
各府省連絡先・パンフレット等

府 省 名 担当課 電話番号（照会先） パンフレット 業務説明資料 各機関業務説明会
大卒程度試験等対象

各機関業務説明会
高卒程度試験対象

採用情報トップページ

説明会につきましては日程等が
決まり次第掲載いたします。

業務説明会のご案内 業務説明会のご案内

採用パンフレット「会計検査院
2021」

一般職試験（大卒程度）
一般職試験（高卒者）

一般職受験者用＜前半＞

一般職受験者用＜後半＞

宮内庁 秘書課 03-3213-1111 公開していません 業務説明動画（昨年度版）

業務説明会（ＷＥＢ）の
お知らせ
採用情報トップページに
掲載（終了）

業務説明会（ＷＥＢ）のお知
らせ
採用情報トップページに掲載
予定

https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/saiyo/saiyo.html

決まり次第，以下に掲載しま
す（９月上旬掲載予定）。

業務説明会情報

警察庁 人事課 03-3581-0141（内2663）
警察庁本庁一般職事務官
採用パンフレット

https://www.npa.go.jp/about/recruitment/index.html

皇宮警察本部
警務課
人事第二係

03-3217-1516 皇宮護衛官 https://www.npa.go.jp/kougu/recruit/exam/index.html

一般職事務官採用パンフレッ
ト

一般職技官採用パンフレット

警察の情報通信パンフレット

東京都警察情報通信部 通信庶務課 03-3581-4321(内60311) 一般職受験者用
http://www.npa.go.jp/joutuu/saiyou2/2syugijyutukeisaiy
ou/tousu-top.html

関東管区行政評価局 総務課 048-600-2300
https://www.soumu.go.jp/mai
n_content/000754400.pdf

https://www.soumu.go.jp/k
anku/kanto/000086434.ht
ml

https://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/000086434.html

関東総合通信局業務案内

関東総合通信局紹介
YouTube（1:21)

信越総合通信局 総務課 026-234-9964 信越総合通信局業務案内
https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/info/shink
i-saiyou.html

マイページに随時掲載予定 マイページに随時掲載予定

ログイン ログイン

登録 登録

採用案内動画 WEB公務研究セミナー

採用案内パンフレット キャリアインタビュー

施設課紹介動画１

施設課紹介動画２

施設課パンフレット

検察事務官採用イメージ
ムービー（１）

検察事務官採用イメージ
ムービー（２）

検察事務官採用ムービー

（※いずれも東京地方検察
庁が作成）

検察事務官職業紹介動画

採用情報　特設ポータルサイト（関東）

※本府省のポータルサイトについては以下のリンクからご覧ください。

https://www.jinji.go.jp/saiyo/event/kakusyoinfo.html

会計検査院 人事課 03-3581-8122

パンフレット会計検査院（令和
３年版）

会計検査院紹介動画
https://www.jbaudit.go.jp/recruit/index.html

https://www.jftc.go.jp/soshiki/recruit/index.html

内閣府
大臣官房人事
課

03-5253-2111（代表）

https://www8.cao.go.jp/jinji/sai
yo/kousotsu_syakaijin/gyoumu3.
html
※現状未定、確定次第更新

048-600-6000(内線
2636)
048-600-6000(内線
6032)

FAQ
イベント情報　募集情報 イベント情報　募集情報

https://www8.cao.go.jp/jinji/saiyo/kousotsu_syakaijin/index3.html

公正取引委員会 人事課 03-3581-5475
https://www.jftc.go.jp/soshiki
/recruit/pamph.pdf

https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/index.html

関東総合通信局 総務課 03-6238-1625 関東総合通信局採用案内 業務説明会（ＷＥＢ）【一般
職（大卒程度試験）】

採用予定なし https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/saiyou/index.html

