
関東地区官庁オープンツアー 神奈川地区

機関名 横浜地方検察庁

開催日 令和５年３月８日（水）、３月９日（木）

開催時間 14:00～15:30

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（行政）
一般職試験高卒者（事務）

実施内容 業務説明、職員体験談、質疑応答

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Cisco Webex Meetings

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月頃～

予約連絡先  (担当課・係) 事務局人事課人事第一係

　　　　　　  (電話番号) 045-211-7603（内線：2959）

　　　　　　 　(メールアドレス) 04-jinji22003@ppo.moj.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yokohama/page1000156.html

備考 定員になり次第、予約受付を終了します。

機関名 関東財務局 横浜財務事務所

開催日 令和５年３月１５日（水）、３月１６日（木）

開催時間 各日とも１０：００～１１：３０、１４：００～１５：３０

対象試験（試験区分） 財務専門官採用試験

実施内容 業務説明、先輩職員からの体験談、質疑応答、職場見学

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 神奈川県横浜市中区北仲通5-57

　　　　　      　(会  場) 横浜第2合同庁舎12階

　　　　　      　(最寄り駅)
みなとみらい線「馬車道駅」下車、4番出口から徒歩1分
京浜東北線「桜木町駅」下車、徒歩7分　　同「関内駅」下車、徒歩10分

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年１月下旬～２月上旬

予約連絡先  (担当課・係) 関東財務局横浜財務事務所総務課

　　　　　　  (電話番号) 045-226-1726

　　　　　　 　(メールアドレス) soumu.yokohama@kt.lfb-mof.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://lfb.mof.go.jp/kantou/recruit/pagekthp007000019.html

備考 学生証等身分を証明できるものを携帯してください。



関東地区官庁オープンツアー 神奈川地区

機関名 横浜税関

開催日 【対　 　　面】令和５年３月８日（水）～３月１０日（金）
【オンライン】令和５年３月１３日（月）、３月１４日（火）

開催時間 【対　 　　面】１０：００～１１：３０、１４：３０～１６：００
【オンライン】１５：30～17：00

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（行政、デジタル電気電子、機械、土木、建築、物理、化学、農学）
一般職試験高卒者（事務、技術）

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答、懇談（座談会等）、職場体験

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 神奈川県横浜市中区海岸通1-1

　　　　　      　(会  場) 横浜税関　本関

　　　　　      　(最寄り駅)
みなとみらい線「日本大通り駅」下車　徒歩3分
JR京浜東北線、市営地下鉄「関内駅」下車　徒歩5分

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Cisco Webex Meetingｓ

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月８日(水)午前10時～

予約連絡先  (担当課・係) 総務部人事課人事第１係

　　　　　　  (電話番号) 045-212-6020

　　　　　　 　(メールアドレス) yok-jinji-1@customs.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.customs.go.jp/yokohama/

備考 予約時のメール送付方法等については、ホームページをご確認ください。

機関名 横浜検疫所

開催日 令和５年３月１７日（金）

開催時間 １４：００～１５：００

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政）、一般職試験高卒者（事務）、食品衛生監視員採用試験

実施内容 業務説明、質疑応答、職員の体験談

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 〒231-0002　神奈川県横浜市中区海岸通1-1（横浜第二港湾合同庁舎）

　　　　　      　(会  場) 6階会議室

　　　　　      　(最寄り駅) みなとみらい線日本大通り駅から徒歩5分

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年2月20日（月）～

予約連絡先  (担当課・係) 総務課庶務係

　　　　　　  (電話番号) 045-201-4458

　　　　　　 　(メールアドレス) yokohamakenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.forth.go.jp/keneki/yokohama/

備考



関東地区官庁オープンツアー 神奈川地区

機関名 横浜植物防疫所（新山下庁舎）

開催日 令和５年３月８日（水）、１０日（金）、１５日（水）

開催時間 各日　１４：３０～１６：３０

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政／化学・農学・林学）

実施内容 業務説明、質疑応答、職場見学、懇談（座談会等）

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 神奈川県横浜市中区新山下1-16-10

　　　　　      　(会  場) 横浜植物防疫所調査研究部（新山下庁舎）

　　　　　      　(最寄り駅) みなとみらい線元町・中華街駅（元町口）

予約方法 ホームページから

予約開始時期 令和５年２月上旬～

予約連絡先  (担当課・係) 横浜植物防疫所 総務部庶務課人事第１係

　　　　　　  (電話番号) 045-211-7150

　　　　　　 　(メールアドレス) syokubou_saiyou@maff.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/recruit/nougaku_saiyou_2022.html

