
関東地区官庁オープンツアー 埼玉地区

機関名 人事院関東事務局

開催日 令和５年３月９日（木）、３月１３日（月）

開催時間 13:30～16:15（両日とも）

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政）

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答、懇談（座談会等）

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～

予約連絡先  (担当課・係) 総務課総務係

　　　　　　  (電話番号) 048-740-2001

　　　　　　 　(メールアドレス) kantousoumu-0eis@jinji.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.jinji.go.jp/jinji_kanto/

備考 －

機関名 関東管区警察局・東京都警察情報通信部(東京地区)と合同開催

開催日 令和５年３月１３日（月）

開催時間 １３：３０～１５：３０

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（行政、技術全区分）
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）

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月上旬～

予約連絡先  (担当課・係) 通信庶務課人事給与係

　　　　　　  (電話番号) 048-840-3140

　　　　　　 　(メールアドレス) kanto.saiyou@npa.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/

備考 －

mailto:kantousoumu-0eis@jinji.go.jp
https://www.jinji.go.jp/jinji_kanto/
mailto:kanto.saiyou@npa.go.jp
https://www.kanto.npa.go.jp/recruit/


関東地区官庁オープンツアー 埼玉地区

機関名 関東管区行政評価局

開催日 【対　 　　面】令和５年３月１５日（水）、１６日（木）
【オンライン】令和５年３月１０日（金）、１３日（月）

開催時間 【対　 　　面】１４：００～１５：１０
【オンライン】１４：００～１５：１０

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政）

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答、職場見学

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) 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

　　　　　      　(会  場) さいたま新都心合同庁舎１号館19階共用会議室

　　　　　      　(最寄り駅)
ＪＲ京浜東北線、宇都宮線、高崎線「さいたま新都心駅」下車、徒歩４分
ＪＲ埼京線「北与野駅」下車、徒歩７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１月20日（金）～

予約連絡先  (担当課・係) 総務課人事係

　　　　　　  (電話番号) 048-600-2300

　　　　　　 　(メールアドレス) kanto.saiyou@soumu.go.jp

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

備考 －

機関名 東京矯正管区

開催日
①令和５年３月１４日（火）
②令和５年３月１５日（水）

開催時間 各日とも　１３：００～１５：００

対象試験（試験区分）
①刑務官採用試験
②法務省専門職員（人間科学）採用試験

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答、懇談（座談会等）

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、電話

予約開始時期 令和５年2月20日～（予定）

予約連絡先  (担当課・係) 第一部職員課

　　　　　　  (電話番号) 048-600-1502

　　　　　　 　(メールアドレス) tokyokanku-syokuin@crest.ocn.ne.jp

ＨＰのＵＲＬ http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00101.html

備考
東京矯正管区管内施設において、オープンツアーとは別に業務説明会を実施する予定です。詳しくは
東京矯正管区HPをご覧ください。

mailto:kanto.saiyou@soumu.go.jp
https://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/000086434.html
mailto:tokyokanku-syokuin@crest.ocn.ne.jp
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00101.html


関東地区官庁オープンツアー 埼玉地区

機関名 川越少年刑務所

開催日 令和５年３月８日（水）

開催時間 １３：３０～１５：００

対象試験（試験区分） 刑務官採用試験

実施内容 業務説明、職場見学、質疑応答

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 埼玉県川越市南大塚６－４０－１

　　　　　      　(会  場) 川越少年刑務所

　　　　　      　(最寄り駅) 西武新宿線「南大塚駅」

予約方法 電話

予約開始時期 令和５年２月２２日（水）～

予約連絡先  (担当課・係) 川越少年刑務所調査官

　　　　　　  (電話番号) 049-242-0222

　　　　　　 　(メールアドレス) －

ＨＰのＵＲＬ －

備考 受付時に写真付きの身分証明書が必要になります。

機関名 さいたま地方検察庁

開催日 令和５年３月８日（水）、１３日（月）

開催時間 各日とも１３：３０～１５：１５

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、職場見学

実施方法 対面実施（事前予約必須）・オンライン実施併用(オンラインは職場見学を除く。）

開催場所      (所在地) 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１６－５８

　　　　　      　(会  場) さいたま地方検察庁

　　　　　      　(最寄り駅)
京浜東北線、高崎線、東北本線（宇都宮線）「浦和駅」（西口）から徒歩約１０分
埼京線「中浦和駅」（東口）から徒歩約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日午前９時～２月２８日午後５時