関東管区警察局
警務課
通信庶務課

金融庁 秘書課 03-3506-6771
https://job.axol.jp/pm/s/fsa_
23/public/top

なし https://job.axol.jp/pm/s/fsa_23/public/top

消費者庁
総務課人事企
画室

03-3507-9152
WEB一般職合同業務説明
会

WEB一般職合同業務説明会 https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/

右記ＵＲＬから当庁管内の各地
方検察庁ホームページをご確認
ください。

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_tokyo/d.saiyou.html

法務省大臣官房施設課 採用担当 03-3592-5411 業務説明会動画
業務説明会に関する情報
は，採用情報トップページ
からご確認ください。

業務説明会に関する情報は，採
用情報トップページからご確認く
ださい。

https://www.moj.go.jp/shisetsu/shomu/shisetsu02_00017_07.html

東京高等検察庁
事務局人事課
人事第一係

03-3592-5611
（内線3119，3118）

検察庁パンフレット

https://www.jbaudit.go.jp/recruit/business.html
https://www.jbaudit.go.jp/recruit/business.html
https://www.jbaudit.go.jp/recruit/pdf/jinji_panf.pdf
https://www.jbaudit.go.jp/recruit/pdf/jinji_panf.pdf
https://www.jbaudit.go.jp/recruit/ippan.html
https://www.jbaudit.go.jp/recruit/ippan_hs.html
https://www.jbaudit.go.jp/recruit/ippan_hs.html
https://www8.cao.go.jp/jinji/saiyo/kousotsu_syakaijin/pdf/panf2021_1.pdf
https://www8.cao.go.jp/jinji/saiyo/kousotsu_syakaijin/pdf/panf2021_2.pdf
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/sougou/webgousetsu.html#ippan
https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/saiyo/saiyo.html
https://www.jftc.go.jp/soshiki/recruit/index.html#cms9E64B
https://www.npa.go.jp/about/recruitment/index.html
https://www.npa.go.jp/about/recruitment/index.html
https://www.npa.go.jp/about/recruitment/index.html
https://www.npa.go.jp/kougu/pdf/R3.shiori.pdf
https://www.npa.go.jp/kougu/recruit/exam/index.html
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/intro/s-keimu-20210806-0331-1.pdf
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/intro/s-keimu-20210806-0331-1.pdf
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/intro/s-keimu-20210806-0331-2.pdf
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/intro/s-keimu-20210806-0331-3.pdf
https://www.npa.go.jp/about/recruitment/index.html
http://www.npa.go.jp/joutuu/saiyou2/2syugijyutukeisaiyou/tousu-top.html
http://www.npa.go.jp/joutuu/saiyou2/2syugijyutukeisaiyou/tousu-top.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000754400.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000754400.pdf
https://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/000086434.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/000086434.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/000086434.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/000086434.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000745332.pdf
https://youtu.be/RKzCFmWafCE
https://youtu.be/RKzCFmWafCE
https://www.soumu.go.jp/main_content/000370023.pdf
https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/info/shinki-saiyou.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/info/shinki-saiyou.html
https://job.axol.jp/pm/s/fsa_23/mypage/login
https://job.axol.jp/pm/s/fsa_23/mypage/login
https://job.axol.jp/pm/s/fsa_23/entry/agreement
https://job.axol.jp/pm/s/fsa_23/entry/agreement
https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/movie_2021/
https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/employment_2020_029/
https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/employment_pamphlet/
https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/employment_2020_027/
https://youtu.be/PpaEe6mCCtU
https://youtu.be/ViUvKhlxtJY
https://www.moj.go.jp/content/001323010.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GWXWkG6zzB0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GWXWkG6zzB0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2a1eEbezed8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2a1eEbezed8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EtR7wREnCe8
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/518
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/518
https://www.jinji.go.jp/saiyo/event/kakusyoinfo.html
https://www.jbaudit.go.jp/pr/print/pdf/panf_3.pdf
https://www.jbaudit.go.jp/pr/print/pdf/panf_3.pdf
https://www.jbaudit.go.jp/movie/index.html
https://www.jbaudit.go.jp/movie/index.html
https://www.jbaudit.go.jp/recruit/index.html
https://www.jftc.go.jp/soshiki/recruit/index.html
https://www8.cao.go.jp/jinji/saiyo/kousotsu_syakaijin/gyoumu3.html
https://www8.cao.go.jp/jinji/saiyo/kousotsu_syakaijin/gyoumu3.html
https://www8.cao.go.jp/jinji/saiyo/kousotsu_syakaijin/gyoumu3.html
https://www8.cao.go.jp/jinji/saiyo/kousotsu_syakaijin/gyoumu3.html
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/index.html#faq
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/index.html#event
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/index.html#event
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/index.html#event
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/index.html#event
https://www8.cao.go.jp/jinji/saiyo/kousotsu_syakaijin/index3.html
https://www.jftc.go.jp/soshiki/recruit/pamph.pdf
https://www.jftc.go.jp/soshiki/recruit/pamph.pdf
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/index.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000673002.pdf
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/saiyou/shinki.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/saiyou/shinki.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/saiyou/index.html
https://job.axol.jp/pm/s/fsa_23/public/top
https://job.axol.jp/pm/s/fsa_23/public/top
https://job.axol.jp/pm/s/fsa_23/public/top
https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/employment_briefing_2021_02/
https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/employment_briefing_2021_02/
https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/employment_briefing_2021_02/
https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_tokyo/d.saiyou.html
https://jobtv.mynavi.jp/rec/0176GtBPPBwGASTA9p7/
https://www.moj.go.jp/shisetsu/shomu/shisetsu02_00017_07.html
http://www.kensatsu.go.jp/content/001318455.pdf