備考 －

機関名 関東地方整備局（港湾空港）

開催日 令和５年3月13日（月）、3月14日（火）、3月15日（水）

開催時間 各日ともに１０：３０～１２：００、13：30～15：00

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（行政、技術系全区分）
一般職試験高卒者（事務、技術、農業土木、林業）

実施内容 業務説明、質疑応答

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 神奈川県横浜市中区北仲通５－５７

　　　　　      　(会  場) 横浜第２合同庁舎　１４階　会議室

　　　　　      　(最寄り駅)
みなとみらい線「馬車道駅（４番出口　万国橋口）」下車徒歩１分
JR根岸線・横浜市営地下鉄「桜木町駅」下車徒歩７分、「関内駅」下車徒歩１０分

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 メール

予約開始時期 令和３年２月～

予約連絡先  (担当課・係) 人事課　人事係

　　　　　　  (電話番号) ０４５－２１１－７４０９

　　　　　　 　(メールアドレス) recruit-j83ab@mlit.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.pa.ktr.mlit.go.jp/index.html

備考 －



関東地区官庁オープンツアー 神奈川地区

機関名 関東運輸局（技術：鉄道）

開催日 令和５年３月１４日（火）、１５日（水）　

開催時間 各日とも、10:00～12:00、13:30～16:30

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（デジタル・電気・電子/土木/建築/物理/化学/農学/農業農村工学）

実施内容 業務説明・質疑応答

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎１７階

　　　　　      　(会  場) 関東運輸局鉄道部

　　　　　      　(最寄り駅) みなとみらい線 馬車道駅 徒歩3分 / JR京浜東北線 桜木町駅 徒歩10分

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 メール

予約開始時期 令和5年2月1日～

予約連絡先  (担当課・係) 鉄道部 技術・防災第一課

　　　　　　  (電話番号) 045-211-7241

　　　　　　 　(メールアドレス) ktt-tetudoubugiichi@ki.mlit.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/soumu/jinji/index.html

備考 －

機関名 関東運輸局（技術：船舶）

開催日 令和５年３月９日（木）、３月１０日（金）、３月１３日（月）、３月１４日（火）

開催時間 午前の部：10:00～12:00　午後の部：14:00～16:00

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（機械/デジタル・電気・電子/土木/建築/物理/化学）

実施内容 業務説明、質疑応答

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 横浜市中区北仲通5-57　横浜第2合同庁舎

　　　　　      　(会  場) 関東運輸局15階会議室

　　　　　      　(最寄り駅)
みなとみらい線馬車道駅徒歩3分
JR線・横浜市営地下鉄線関内駅、桜木町駅10分～15分

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 Microsoft Teams

予約方法 メール

予約開始時期 令和5年2月1日（水）～令和5年2月28日（火）

予約連絡先  (担当課・係) 海上安全環境部監理課

　　　　　　  (電話番号) 045-211-7222

　　　　　　 　(メールアドレス) ktt-kaijikanri@ki.mlit.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/soumu/jinji/index.html

備考 －



関東地区官庁オープンツアー 神奈川地区

機関名 第三管区海上保安本部

開催日 令和５年３月８日（水）

開催時間 14:00～15:00、15:15～16:15

対象試験（試験区分） 海上保安官採用試験

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答

実施方法 オンライン実施のみ

（オンライン実施の場合）
必要なアプリケーション等 ZOOM

予約方法 メール、電話

予約開始時期 令和５年２月８日（水）～

予約連絡先  (担当課・係) 総務部　人事課

　　　　　　  (電話番号) 045-211-0781

　　　　　　 　(メールアドレス) tazaki-c98tn@mlit.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/

備考 －


