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国家公務員試験採用情報NAVI
試験・採用等に関する情報も満載。
採用試験の受験案内や試験問題例、セミナー・講演、官庁訪問等の情報も掲載中です！

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

国家公務員試験採用情報 Facebook

メールマガジン 国家公務員試験採用情報ＮＥＷＳ

https://www.facebook.com/jinjiin.saiyo

http://www.jinji.go.jp/saiyo/merumaga/mailmagazine.htm

内閣人事局のホームページ ［国家公務員 Career Guide］
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit/index.html
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国家公務員 一般職

試験ガイド



試験から採用までの

［参考］ 平成30年度一般職試験（大卒程度試験）

2月上旬 受験案内を人事院HPで確認

４月６日（金）～４月18日（水） 受付期間（インターネット申込み）

3月 業務説明会 P.14
関連情報

P.12
関連情報

６月17日（日） 第１次試験（基礎能力試験・専門試験・一般論文試験）

8月21日（火） 最終合格者発表

10月1日（月）以降 採用内定

７月18日（水）～8月3日（金） 第２次試験（人物試験） P.12
関連情報

2019年度の一般職試験（大卒程度試験）の日程は、2018年12月に発表する予定です。

国家公務員試験採用情報NAVI
http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

国家公務員採用一般職試験を志望する皆様へ

　現在我が国は、急速に進む少子高齢化の下、またAI（人工知

能）をはじめとする技術革新が進展し、将来の予測が困難となる中、

国民生活の安全・安心の確保や経済の活性化、災害からの復旧・

復興などの世界が注目する重要課題を抱えています。これらの世界

最先端の課題のみならず、国民を取り巻く様々な課題に対応するた

め、国民の声に耳を傾けながら、様々な意見をすりあわせ、政策を作

り上げること、公正かつ的確に政策を実施することが、国家公務員に

課された使命です。時には時間と争い、また、時には進むべき方向に

迷うこともあります。そのような時にも、同僚や上司、他府省の職員、関

係者と知恵を出し合い、よりよい選択肢や対応方針を粘り強く模索

し、練り上げます。国の所掌する業務の幅は広く、様々なバックグラウ

ンドを持った職員が集まっていることも国家行政の一つの強みです。

　また、人事院が各府省の職員を対象として行った意識調査によ

れば、職員は、所属する府省の施策や行政サービスに携わることを

通じて国民や社会に奉仕している、仕事を任され挑戦を通じて成長

できていると実感しながら職務を遂行していることが分かりました。こう

したことも国家公務員として働くことの大きな魅力です。

　皆さんが国家公務員の一員となり、高い志を持って一人一人が

持つそれぞれの強みを行政の場で活かしていただくこと、そして、仕

事のやりがいを実感しながら大きく成長し、行政の各分野でよりよい

国民生活の実現に貢献していただくことを心より期待しています。

・公に貢献するという高い志を持つ人
・目標の実現に向け、意欲を持って努力を重ねる人
・コミュニケーション能力を持ち、多様な価値観を理解しようとする人
・バランス感覚を持って物事を判断できる人
・フレッシュで純粋な好奇心を持っている人

求められる
人物像

人事院人材局長

鈴木 英司

発表次第、人事院ホームページ
「国家公務員試験採用情報NAVI」に
掲載しますので、必ずご確認ください。

（12ページと併せてご覧ください）

P.14
関連情報

8月 官庁訪問 「合格＝採用」ではありません。各府省での面接などを受ける必
要がありますので、志望する府省を積極的に訪問しましょう。

官庁訪問の日程は、各省庁人事担当課長会議申合せで決定し、2019年２月頃発表します。

採　　　　用
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６月17日（日） 第１次試験（基礎能力試験・専門試験・一般論文試験）
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2019年度の一般職試験（大卒程度試験）の日程は、2018年12月に発表する予定です。

国家公務員試験採用情報NAVI
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国家公務員採用一般職試験を志望する皆様へ