府 省 名 担当課 電話番号（照会先） パンフレット 業務説明資料 各機関業務説明会
大卒程度試験等対象

各機関業務説明会
高卒程度試験対象

採用情報トップページ

東京法務局 総務部職員課
03-5213-1234（代表）
03-5213-1251（直通）

http://houmukyoku.moj.go.jp/
tokyo/page000001_00127.htm
l

http://houmukyoku.moj.go.j
p/tokyo/category_00021.ht
ml

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00021.html

横浜地方法務局 総務課 045-641-7463 採用情報 https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/saiyou.html

東京矯正管区 職員課 048-600-1502 法務省専門職員試験（人間
科学）用

http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00101.html#

関東地方更生保護委員
会

総務課 048-600-0181 更生保護の紹介
詳細は当庁ホームページに順
次掲載しますので，御確認く
ださい。

関東地方更生保護委員会

出入国在留管理庁紹介映
像～出入国在留管理庁の
組織と業務について～

業務説明動画

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

http://twitter.com/PSIA_recruit

外務省紹介

一般職受験者用

財務省税関一般職

東京税関

横浜税関パンフレット

財務省一般職（2021年）

🛩業務説明資料

【鉄拳×税関】守る 引き継ぐ 私たちの暮らし

幹部からのメッセージ

採用案内Movie 旅具取締編

採用案内Movie 海港取締編

採用案内Movie 通関編

採用案内Movie 麻薬探知犬編

採用案内Movie 化学分析編
（理系の方）

職場紹介動画（国税局査
察部・徴収部編）

職場紹介動画（調査部・
課税第一部編）

関東信越国税局
人事第二課
試験係

048-600-3111
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu
/recruitment

●広報動画

●パンフレット

日本学士院 庶務係 03-3822-2101

2021年度国家公務員採用
一般職試験（大卒程度試
験）最終合格者の官庁訪問
について

成田空港検疫所 総務課 0476-34-2301
https://www.forth.go.jp/ke
neki/narita/

東京検疫所 総務課 03-3599-1511
https://www.forth.go.jp/ke
neki/tokyo/

検疫所

一般職受験者用

新潟検疫所 総務課 025-241-2323
https://www.forth.go.jp/keneki/
niigata/

0570-034259(代)
総合職入庁案内2021
入国審査官/入国警備官入庁
案内2021

官庁訪問ご案内等（終了後
削除します）

未定
（確定次第更新します）

http://www.moj.go.jp/isa/supply/recruitment/juken3.html

関東公安調査局 総務部 03-3261-8585 公安調査庁 広報用youtube動画

東京出入国在留管理局
職員課
人事第一係

外務省 人事課 03-3580-3311（代）
外務省一般職採用広報動
画　～未来へ。世界へ。～
- YouTube

業務説明会のお知らせ【一
般職（大卒程度試験）】

業務説明会のお知らせ【一般職
（高卒者試験）】

大臣官房秘書
課

03-3581-4111（内線：
5305）

一般職受験者用

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/saiyo/index.html

業務説明会のお知らせ【一般職
（高卒者）】

https://www.mof.go.jp/about_mof/recruit/mof/index.htm

東京税関 人事課 03-3599-6227 https://www.customs.go.jp/tokyo/syo/saiyo.htm

財務省本省

決まり次第HPに掲載 https://www.customs.go.jp/nagoya/saiyo/siken.htm

横浜税関
人事課
人事第１係

045-212-6020

03-3542-2111（内2169） 国税専門官募集案内

http://www.customs.go.jp/yokohama/saiyou/saiyoutop.html

名古屋税関
総務部
人事課

052-654-4025
🚢令和３年度一般職パンフ
レット

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/recruit
ment/linkichiran.htm