予約連絡先  (担当課・係) 人事課人事第一係

　　　　　　  (電話番号) 048-863-2293

　　　　　　 　(メールアドレス) 05-jinji@ppo.moj.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/saitama/index.html

備考 対面については、各回定員になり次第、予約受付を終了します。

mailto:05-jinji@ppo.moj.go.jp
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/saitama/index.html


関東地区官庁オープンツアー 埼玉地区

機関名 関東地方更生保護委員会

開催日 令和５年３月１７日（金）

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）、
法務省専門職員（人間科学）採用試験（保護観察官区分）

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答、懇談（座談会等）

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

予約開始時期 令和5年2月下旬～

予約連絡先  (担当課・係) 総務課・企画係

　　　　　　  (電話番号) ０４８－６００－０１８１

　　　　　　 　(メールアドレス) kanto-kouseihogo@i.moj.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kanto_kanto.html

備考 －

機関名 関東財務局（本局）

開催日 令和５年３月９日（木）、３月１０日（金）、３月１４日（火）、３月１５日（水）

開催時間 14:00～16:00（3/9、3/14）、9:30～11:30（3/10､3/15）

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、職員の体験談、質疑応答、懇談（座談会等）、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) 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１　さいたま新都心合同庁舎１号館

　　　　　      　(会  場) 関東財務局

　　　　　      　(最寄り駅)
京浜東北線、宇都宮線、高崎線「さいたま新都心駅」下車、徒歩約５分
埼京線「北与野駅」下車、徒歩約７分

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年1月下旬頃～2月上旬

予約連絡先  (担当課・係) 総務部人事課試験係

　　　　　　  (電話番号) 048-614-5538

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

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

備考 －

mailto:kanto-kouseihogo@i.moj.go.jp
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kanto_kanto.html
mailto:kantouzaimu.saiyou@kt.lfb-mof.go.jp
https://lfb.mof.go.jp/kantou/recruit/pagekthp007000019.html


関東地区官庁オープンツアー 埼玉地区

機関名 関東信越国税局

開催日 【対　 　　面】令和５年３月１６日（木）、３月１７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】①10：00～12：00　②14：00～16：00
【オンライン】①10：00～11：00　②14：00～15：00

対象試験（試験区分） 国税専門官採用試験、税務職員採用試験

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答

実施方法 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) 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１　さいたま新都心合同庁舎１号館

　　　　　      　(会  場) 関東信越国税局

　　　　　      　(最寄り駅)
京浜東北線、宇都宮線、高崎線「さいたま新都心駅」下車、徒歩約５分
埼京線「北与野駅」下車、徒歩約７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
下記ＨＰに掲載しているマイナビサイトのリンク先から申込
令和５年２月13日（月）に下記ＨＰにリンク先を掲載予定

予約開始時期 令和５年２月13日（月）　～　各開催日前日17時

予約連絡先  (担当課・係) 人事第二課試験係

　　　　　　  (電話番号) 048-600-3111（内線2097）

　　　　　　 　(メールアドレス) jinji2-shiken@kat.nta.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/index.htm

備考 －

機関名 国立児童自立支援施設（国立武蔵野学院・国立きぬ川学院）

開催日 【対　 　　面】令和５年3月9日（木）、3月17日（金）
【オンライン】令和5年3月14日（火）、3月17日（金）

開催時間 【対　 　　面】１４：００～１５：３０
【オンライン】１４：００～１５：００

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度、一般職試験高卒者

実施内容 業務説明、職員の体験談、質疑応答、職場見学

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) 埼玉県さいたま市緑区大字大門１０３０

　　　　　      　(会  場) 国立武蔵野学院　本館１階　庶務課

　　　　　      　(最寄り駅) JR武蔵野線、埼玉高速鉄道　「東川口駅」下車、徒歩２０分

（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

予約開始時期 令和５年３月１日～

予約連絡先  (担当課・係) 庶務課　小松崎

　　　　　　  (電話番号) 048-878-1260音声案内「３」

　　　　　　 　(メールアドレス) komatsuzaki-shou.jn1@mhlw.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.mhlw.go.jp/sisetu/musashino/