　現在我が国は、急速に進む少子高齢化の下、またAI（人工知

能）をはじめとする技術革新が進展し、将来の予測が困難となる中、

国民生活の安全・安心の確保や経済の活性化、災害からの復旧・

復興などの世界が注目する重要課題を抱えています。これらの世界

最先端の課題のみならず、国民を取り巻く様々な課題に対応するた

め、国民の声に耳を傾けながら、様々な意見をすりあわせ、政策を作

り上げること、公正かつ的確に政策を実施することが、国家公務員に

課された使命です。時には時間と争い、また、時には進むべき方向に

迷うこともあります。そのような時にも、同僚や上司、他府省の職員、関

係者と知恵を出し合い、よりよい選択肢や対応方針を粘り強く模索

し、練り上げます。国の所掌する業務の幅は広く、様々なバックグラウ

ンドを持った職員が集まっていることも国家行政の一つの強みです。

　また、人事院が各府省の職員を対象として行った意識調査によ

れば、職員は、所属する府省の施策や行政サービスに携わることを

通じて国民や社会に奉仕している、仕事を任され挑戦を通じて成長

できていると実感しながら職務を遂行していることが分かりました。こう

したことも国家公務員として働くことの大きな魅力です。

　皆さんが国家公務員の一員となり、高い志を持って一人一人が

持つそれぞれの強みを行政の場で活かしていただくこと、そして、仕

事のやりがいを実感しながら大きく成長し、行政の各分野でよりよい

国民生活の実現に貢献していただくことを心より期待しています。

・公に貢献するという高い志を持つ人
・目標の実現に向け、意欲を持って努力を重ねる人
・コミュニケーション能力を持ち、多様な価値観を理解しようとする人
・バランス感覚を持って物事を判断できる人
・フレッシュで純粋な好奇心を持っている人

求められる
人物像

人事院人材局長

鈴木 英司

発表次第、人事院ホームページ
「国家公務員試験採用情報NAVI」に
掲載しますので、必ずご確認ください。

（12ページと併せてご覧ください）

P.14
関連情報

8月 官庁訪問 「合格＝採用」ではありません。各府省での面接などを受ける必
要がありますので、志望する府省を積極的に訪問しましょう。

官庁訪問の日程は、各省庁人事担当課長会議申合せで決定し、2019年２月頃発表します。

採　　　　用
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平成22年 会計検査院採用 第５局経済産業検査第１課
平成22年 事務総長官房能力開発官付
平成26年 第５局情報通信検査課
平成28年 第３局国土交通検査第１課
平成29年 現職

先輩職員に聞く 行政区分

石山 瑠美
第５局 上席調査官（融資機関担当）付 調査官会計検査院

吉原 皆
大臣官房 人事課 職員係長内閣府

志望動機を教えてください。
会計検査院を志望した一番の理由は、中央官庁はもちろん、施策を実行する地方自治体など、実際の現場
を見て多くの方の声を聞ける点でした。
検査を通じて全国へ足を運び、多様な方にお会いする経験は何よりも大切なことではないかと感じまし
た。国外での検査もあるので、幅広い視野が持て、より自分が成長できるのでは、という期待もありました。
また、説明会ではアットホームな雰囲気を感じ、安心することができました。

仕事のやり甲斐は何ですか？
国の収入支出をチェックする機関という特性上、数字を厳しく追いかけ、検査の相手方からは敬遠されて
しまう。そんなイメージを持たれがちですが、時には、｢検査｣を超えた手応えを感じられます。私は、施策に
携わってきた方々の目指していることや気持ちに寄り添うように心がけています。視点は違えど、｢良くした
い｣という気持ちは、皆同じです。どうしたらより良い方向に向かえるのか話合いを重ね、互いが同じ方向を
向いていると思える瞬間にやり甲斐を感じます。

志望動機を教えてください。
内閣府に興味をもった一番の理由は、防災業務に興味があったからです。業務説明会などを通じて、内閣
府は防災担当のほか多種多様な業務を幅広く所掌しているということが分かり、内閣府なら常に新鮮な
気持ちで働けると思い志望しました。
採用後は、勲章に関わる業務や内閣府全体の契約業務のとりまとめ、経済部局では、政府経済見通しや景
気ウォッチャーの作成業務など所属する部署が変わるごとに様々な経験をしています。部局が変わるたび
に一から学ばなくてはならないことも多く大変ですが、好奇心のある方やチャレンジする意欲のある方に
とっては、周りの方のサポートや研修などを通じて成長していくことを実感できる職場だと思います。