科学技術・学術政策研
究所

総務課 03-3581-2391
●パンフレット ●業務説明会（ＷＥＢ開催）

【一般職（高卒者試験）】
https://www.nistep.go.jp/archives/category/news/recruit

東京国税局 人事第二課

横浜検疫所 総務課 045-201-4458
https://www.mhlw.go.jp/kou
seiroudoushou/saiyou/

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00127.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00127.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00127.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00021.html
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http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00021.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/saiyou.html
http://www.moj.go.jp/content/001340444.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001340444.pdf
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00101.html
https://www.youtube.com/watch?v=ejgQg72CwQo
https://www.youtube.com/watch?v=ejgQg72CwQo
https://www.youtube.com/watch?v=ejgQg72CwQo
https://www.youtube.com/watch?v=X1GLQNB9cUo
http://www.moj.go.jp/psia/kouan_saiyo_index.html
http://twitter.com/PSIA_recruit
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/mofa.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/san_saiyo.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/san_saiyo.html
https://www.customs.go.jp/saiyou/pamphlet-i2021.htm
https://www.customs.go.jp/tokyo/menu/shokai.htm
http://www.customs.go.jp/yokohama/pamphlet/2021YCpamphlet.pdf
https://www.customs.go.jp/saiyou/pamphlet-i2021.htm
https://www.customs.go.jp/nagoya/saiyo/img/jinji_gyomusetsumei_20200305.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4w0pc9BEzZU
https://www.youtube.com/watch?v=UAXHeTbsOmo
https://www.youtube.com/watch?v=ovd_IKS7k1c
https://www.youtube.com/embed/kuPcNUfyQ8E
https://www.youtube.com/watch?v=pD-F1xY8zGQ
https://www.youtube.com/watch?v=GdDxfIkD3RA
https://www.youtube.com/watch?v=Q39Q5u_yKV0
https://www.youtube.com/watch?v=Q39Q5u_yKV0
https://www.youtube.com/watch?v=LAwQmEVgrAI
https://www.youtube.com/watch?v=LAwQmEVgrAI
https://www.youtube.com/watch?v=8L-eCTafpJM
https://www.youtube.com/watch?v=8L-eCTafpJM
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/recruitment
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/recruitment
https://www.youtube.com/user/nistepkikaku
https://www.nistep.go.jp/about/pamphlet
https://www.nistep.go.jp/about/pamphlet
https://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2021/081001.html
https://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2021/081001.html
https://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2021/081001.html
https://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2021/081001.html
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/
https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kenetsu/dl/kenetsu-01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kenetsu/dl/kenetsu-02.pdf
https://www.forth.go.jp/keneki/niigata/
https://www.forth.go.jp/keneki/niigata/
http://www.moj.go.jp/isa/supply/recruitment/nyuukokukanri01_00117.html
http://www.moj.go.jp/isa/supply/recruitment/nyuukokukanri01_00117.html
http://www.moj.go.jp/isa/supply/recruitment/nyuukokukanri01_00117.html
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/recruit.html
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/recruit.html
http://www.moj.go.jp/isa/supply/recruitment/juken3.html
http://www.moj.go.jp/content/001346314.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JY7py4Ol2i0
https://www.youtube.com/watch?v=EJX1CzJnwGQ
https://www.youtube.com/watch?v=EJX1CzJnwGQ
https://www.youtube.com/watch?v=EJX1CzJnwGQ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/prs/page1w_000172.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/prs/page1w_000172.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/prs/page1w_000172.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/prs/page4_005266.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/prs/page4_005266.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/prs/page4_005266.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/recruit/mof/2021_ippan_pamphlet_all.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/saiyo/index.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/recruit/mof/saiyou3houmon.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/recruit/mof/saiyou3houmon.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/recruit/mof/index.htm
http://www.customs.go.jp/tokyo/syo/saiyo.htm
https://www.customs.go.jp/nagoya/saiyo/siken.htm
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/kokusen/saiyopamph/pdf/all.pdf
http://www.customs.go.jp/yokohama/saiyou/saiyoutop.html
http://www.customs.go.jp/yokohama/saiyou/saiyoutop.html
https://www.customs.go.jp/saiyou/pamphlet-i2021.htm
https://www.customs.go.jp/saiyou/pamphlet-i2021.htm
https://www.customs.go.jp/saiyou/pamphlet-i2021.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/recruitment/linkichiran.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/recruitment/linkichiran.htm
https://www.nistep.go.jp/about/pamphlet
https://www.nistep.go.jp/about/pamphlet
https://www.nistep.go.jp/archives/category/news/recruit
https://www.nistep.go.jp/archives/category/news/recruit
https://www.nistep.go.jp/archives/category/news/recruit
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/
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採用情報トップページ