備考
件名を「オープンツアー予約希望」として、氏名・性別・生年月日・住所・連絡先（電話番号・メールアド
レス）参加希望日を記載して、上記のメールアドレスへ返信ください。

mailto:jinji2-shiken@kat.nta.go.jp
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/index.htm
mailto:komatsuzaki-shou.jn1@mhlw.go.jp
https://www.mhlw.go.jp/sisetu/musashino/


関東地区官庁オープンツアー 埼玉地区

機関名 関東信越厚生局

開催日 令和５年３月１０日（金）

開催時間 １４：００～１６：００

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度

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 Microsoft　teams

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月下旬～

予約連絡先  (担当課・係) 総務課　人事・給与係

　　　　　　  (電話番号) 048-740-0720

　　　　　　 　(メールアドレス) ktkousei033-s@mhlw.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/saiyo/290530.html

備考 予約方法等の詳細についてはHPをご覧ください。

機関名 埼玉労働局

開催日 令和５年３月１４日（火）

開催時間 ①１０：００～１２：００　②１４：３０～１６：３０

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）、労働基準監督官採用試験

実施内容 業務説明、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) 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２　ランド・アクシス・タワー１４階

　　　　　      　(会  場) 埼玉労働局　雇用保険説明会場

　　　　　      　(最寄り駅) さいたま新都心駅

予約方法 WEB予約（埼玉労働局のホームページから予約してください）

予約開始時期 令和５年２月上旬～

予約連絡先  (担当課・係) 総務課・人事係

　　　　　　  (電話番号) ０４８－６００－６２０２（係直通）

　　　　　　 　(メールアドレス) saitamakyoku-jinjiichikakari@mhlw.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/home.html

備考 －

mailto:ktkousei033-s@mhlw.go.jp
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/saiyo/290530.html
mailto:saitamakyoku-jinjiichikakari@mhlw.go.jp
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/home.html


関東地区官庁オープンツアー 埼玉地区

機関名 関東農政局（行政）

開催日 【対　 　　面】令和５年３月１６日（木）
【オンライン】令和５年３月８日（水）

開催時間 各日とも１４：００～１５：３０

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（行政）

実施内容 業務説明、質疑応答、懇談（座談会等）

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) 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

　　　　　      　(会  場) さいたま新都心合同庁舎２号館１１階　防災対策室２

　　　　　      　(最寄り駅)
・京浜東北線、宇都宮線、高崎線「さいたま新都心駅」下車、徒歩約８分
・埼京線「北与野駅」下車、徒歩約１０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 ホームページの応募フォーム

予約開始時期 令和5年2月中旬～（予定）

予約連絡先  (担当課・係) 総務部総務課人事第1係

　　　　　　  (電話番号) 048-740-0009

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

ＨＰのＵＲＬ https://www.maff.go.jp/kanto/annai/saiyou/kanchou_opentour_gyousei.html

備考
合同庁舎へ入館する際に身分証明書が必要になります。
懇談（座談会等）は対面（3月16日）のみの実施となります。

機関名 関東農政局（農業農村工学・農業土木・技術）

開催日 令和５年３月15日（水）、３月１７日（金）

開催時間 各日とも１３：３０～１５：００

対象試験（試験区分）
一般職試験大卒程度（農業農村工学、技術）
一般職試験高卒者（農業土木、技術）

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（事前予約必須）・オンライン実施併用

開催場所      (所在地) 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

　　　　　      　(会  場) さいたま新都心合同庁舎２号館11階　第３会議室

　　　　　      　(最寄り駅)
・京浜東北線、宇都宮線、高崎線「さいたま新都心駅」下車、徒歩約８分
・埼京線「北与野駅」下車、徒歩約10分

（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 ホームページの応募フォーム

予約開始時期 令和5年2月中旬～（予定）

予約連絡先  (担当課・係) 関東農政局農村振興部設計課課長補佐（総括）

　　　　　　  (電話番号) 048-740-0531

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

ＨＰのＵＲＬ https://www.maff.go.jp/kanto/annai/saiyou/kanchou_opentour_gijyutsu.html

備考 合同庁舎へ入館する際に身分証明書が必要になります。

mailto:kantou_saiyou@maff.go.jp
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関東地区官庁オープンツアー 埼玉地区

機関名 関東経済産業局 ・ 関東東北産業保安監督部

開催日 【対　 　　面】令和５年３月９日（木）、3月１０日（金）
【オンライン】令和５年３月８日（水）

開催時間 各日とも１０：００～１１：３０、１４：００～１５：３０

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））

実施内容 業務説明、懇談・座談会等（対面）

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) 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１　さいたま新都心合同庁舎１号館