仕事のやり甲斐は何ですか？
現在所属する大臣官房人事課では、内閣府に所属する職員の研修や休暇等の働き方に関する仕事をして
います。
職員研修は、実施内容の検討、業者との契約・支払の処理、受講生の募集、そして当日の進行など一貫して
係で作業分担しながら進めています。
休暇などの働く環境に関しては、職員からの問い合わせや相談もあります。質問内容によっては分からな
い場合も多く、制度官庁に確認しながら回答するようにしています。様々な内容について訊かれることにな
りますが、解決したときには職員から感謝されることも多く、組織の中の仕事にもやりがいがあります。

平成21年 内閣府採用 賞勲局調整係
平成23年 大臣官房会計課契約第４係
平成24年 政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（経済見通し担当）付
平成25年 経済社会総合研究所研究官
平成27年 政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（地域担当）付
平成28年 政策企画専門職
 （政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（地域担当）付）
平成29年 現職

古川 由美子
大臣官房 総務課 広報室 広報係長環境省

志望動機を教えてください。
自分にはどのような仕事が向いているかわからず悩んでいた学生時代、就職先の一候補という感覚で
公務員試験の説明会に参加しました。そこで、公務員は、契約や予算決算といった経理業務、職員の
給与認定や福利厚生面のサポートといった庶務業務、事業の実務担当としての企画業務など、一般企
業でいうところの営業職や事務職といった職種にとらわれることなく、幅広い業務が経験できるとい
うことを知り、公務員試験にチャレンジしました。

仕事のやり甲斐は何ですか？
現在は、環境省の広報誌やTwitterなどで省の施策や取組等を紹介したり、環境イベントの企画・運
営をしたりといった業務に従事しています。地方事務所では、事務所の予算管理、職員の勤務管理や
庁舎管理など、事務所を維持し環境を整える管理業務を中心に幅広い業務を行ってきました。本省と
地方、また管理部門と事業部門で業務内容はがらっと変わりますが、それぞれ違った面白みがあり、そ
れを味わうことが自分の糧になっていると感じます。

平成20年 環境省採用 水・大気環境局大気環境課大気生活環境室
平成22年 九州地方環境事務所総務課
平成24年 新宿御苑管理事務所庶務科
平成25年 地球環境局総務課
平成26年 総合環境政策局環境経済課
平成27年 同課企画係長
平成28年 北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所総務課調整係長
平成30年 現職

小野田 淳一
関西空港検疫所 衛生課 輸入動物管理室 指導調査係 主任厚生労働省

志望動機を教えてください。
大学では国際関係学部に所属し、将来は「外国とのつながりも持ちながら国内で日本のために仕事が
できる機関」で働きたいと思っていました。就職活動までは検疫所のことを知らなかったのですが、官
庁合同説明会等で、検疫所は海外で流行している検疫感染症等の国内への侵入・まん延を防止するた
めに様々な業務を遂行していること知りました。近年のグローバル化の中で公衆衛生の面から国民の
安全を守る仕事は大変やりがいのある仕事だと思い、志望しました。

仕事のやり甲斐は何ですか？
現在私の業務は、感染症を媒介する動物及び虫類の捕獲調査や、日本に輸入される動物の届出審査
などです。国際機関や海外の医療機関が発信する感染症情報に触れたり、動物輸入の相談を受けて
いると、公衆衛生関係機関の一端として日本を守るために働いているという実感が湧き、やりがいを感
じています。また、職場には事務官以外にも医師や看護師、技官の方など、様々な職種の人がいます
ので、自分にとって新たな観点が得られるなど良い刺激を得られています。

平成19年 厚生労働省採用 大阪検疫所総務課経理係　
平成21年 成田空港検疫所検疫課検疫係
平成22年 成田空港検疫所総務課経理係
平成23年 医薬食品局食品安全部企画情報課総務係
 （現医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課総務係）
平成25年 名古屋検疫所中部空港検疫所支所検疫衛生課検疫係
平成26年 名古屋検疫所検疫衛生課衛生係
 名古屋検疫所総務課経理係
平成28年 関西空港検疫所検疫課検疫係
平成30年 現職