国立感染症研究所 人事課 03-4582-2624
https://www.niid.go.jp/niid/ja/a
ppeal.html

国立障害者リハビリ
テーションセンター自
立支援局秩父学園

庶務課 04-2992-2839
業務説明会・官庁訪問のご
案内

http://www.rehab.go.jp/chichibu/kyuujin/

<国立武蔵野学院>
https://www.mhlw.go.jp/sisetu/musashino/other.html#c02

<国立きぬ川学院>
https://www.mhlw.go.jp/sisetu/kinugawa/saiyoujouhou/sa
iyoujouhou.htm

関東信越厚生局 総務課 048-740-0711 関東信越厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/saiyo/290
530.html

関東信越厚生局麻薬取
締部

調査総務課 03-3512-8688 関東信越厚生局麻薬取締部 http://www.ncd.mhlw.go
.jp/

http://www.ncd.mhlw.go.jp/saiyou.html

茨城労働局

栃木労働局

群馬労働局

埼玉労働局

長野労働局

千葉労働局

神奈川労働局

山梨労働局

業務案内
　職業安定行政

労働基準行政

北陸ブロック労働局
（新潟・富山・石川・
福井）

総務課 025-288-3500
都道府県労働局パンフレット
（2021年度版・一般職）

関東農政局 総務課 048-740-0009
関東農政局パンフレット（2021
年度版）

https://www.maff.go.jp/kanto/annai/saiyou/index.html

北陸農政局 総務課 076-232-4184 https://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/about/jinjika.html

動物検疫所

採用パンフレット

関東森林管理局 総務課 027-210-1156 林野庁採用情報 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanri/saiyou/

中部森林管理局 総務課 026-236-2525 林野庁採用情報
中部森林管理局事業の概
要

中部森林管理局官庁訪問 今後、HP掲載予定 林野庁採用情報

水産庁 漁政課 03-3502-1956 水産庁 http://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/

総合職受験者用
経済産業省イベント情報
【職種関係なし】

一般職受験者用
一般職・大卒程度志望者向
け説明会

関東経済産業局 総務課 048-600-0214 採用パンフレット
採用パンフレットにてご
確認ください。

業務説明会について 新規採用職員募集案内トップページ

オンライン形式・訪問形式の
説明会について、各労働局HP
の職員採用情報ページに随時
掲載しておりますのでご確認
ください。

労働基準監督官採用試験パ
ンフレット（2021年度版）

国立児童自立支援施設

国立武蔵野学
院庶務課

国立きぬ川学
院庶務課

＜国立武蔵野学院＞
　048-878-1260
　（音声案内「３」）
＜国立きぬ川学院＞
　028-682-2448

都道府県労働局パンフレット

北関東ブロック労働局
（茨城・栃木・群馬・
埼玉・長野）

総務課 048-600-6200

都道府県労働局パンフレッ
ト（2021年度版・一般職）

東京労働局 総務課 03-3512-1600 都道府県労働局パンフレット

南関東ブロック労働局
（千葉・神奈川・山
梨）
　(ただし東京は除く）

総務課
千葉：043-221-4311
神奈川：045-211-7350
山梨：055-225-2850

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
roudoukyoku/roudoukyoku/saiyouannnai.html#