　　　　　      　(会  場) 関東経済産業局内会議室

　　　　　      　(最寄り駅)
京浜東北線、宇都宮線、高崎線「さいたま新都心駅」下車、徒歩約５分
埼京線「北与野駅」下車、徒歩約７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1月下旬～

予約連絡先  (担当課・係) 関東経済産業局総務課人事係

　　　　　　  (電話番号) 048-600-0214

　　　　　　 　(メールアドレス) bzl-recruit-kanto@meti.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.kanto.meti.go.jp/annai/saiyo/gyomu_setsumeikai.html

備考 －

機関名 関東地方整備局（行政、事務）

開催日 【対　 　　面】令和５年３月８日（水）～１０日（金）、１３日（月）、１４日（火）、１６日（木）、１７日（金）
【オンライン】令和５年３月１１日（土）、１２日（日）

開催時間 【対　 　　面】10：30～12：00、13：30～15：00
【オンライン】10：00～11：30

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 職場見学、懇談（座談会等）、質疑応答、職員の体験談、業務説明

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) 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

　　　　　      　(会  場) さいたま新都心合同庁舎2号館　会議室

　　　　　      　(最寄り駅)
京浜東北線、宇都宮線、高崎線「さいたま新都心駅」下車、徒歩約５分
埼京線「北与野駅」下車、徒歩約７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 ＨＰの申込みフォーム

予約開始時期 令和5年2月20日（月）～

予約連絡先  (担当課・係) 総務部人事課

　　　　　　　   (電話番号) 048-600-1322

　　　　　　 　(メールアドレス) ktr-kttisei-saiyou@mlit.go.jp (1月31日修正）

ＨＰのＵＲＬ https://www.ktr.mlit.go.jp/recruit/

備考 対面実施：合同庁舎に入館の際に、身分証明書（学生証等）を提示し、一時通行証の発行を受けてください。

mailto:bzl-recruit-kanto@meti.go.jp
https://www.kanto.meti.go.jp/annai/saiyo/gyomu_setsumeikai.html
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https://www.ktr.mlit.go.jp/recruit/


関東地区官庁オープンツアー 埼玉地区

機関名 関東地方整備局（技術系）

開催日 令和５年３月１４日（火）、１６日（木）、１７日（金）

開催時間 14：00～16：00

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

実施内容 職場見学、懇談（座談会等）、質疑応答、職員の体験談、業務説明

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

　　　　　      　(会  場) さいたま新都心合同庁舎2号館　会議室

　　　　　      　(最寄り駅)
京浜東北線、宇都宮線、高崎線「さいたま新都心駅」下車、徒歩約５分
埼京線「北与野駅」下車、徒歩約７分

予約方法 ＨＰの申込みフォーム

予約開始時期 令和5年2月20日（月）～

予約連絡先  (担当課・係) 企画部企画課

　　　　　　　   (電話番号) 048-600-1329

　　　　　　 　(メールアドレス) ktr-info@gxb.mlit.go.jp

ＨＰのＵＲＬ https://www.ktr.mlit.go.jp/recruit/

備考 合同庁舎に入館の際に、身分証明書（学生証等）を提示し、一時通行証の発行を受けてください。

機関名 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

開催日 令和５年３月９日（木）、３月１０日（金）

開催時間 １３：３０～１４：３０

対象試験（試験区分） 一般職試験大卒程度（化学、農学、林学）

実施内容 業務説明

実施方法 対面実施のみ（事前予約必須）

開催場所      (所在地) 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

　　　　　      　(会  場) さいたま新都心合同庁舎検査棟

　　　　　      　(最寄り駅)
京浜東北線、宇都宮線、高崎線「さいたま新都心駅」下車、徒歩約８分
埼京線「北与野駅」下車、徒歩約１０分

予約方法 メール

予約開始時期 令和５年２月上旬～

予約連絡先  (担当課・係) 総務部人事課　人事係

　　　　　　  (電話番号) 050-3797-1832

　　　　　　 　(メールアドレス) houmon_jinji131@famic.go.jp

ＨＰのＵＲＬ http://www.famic.go.jp/recruitment_internship/

備考 予約方法等の詳細については、当法人のＨＰをご覧下さい（令和５年２月上旬掲載予定）。 
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