登庁

ある日のスケジュール

研修 昼食
（同期とランチへ）

職員からの
相談対応

整理、
明日の予定の確認、

退庁準備

退庁 自宅で
夕食

9：30 10：00 12：00 14：00 19：00 20：00 21：00

平成25年 文部科学省採用 生涯学習政策局政策課調査統計企画室
平成27年 京都教育大学総務・企画課
平成29年 現職

貝原 剛
高等教育局 学生・留学生課文部科学省

志望動機を教えてください。
大学時代、アルバイトで塾の講師をしていたことがあり、教育は馴染みのある存在でした。多くの児童・生
徒を指導している際、教育とは一体何だろうなと興味が湧き、文部科学省に入って教育に関する幅広い知
識を吸収し、得た知見を基に、国の未来を創る礎を担いたいと思い、志望しました。文部科学省は未来省
と自称しているとおり、教育力がそのまま将来の国力に繋がっていきます。そういった前向きな課題に立ち
向かっていることも志望した理由の一つです。

仕事のやり甲斐は何ですか？
教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置を担当しており、国民にとって使いやすい制度となるよう財
務省等と折衝することがあり、私が頑張るか否かで多くの御利用者に影響を与えるので、うまく折衝ができ
た時はやりがいを感じます。現行の制度を少しでも分かりやすく使いやすくできるよう日々心がけています。
また、自分が担当していた調査（子供の学習費調査）を公表した際、新聞等で大きく報道され、達成感とと
もに、これだけ多くの人が注目していることから、一層緊張感を持って業務に勤しまなければと気持ちを引
き締めました。

登庁

ある日のスケジュール

剣道の
稽古

メールチェック・
金融機関からの
問い合わせ対応

打合せ 弁当 会議・
議事録作成

メールチェック・
至急案件の
対応

問い合わせ
対応の
回答見直し

退庁

6：40 7：00 9：30 11：00 12：00 15：00 18：00 20：00 20：30

飯沼 葉子
横浜地方検察庁 刑事部 主任捜査官法務省

志望動機を教えてください。
刑事事件という枠組みの中で、広く様々な業務を経験できる点に魅力を感じました。
１つ１つ異なる生の事件を扱うため、日々新鮮な気持ちで業務に取り組んでいける点や、刑事事件を通じ
て人と関わる機会が多い点にも惹かれました。

仕事のやり甲斐は何ですか？
事件内容、証拠関係、捜査の進捗状況等をよく理解した上で、検察官の指揮の下、警察等への補充捜査を
指示したり、刑事手続に必要な書類を作成したりして、検察官と二人三脚で事件を解決していける点にや
り甲斐を感じています。
刑罰権行使に関わる責任の重い仕事ですが、研修や勉強会も充実しており、不安なく業務に取り組むこと
ができています。
現在は子育て中のため、メリハリを持って仕事をするように心掛けています。

平成18年 法務省（検察庁）採用 横浜地方検察庁事務局会計課
平成20年 横浜地方検察庁総務部（徴収担当）
平成21年 法務省刑事局刑事課
平成23年 法務省大臣官房秘書課
平成25年 横浜地方検察庁事務局人事課（育児休業）
平成26年 育児休業から復職
平成28年 横浜地方検察庁総務部検務専門官（事件担当）
平成29年 現職

登庁、
メールチェック
など

ある日のスケジュール

関係機関との
打合せ

昼食
（同僚と中華街へ

ランチ）

被疑者
取調べ立会、
供述調書作成

事件記録精査、
書類作成等

退庁 保育園へ
子供のお迎え、
帰宅

8：30 10：30 12：00 13：00 15：30 17：30 18：30
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平成22年 会計検査院採用 第５局経済産業検査第１課
平成22年 事務総長官房能力開発官付
平成26年 第５局情報通信検査課
平成28年 第３局国土交通検査第１課
平成29年 現職

先輩職員に聞く 行政区分

石山 瑠美
第５局 上席調査官（融資機関担当）付 調査官会計検査院

吉原 皆
大臣官房 人事課 職員係長内閣府

志望動機を教えてください。
会計検査院を志望した一番の理由は、中央官庁はもちろん、施策を実行する地方自治体など、実際の現場
を見て多くの方の声を聞ける点でした。
検査を通じて全国へ足を運び、多様な方にお会いする経験は何よりも大切なことではないかと感じまし
た。国外での検査もあるので、幅広い視野が持て、より自分が成長できるのでは、という期待もありました。
また、説明会ではアットホームな雰囲気を感じ、安心することができました。