横浜植物防疫所 庶務課 045-211-7150 植物防疫所パンフレット https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/index.ht
ml

https://www.meti.go.jp/information/recruit/index.html

動物検疫所 庶務課 045-751-5921 https://www.maff.go.jp/aqs/job/employ.html

経済産業省
大臣官房秘書
課

03-3501-1608
※基本はメールでのご連
絡をお願いします。

一般職・高卒程度志望者向け説
明会

https://www.niid.go.jp/niid/ja/appeal.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/appeal.html
http://www.rehab.go.jp/chichibu/kyuujin/
http://www.rehab.go.jp/chichibu/kyuujin/
http://www.rehab.go.jp/chichibu/kyuujin/
https://www.mhlw.go.jp/sisetu/musashino/other.html#c02
https://www.mhlw.go.jp/sisetu/musashino/other.html#c02
https://www.mhlw.go.jp/sisetu/musashino/other.html#c02
https://www.mhlw.go.jp/sisetu/kinugawa/saiyoujouhou/saiyoujouhou.htm
https://www.mhlw.go.jp/sisetu/kinugawa/saiyoujouhou/saiyoujouhou.htm
https://www.mhlw.go.jp/sisetu/kinugawa/saiyoujouhou/saiyoujouhou.htm
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/pamph/index.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/saiyo/290530.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/saiyo/290530.html
http://www.ncd.mhlw.go.jp/
http://www.ncd.mhlw.go.jp/
http://www.ncd.mhlw.go.jp/
http://www.ncd.mhlw.go.jp/saiyou.html
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/soumubu/about_recruit.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/newpage_00201.html
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/newpage_00062.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/news_topics/topics/2018/topics20180709-01.html
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/roudoukyoku/saiyou_jyouhou.html
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/roudoukyoku/_119997.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/topics/_120813.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/roudoukyoku/saiyou.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000746851.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000746851.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000930297.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10400000/000765049.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10400000/000765049.pdf
http://www.maff.go.jp/kanto/annai/saiyou/attach/pdf/saiyoujyouhou_daisotsu-2.pdf
http://www.maff.go.jp/kanto/annai/saiyou/attach/pdf/saiyoujyouhou_daisotsu-2.pdf
https://www.maff.go.jp/kanto/annai/saiyou/index.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/about/jinjika.html
https://www.maff.go.jp/aqs/topix/pdf/aqs_youran_all.pdf
http://www.maff.go.jp/aqs/job/attach/pdf/jimukei-5.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanri/saiyou/
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanri/saiyou/
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanri/saiyou/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sigoto/outline/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sigoto/outline/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/2021kantyouhoumon.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanri/saiyou/index.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/attach/pdf/index-1.pdf
http://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/
https://www.meti.go.jp/information/recruit/pamphlet/METI-sougou_2020OL.pdf
https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/index.html
https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/index.html
https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/index.html
https://www.meti.go.jp/information/recruit/pamphlet/METI-ippan_2020OL.pdf
https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/web_de_meti_ippansyoku2021.html
https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/web_de_meti_ippansyoku2021.html
https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/web_de_meti_ippansyoku2021.html
https://www.kanto.meti.go.jp/annai/saiyo/data/2020_saiyo_pamphlet.pdf
https://www.kanto.meti.go.jp/annai/saiyo/gyomu_setsumeikai.html
https://www.kanto.meti.go.jp/annai/saiyo/shinkisaiyo_index.html
https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/dl/roudoukijun_210201_02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/dl/roudoukijun_210201_02.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000863220.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/000845277.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/000845277.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000863220.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/roudoukyoku/saiyouannnai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/roudoukyoku/saiyouannnai.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/pamphlet/index.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/index.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/index.html
https://www.meti.go.jp/information/recruit/index.html
https://www.maff.go.jp/aqs/job/employ.html
https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/ippannshoku_kousotsusha_event.html
https://www.meti.go.jp/information/recruit/event/ippannshoku_kousotsusha_event.html
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採用情報トップページ

パンフレット

先輩からのメッセージ

研究所紹介（web概要
版）

研究所紹介（パンフレット
版）

研究内容（国総研レ
ポート）

国総研講演会～最近の研
究成果を広く一般の方々
に紹介しています～

採用案内 一般公開

職員インタビュー

国土地理院

<事務系>総務
部人事課
<技術系>企画
部企画調整課

<事務系>029-864-4314

<技術系>029-864-6084
採用案内 国土地理院概要 イベント情報 イベント情報 https://www.gsi.go.jp/GSI/RECRUIT/recrt.html

