
事　　　務 １月２９日更新

電話番号 FAX番号

法務省
名古屋法務局（津、岐阜、福井、金沢、富山地方法
務局を含む）

052-952-8111 052-952-8167
愛知県、三重県、岐阜県、
福井県、石川県、富山県

1 http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoy
a/

- http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoy
a/

(業務内容について)

http://www.kensatsu.go.jp/kakucho
u/nagoya/page1000348html

(業務説明会について)

http://www.kensatsu.go.jp/kakucho
u/nagoya/page1000007.html

財務省 東海財務局 052-951-2185 052-951-7025 愛知県 1 http://tokai.mof.go.jp/soumu/paget
okaihp005000205.html

- http://tokai.mof.go.jp/annai/gyoum
u/gyoumu_1.htm

国税庁 金沢国税局 076-231-2131 富山県、石川県、福井県 1
https://www.nta.go.jp/about/recrui
tment/hyougaki/dainijisenkoushiken
.htm

- https://www.nta.go.jp/about/recrui
tment/hyougaki/index.htm

名古屋国税局 052-951-3511
岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県

1
https://www.nta.go.jp/about/recrui
tment/hyougaki/dainijisenkoushiken
.htm

- https://www.nta.go.jp/about/recrui
tment/hyougaki/index.htm

厚生労働省 名古屋検疫所 052-661-2670 052-661-4136 愛知県 1 https://www.forth.go.jp/keneki/nag
oya/saiyo.html

- https://www.forth.go.jp/keneki/nag
oya/gyoumu_quarantine.html

愛知労働局 052-972-0264 052-951-4191 愛知県 2
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-
roudoukyoku/roudoukyoku/kokkako
umuin_saiyou.html

-
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-
roudoukyoku/roudoukyoku/kokkako
umuin_saiyou.html

国土交通省 北陸地方整備局管内の事務所・出張所等 025-280-8814 025-370-6642 岐阜県、富山県、石川県 1※ http://www.hrr.mlit.go.jp/nyusho/ev
ent.html#kasen

- http://www.hrr.mlit.go.jp/nyusho/in
dex.html

中部地方整備局管内の本局・事務所・出張所等 052-953-8117 052-953-8281
岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県 1※ https://www.cbr.mlit.go.jp/recruitm

ent/schedule/index.html - https://www.cbr.mlit.go.jp/recruitm
ent/index.htm

近畿地方整備局管内の事務所・出張所等 06-6942-1141 06-6942-0141 福井県、三重県 1※ https://www.kkr.mlit.go.jp/recruit/r
ecruit/houmon/r2hyougaki.html - -

※国土交通省北陸地方整備局については、「東北」「関東甲信越」「東海北陸」のいずれかにおいて、合計１名を採用予定。

※国土交通省中部地方整備局については、「関東甲信越」「東海北陸」のいずれかにおいて、合計１名を採用予定。

※国土交通省近畿地方整備局については、「東海北陸」「近畿」のいずれかにおいて、合計１名を採用予定。

技　　　術

電話番号 FAX番号

国土交通省
北陸地方整備局管内の事務所・出張所等
（主に土木、電気、機械、建築を専門分野とする者
を求めている）

025-280-8834 025-280-8835 岐阜県、富山県、石川県 1※ http://www.hrr.mlit.go.jp/nyusho/ev
ent.html#gijutsu - http://www.hrr.mlit.go.jp/nyusho/in

dex.html

中部地方整備局管内の本局・事務所・出張所等
（主に土木、電気、機械、建築を専門分野とする者
を求めている）

052-953-8127 052-953-8294
岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県 1※ https://www.cbr.mlit.go.jp/recruitm

ent/schedule/index.html - https://www.cbr.mlit.go.jp/recruitm
ent/index.htm

近畿地方整備局管内の事務所・出張所等
（主に土木、電気、機械、建築を専門分野とする者
を求めている）

06-6942-1141 06-6942-7463 福井県、三重県 1※ https://www.kkr.mlit.go.jp/recruit/r
ecruit/houmon/r2hyougaki.html - －

海上保安庁
第四管区海上保安本部
(主に土木、電気、情報、建築を専門分野とする者を
求めている)

052-661-1611 052-661-1620 愛知県 1 https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruit
ment/admission/post-1.html - https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruit

ment/admission/post-1.html

※国土交通省北陸地方整備局については、「東北」「関東甲信越」「東海北陸」のいずれかにおいて、合計１名を採用予定。

※国土交通省中部地方整備局については、「関東甲信越」「東海北陸」のいずれかにおいて、合計１名を採用予定。

※国土交通省近畿地方整備局については、「東海北陸」「近畿」のいずれかにおいて、合計１名を採用予定。

刑　務　官

電話番号 FAX番号

http://www.moj.go.jp/moj/KYOUSE
I/SAIYO/index.html

http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyo
usei_kyouse13.html

入国警備官

電話番号 FAX番号

出入国在留管理庁 名古屋出入国在留管理局 052-559-2150 056-659-0511 愛知県 4 第１次選考通過者に第２次選考の
日時、場所等を通知します

http://www.moj.go.jp/isa/supply/re
cruitment/nyukei_hyougaki.html

1 第１次選考通過者に第２次選考の
日時、場所等を通知します

法務省

採用予定府省等名
採用に関する照会先

採用時の勤務地 採用予定数
第２次選考（採用面接等）
に関するホームページ

採用予定府省等名
採用に関する照会先

採用時の勤務地

052-951-1544 052-968-2706 愛知県名古屋地方検察庁

採用に関する照会先
採用時の勤務地 採用予定数

1

採用に関する照会先
採用時の勤務地

業務内容及び説明会開催
に関するホームページ

国家公務員　中途採用者選考試験（就職氷河期世代）
からの採用予定機関（東海北陸）

第２次選考（採用面接等）
に関するホームページ

業務内容及び説明会開催
に関するホームページ

第２次選考（採用面接等）
に関するホームページ

業務内容及び説明会開催
に関するホームページ

第２次選考（採用面接等）
に関するホームページ

業務内容及び説明会開催
に関するホームページ

採用予定数採用予定府省等名

採用予定数

名古屋矯正管区（名古屋刑務所） 03-3580-4159 03-5511-7208 愛知県

採用予定府省等名

第２次選考
今後の実施

第２次選考
今後の実施

http://www.kensatsu.go.jp/kakucho
u/nagoya/page1000007.html

-
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