仕事のやり甲斐は何ですか？
国の収入支出をチェックする機関という特性上、数字を厳しく追いかけ、検査の相手方からは敬遠されて
しまう。そんなイメージを持たれがちですが、時には、｢検査｣を超えた手応えを感じられます。私は、施策に
携わってきた方々の目指していることや気持ちに寄り添うように心がけています。視点は違えど、｢良くした
い｣という気持ちは、皆同じです。どうしたらより良い方向に向かえるのか話合いを重ね、互いが同じ方向を
向いていると思える瞬間にやり甲斐を感じます。

志望動機を教えてください。
内閣府に興味をもった一番の理由は、防災業務に興味があったからです。業務説明会などを通じて、内閣
府は防災担当のほか多種多様な業務を幅広く所掌しているということが分かり、内閣府なら常に新鮮な
気持ちで働けると思い志望しました。
採用後は、勲章に関わる業務や内閣府全体の契約業務のとりまとめ、経済部局では、政府経済見通しや景
気ウォッチャーの作成業務など所属する部署が変わるごとに様々な経験をしています。部局が変わるたび
に一から学ばなくてはならないことも多く大変ですが、好奇心のある方やチャレンジする意欲のある方に
とっては、周りの方のサポートや研修などを通じて成長していくことを実感できる職場だと思います。

仕事のやり甲斐は何ですか？
現在所属する大臣官房人事課では、内閣府に所属する職員の研修や休暇等の働き方に関する仕事をして
います。
職員研修は、実施内容の検討、業者との契約・支払の処理、受講生の募集、そして当日の進行など一貫して
係で作業分担しながら進めています。
休暇などの働く環境に関しては、職員からの問い合わせや相談もあります。質問内容によっては分からな
い場合も多く、制度官庁に確認しながら回答するようにしています。様々な内容について訊かれることにな
りますが、解決したときには職員から感謝されることも多く、組織の中の仕事にもやりがいがあります。

平成21年 内閣府採用 賞勲局調整係
平成23年 大臣官房会計課契約第４係
平成24年 政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（経済見通し担当）付
平成25年 経済社会総合研究所研究官
平成27年 政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（地域担当）付
平成28年 政策企画専門職
 （政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（地域担当）付）
平成29年 現職

古川 由美子
大臣官房 総務課 広報室 広報係長環境省

志望動機を教えてください。
自分にはどのような仕事が向いているかわからず悩んでいた学生時代、就職先の一候補という感覚で
公務員試験の説明会に参加しました。そこで、公務員は、契約や予算決算といった経理業務、職員の
給与認定や福利厚生面のサポートといった庶務業務、事業の実務担当としての企画業務など、一般企
業でいうところの営業職や事務職といった職種にとらわれることなく、幅広い業務が経験できるとい
うことを知り、公務員試験にチャレンジしました。

仕事のやり甲斐は何ですか？
現在は、環境省の広報誌やTwitterなどで省の施策や取組等を紹介したり、環境イベントの企画・運
営をしたりといった業務に従事しています。地方事務所では、事務所の予算管理、職員の勤務管理や
庁舎管理など、事務所を維持し環境を整える管理業務を中心に幅広い業務を行ってきました。本省と
地方、また管理部門と事業部門で業務内容はがらっと変わりますが、それぞれ違った面白みがあり、そ
れを味わうことが自分の糧になっていると感じます。

平成20年 環境省採用 水・大気環境局大気環境課大気生活環境室
平成22年 九州地方環境事務所総務課
平成24年 新宿御苑管理事務所庶務科
平成25年 地球環境局総務課
平成26年 総合環境政策局環境経済課
平成27年 同課企画係長
平成28年 北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所総務課調整係長
平成30年 現職

小野田 淳一
関西空港検疫所 衛生課 輸入動物管理室 指導調査係 主任厚生労働省

志望動機を教えてください。
大学では国際関係学部に所属し、将来は「外国とのつながりも持ちながら国内で日本のために仕事が
できる機関」で働きたいと思っていました。就職活動までは検疫所のことを知らなかったのですが、官
庁合同説明会等で、検疫所は海外で流行している検疫感染症等の国内への侵入・まん延を防止するた
めに様々な業務を遂行していること知りました。近年のグローバル化の中で公衆衛生の面から国民の
安全を守る仕事は大変やりがいのある仕事だと思い、志望しました。