海難審判所 総務課 03-6893-2400 パンフレット 海難審判所ホームページ

関東地方整備局 人事課 048-600-1322
採用案内パンフレット・業
務紹介動画

採用案内パンフレット・業務
紹介動画

関東地方整備局採用イベ
ント

関東地方整備局採用イベント https://www.ktr.mlit.go.jp/recruit/

関東地方整備局（港湾
空港）

人事課 045-211-7409
動画・パンフレット | 国土交通
省 関東地方整備局 採用サイ
ト (mlit.go.jp)

動画・パンフレット | 国土交
通省 関東地方整備局 採用
サイト (mlit.go.jp)

イベント・おしらせ | 国土交
通省 関東地方整備局 採用
サイト (mlit.go.jp)

イベント・おしらせ | 国土交通省 
関東地方整備局 採用サイト 
(mlit.go.jp)

国土交通省 関東地方整備局 採用サイト (mlit.go.jp)

北陸地方整備局 人事課 025-280-8880 パンフレット http://www.hrr.mlit.go.jp/nyusho/

北陸地方整備局（港湾
空港）

人事課 025-280-8826 パンフレット http://www.hrr.mlit.go.jp/nyusho/index.html

中部地方整備局
総務部
人事課

052-953-8117 パンフレット
イベント・おしらせ｜中部地
方整備局

イベント・おしらせ｜中部地方整
備局

https://www.cbr.mlit.go.jp/recruitment/index.htm

関東運輸局 人事課 045-211-7026 関東運輸局プロフィール https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/soumu/jinji/index.html

北陸信越運輸局 人事課 025-285-9100 業務紹介 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/recruit.html

東京航空局　※行政
人事課・人事
第一係

03-5275-9308 採用案内【行政区分】 採用案内【行政区分】 採用情報【行政区分】 採用情報【行政区分】 https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/adoption/

東京航空局　※電気・
電子・情報

航空灯火・電
気技術課

03-6691-9309 業務紹介【電気職】 業務紹介【電気職】 採用情報【技術系区分】 採用情報【技術系区分】 https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/adoption/

東京航空局　※機械 機械課 03-5275-9294 業務紹介【機械職】 業務紹介【機械職】 採用情報【技術系区分】 採用情報【技術系区分】 https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/adoption/

東京航空局　※土木 土木建築課 03-5275-9295 業務紹介【土木職】 業務紹介【土木職】 採用情報【技術系区分】 採用情報【技術系区分】 https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/adoption/

東京航空局　※建築 建築室 03-6685-3005 業務紹介【建築職】 業務紹介【建築職】 採用情報【技術系区分】 採用情報【技術系区分】 https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/adoption/

東京航空局（航空機検
査官）※機械、※電
気・電子・情報、※物
理、※化学

航空機検査官 03-5275-9325 業務紹介【航空機検査官】 業務紹介【航空機検査官】 採用情報【技術系区分】 採用情報【技術系区分】 https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/adoption/

気象庁紹介
各種説明会のお知らせ
（気象庁HP）

職員募集案内
各種説明会のお知らせ
（東京管区気象台HP）

第三管区海上保安本部 人事課 045-211-1118 府省紹介 https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/saiyou/top.html

第九管区海上保安本部 人事課 0120-444-576 https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment

採用案内パンフレット

研究職紹介

防衛省全般

防衛大学校

048-600-0433
https://www.safety-
kanto.meti.go.jp/2017s
hinkisaiyou.html

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/recruit/index1.
html

https://www.safety-
kanto.meti.go.jp/2017shinkisaiyou.html

国土技術政策総合研究
所

【行政】
人事厚生課

【技術】
企画課

【行政】
029-864-2206,1990

【技術】
029-864-2674

採用スケジュール 採用スケジュール http://www.nilim.go.jp/lab/abg/recruit/index.html

関東東北産業保安監督
部

管理課

03-5114-2104 業務紹介用スライド 業務説明会 業務説明会

東京管区気象台 総務課 042-497-7183

https://www.nsr.go.jp/nra/employ/index.html

防衛大学校 総務課 046-841-3810（内2027） 防衛省全般 説明会等スケジュール 説明会等スケジュール https://www.mod.go.jp/j/saiyou/index.html

原子力規制庁 人事課

https://www.safety-kanto.meti.go.jp/panfu.pdf
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/senpainokoe-2020-2.pdf
http://www.nilim.go.jp/lab/abg/recruit/profile.html
http://www.nilim.go.jp/lab/abg/recruit/profile.html
http://www.nilim.go.jp/lab/abg/recruit/pamph/youran.pdf
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