ることのできない国家公務員の職場を訪問して、公務現場の雰囲気を直接体感しよう！
詳細は、各機関のホームページ等で確認してください。
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備

考

[警察庁]
北海道警察情報通信部

[一般職 大卒程度]
行政
電気･電子･情報、物理、
機械、土木

・業務説明
・若手職員との意見交換

札幌市中央区北2西7
北海道警察本部12階
北海道警察情報通信部

3/12(火)
10:30～11:45
13:30～14:45
15:30～16:45
※希望時間帯を選択

[電 話]
3/1(金) 9:00～

◇通信庶務課・人事給与係
011-251-0110（内線6032）

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/joutuu/dotuusaiyo.htm

服装は自由です。

[総務省]
北海道管区行政評価局

[一般職 大卒程度]
行政

・業務説明
・若手職員との意見交換
・職場見学

札幌市北区北8西2-1-1
札幌第1合同庁舎6階（北側）
北海道管区行政評価局第1会議室

3/ 7(木)
13:30～15:00
15:30～17:00
※希望時間帯を選択

[電 話]
3/4(月) 10:00～

◇総務課・人事係
011-709-2311〔内線3114〕

http://www.soumu.go.jp/kanku/hokkaido.html

軽装（私服）で出席されて
も構いません。

[総務省]
北海道総合通信局

[一般職 大卒程度]
行政
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

・業務説明
・若手職員との意見交換
・職場見学

札幌市北区北8西2-1-1
札幌第１合同庁舎12階
北海道総合通信局第1会議室

3/ 7(木)、 8(金)
10:00～11:30
13:30～15:00
※希望日・時間帯を選択

[電 話]
3/1(金) 9:00～
（※）

◇総務課・人事係
011-709-2311（内線4607）

http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/saiyo/index.htm

(※) 3/1(金)の予約受付
は9:00から12:00までで
す。

[法務省]
札幌地方検察庁

[一般職 大卒程度]
行政

・業務説明
・若手職員との意見交換

札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎12階
札幌地方検察庁会議室

3/14(木)
13:00～14:30
15:30～17:00
※希望時間帯を選択

[電 話]
3/4(月) 9:00～

◇総務課・人事係
011-261-9321（内線3313,3314）

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/sapporo/index.html

[法務省]
札幌法務局

[一般職 大卒程度]
行政

・業務説明
・若手職員との意見交換
・職場見学

札幌市北区北8西2-1-1
札幌第１合同庁舎3階
札幌法務局会議室

3/12(火)
10:00～11:30
13:30～15:00
※希望時間帯を選択

[電 話]
3/4(月) 9:00～

◇職員課・人事係
011-709-2311（内線2116）

http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/

[法務省]
札幌入国管理局

[一般職 大卒程度]
行政

・業務説明
・職場見学
・入国審査デモ体験

札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎
1階共用会議室

3/12(火)、19(火)
10:00～11:30
13:30～15:00
※希望日・時間帯を選択

[電 話]
3/4(月) 9:00～

◇総務課・人事係
011－261－7502

http://www.immi-moj.go.jp

[公安調査庁]
北海道公安調査局

[一般職 大卒程度]
行政
電気・電子・情報

・業務説明
・若手職員との意見交換

札幌市中央区大通西12
札幌第3合同庁舎8階
北海道公安調査局会議室

3/ 7(木) 10:30～11:40
3/13(水) 13:30～14:40
※希望日を選択

[電 話]
3/4(月) 9:00～

◇総務部・人事担当
011-261-9801

http://www.moj.go.jp/psia/

[財務省]
北海道財務局

[専門職 財務専門官]

・業務説明
・若手～ベテラン職員との
意見交換
・職場見学

札幌市北区北8西2-1-1
札幌第1合同庁舎10階
共用会議室3、4

3/25(月)、26(火）
13:30～16:30
※希望日を選択

[メール]
3/1(金) 9:00～

◇人事課・人事係
011-709-2311（内線4252）
◇hk-zaimusenmonkan@hk.lfbmof.go.jp

http://hokkaido.mof.go.jp/

[財務省]
函館税関

[一般職 大卒程度]
行政
電気･電子･情報、機械、
土木、建築、物理、化学、
農学

・業務説明
・若手職員との意見交換
・職場見学

千歳市美々新千歳空港
国際線旅客ターミナル3階
千歳税関支署

3/ 7(木)、 8(金)、 9(土)
10:30～12:00
14:00～15:30
※希望日・時間帯を選択

[電 話]
3/1(金) 10:00～

◇人事課・人事係
0138-40-4225

http://www.customs.go.jp/hakodate/04saiyou/index.html

[国税庁]
札幌国税局

[専門職 国税専門官]

・職場見学
・若手職員との座談会
・仕事内容のＤＶＤ視聴

札幌市中央区大通西10
札幌第2合同庁舎9階
札幌中税務署

3/18（月）
9:00～11:30
13:00～15:30
※希望時間帯を選択

[マイナビ2020
エントリーボックス]
3/1(金) 9:00～

◇人事第2課 採用担当
011-231-5011（内線2315）

http://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/recruitment/shokuin_index.htm

[厚生労働省]
小樽検疫所

[一般職 大卒程度]
行政
[専門職 食品衛生監視員]

・若手職員との意見交換
・職場見学
(実際の検疫の様子を見学)

千歳市美々新千歳空港
国際線ターミナルビル内
小樽検疫所千歳空港検疫所支所

3/12(火)
14:00～15:30

[電話又はメール]
3/1(金) 13:00～

◇総務課・庶務係
0134-22-5234
◇otarukenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

https://www.forth.go.jp/keneki/otaru/

[厚生労働省]
北海道労働局

[一般職 大卒程度]
行政
[労働基準監督官]

・業務説明
・若手職員の体験談
・職場見学

札幌市中央区北4西5-1-4
三井生命札幌共同ビル2階
ハローワークホール

3/18(月)
10:00～11:30
13:00～14:30
15:00～16:30
※希望時間帯を選択

[電 話]
3/1(金) 9:00～

◇総務課・人事第一係、人事第二係
011-709-2311（内線3510、3511）

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/
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[農林水産省]
北海道農政事務所

[一般職 大卒程度]
行政

・業務説明
・若手職員との意見交換等

札幌市中央区南22西6-2ｰ22
エムズ南22条ビル
北海道農政事務所

3/12(火)
10:00～11:30
14:00～15:30
※希望時間帯を選択

[電 話]
3/4(月) 9:00～
[メール]
3/2(土) 9:00～

◇総務課・人事係
011-330-8804
◇saiyo@maff.go.jp

http://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/jinji/190116.html

[林野庁]
北海道森林管理局

[一般職 大卒程度]
行政
土木、建築、林学

・業務説明
・若手職員との意見交換

札幌市中央区宮の森3-7-70
北海道森林管理局

3/ 5(火)
10:00～12:00

[電 話]
3/1(金) 9:00～

◇総務課・人事係
011-622-5232

http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/soumu/gyoumusetumeikai/2018kankuopenzemi.html

[経済産業省]
北海道経済産業局

[一般職 大卒程度]
行政
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

・業務説明
・職員との意見交換

札幌市北区北8西2-1-1
札幌第1合同庁舎6階
第1会議室

3/12(火)
10:00～11:30
13:30～15:00
※希望時間帯を選択

[電 話]
3/4(月) 9:00～

◇総務課・人事係
011-709-2311（内線2509、2506）

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

[経済産業省]
北海道産業保安監督部

[一般職 大卒程度]
電気･電子･情報、機械、
土木、建築、物理、化学

・業務説明
・職員との意見交換

札幌市北区北8西2-1-1
札幌第１合同庁舎6階
第3会議室

3/12(火)
15:30～16:30

[電 話]
3/4(月) 9:00～

◇管理課
011-709-2311（内線2813）
◇hokkaido-kanri@meti.go.jp

http://www.safety-hokkaido.meti.go.jp/index.htm

[国土交通省]
国土地理院
北海道地方測量部

[一般職 大卒程度]
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

・業務説明
・若手職員との意見交換
・職場見学

札幌市北区北8西2-1-1
札幌第1合同庁舎10階
第2会議室

3/12(火)
10:30～12:00
13:30～15:00
※希望時間帯を選択

[電話又はメール]
3/1(金) 9:00～

◇管理課
011-709-2311(内線4502)
◇gsi-k-do@ml.mlit.go.jp

http://www.gsi.go.jp/hokkaido/

[電 話]
3/4(月) 9:00～

◇人事課・任用班
011-709-2102〔直通〕

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/jinji/ud49g70000004nre.htm

[一般職 大卒程度]
行政
[国土交通省]
北海道開発局
[一般職 大卒程度]
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

・業務説明
・質疑応答
・職員との意見交換

札幌市北区北8西2-1-1
札幌第1合同庁舎
10階共用会議室1～4号

3/11(月)
10:00～11:00
13:30～14:30
15:00～16:00
※希望時間帯を選択

考

各回の定員は60名です。

3/11(月)
15:00～16:30

[一般職 大卒程度]
電気･電子･情報、機械、
土木

・業務説明（自動車技術系）
・職場見学
・自動車検査場見学

札幌市東区北28東1
国土交通省 北海道運輸局
札幌運輸支局 2階 会議室

3/ 7(木)
14:00～15:30

[電 話]
3/4(月) 9:00～

◇北海道運輸局
自動車技術安全部・技術課
011-290-2753

[一般職 大卒程度]
電気･電子･情報、機械、
土木、建築

・業務説明（船舶技術系）

札幌市中央区大通西10
国土交通省 北海道運輸局
海上安全環境部 打合せスペース

3/ 7(木)
10:00～10:30
11:00～11:30
16:30～17:00
※希望時間帯を選択

[電 話]
3/4(月) 9:00～

◇北海道運輸局
海上安全環境部 船舶検査官
011-290-2774

[気象庁]
札幌管区気象台

[一般職 大卒程度]
物理、電気･電子･情報、
化学

・業務説明
・職員との意見交換
・職場見学

札幌市中央区北2西18-2
札幌管区気象台

3/11(月)
9:30～11:30
(※)11:30～12:00

[電 話]
3/1(金) 9:00～

◇総務課・人事係
011-611-6141（内線322）

https://www.jma-net.go.jp/sapporo/shinseiannai/bosyu/openzemi.html

[防衛省]
北海道防衛局
陸上自衛隊
（共同開催）

[一般職 大卒程度]
行政
電気･電子･情報、機械、
土木、建築

・業務説明
・若手職員との意見交換

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1・2会議室

3/13(水)、14(木)
13:30～15:00
※希望日を選択

[電話又はメール]
3/1(金) 9:00～

◇北海道防衛局
総務部・総務課・人事係
011-272-7578（内線2321）
◇y-abe-hk@hokkaido.rdb.mod.go.jp

http://www.mod.go.jp/rdb/hokkaido/saiyou/index.html

[国土交通省]
北海道運輸局

備

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/

～ 採用相談コーナー ～
人事院北海道事務局
（札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第３合同庁舎２階）
3月4日(月)～29日（金）[土・日・祝日を除く。]に開設しています。
試験や採用に関する質問等にお答えしますので、お気軽にお立ち寄りください！
また、電話でのご相談にも応じます。
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(※) ＯＰＥＮゼミ終了後、
女性参加者を対象とした
相談会を計画していま
す。