仕事のやり甲斐は何ですか？
現在私の業務は、感染症を媒介する動物及び虫類の捕獲調査や、日本に輸入される動物の届出審査
などです。国際機関や海外の医療機関が発信する感染症情報に触れたり、動物輸入の相談を受けて
いると、公衆衛生関係機関の一端として日本を守るために働いているという実感が湧き、やりがいを感
じています。また、職場には事務官以外にも医師や看護師、技官の方など、様々な職種の人がいます
ので、自分にとって新たな観点が得られるなど良い刺激を得られています。

平成19年 厚生労働省採用 大阪検疫所総務課経理係　
平成21年 成田空港検疫所検疫課検疫係
平成22年 成田空港検疫所総務課経理係
平成23年 医薬食品局食品安全部企画情報課総務係
 （現医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課総務係）
平成25年 名古屋検疫所中部空港検疫所支所検疫衛生課検疫係
平成26年 名古屋検疫所検疫衛生課衛生係
 名古屋検疫所総務課経理係
平成28年 関西空港検疫所検疫課検疫係
平成30年 現職

登庁

ある日のスケジュール

研修 昼食
（同期とランチへ）

職員からの
相談対応

整理、
明日の予定の確認、

退庁準備

退庁 自宅で
夕食

9：30 10：00 12：00 14：00 19：00 20：00 21：00

平成25年 文部科学省採用 生涯学習政策局政策課調査統計企画室
平成27年 京都教育大学総務・企画課
平成29年 現職

貝原 剛
高等教育局 学生・留学生課文部科学省

志望動機を教えてください。
大学時代、アルバイトで塾の講師をしていたことがあり、教育は馴染みのある存在でした。多くの児童・生
徒を指導している際、教育とは一体何だろうなと興味が湧き、文部科学省に入って教育に関する幅広い知
識を吸収し、得た知見を基に、国の未来を創る礎を担いたいと思い、志望しました。文部科学省は未来省
と自称しているとおり、教育力がそのまま将来の国力に繋がっていきます。そういった前向きな課題に立ち
向かっていることも志望した理由の一つです。

仕事のやり甲斐は何ですか？
教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置を担当しており、国民にとって使いやすい制度となるよう財
務省等と折衝することがあり、私が頑張るか否かで多くの御利用者に影響を与えるので、うまく折衝ができ
た時はやりがいを感じます。現行の制度を少しでも分かりやすく使いやすくできるよう日々心がけています。
また、自分が担当していた調査（子供の学習費調査）を公表した際、新聞等で大きく報道され、達成感とと
もに、これだけ多くの人が注目していることから、一層緊張感を持って業務に勤しまなければと気持ちを引
き締めました。

登庁

ある日のスケジュール

剣道の
稽古

メールチェック・
金融機関からの
問い合わせ対応

打合せ 弁当 会議・
議事録作成

メールチェック・
至急案件の
対応

問い合わせ
対応の
回答見直し

退庁

6：40 7：00 9：30 11：00 12：00 15：00 18：00 20：00 20：30

飯沼 葉子
横浜地方検察庁 刑事部 主任捜査官法務省

志望動機を教えてください。
刑事事件という枠組みの中で、広く様々な業務を経験できる点に魅力を感じました。
１つ１つ異なる生の事件を扱うため、日々新鮮な気持ちで業務に取り組んでいける点や、刑事事件を通じ
て人と関わる機会が多い点にも惹かれました。

仕事のやり甲斐は何ですか？
事件内容、証拠関係、捜査の進捗状況等をよく理解した上で、検察官の指揮の下、警察等への補充捜査を
指示したり、刑事手続に必要な書類を作成したりして、検察官と二人三脚で事件を解決していける点にや
り甲斐を感じています。
刑罰権行使に関わる責任の重い仕事ですが、研修や勉強会も充実しており、不安なく業務に取り組むこと
ができています。
現在は子育て中のため、メリハリを持って仕事をするように心掛けています。

平成18年 法務省（検察庁）採用 横浜地方検察庁事務局会計課
平成20年 横浜地方検察庁総務部（徴収担当）
平成21年 法務省刑事局刑事課
平成23年 法務省大臣官房秘書課
平成25年 横浜地方検察庁事務局人事課（育児休業）
平成26年 育児休業から復職
平成28年 横浜地方検察庁総務部検務専門官（事件担当）
平成29年 現職

登庁、
メールチェック
など

ある日のスケジュール

関係機関との
打合せ

昼食
（同僚と中華街へ

ランチ）

被疑者
取調べ立会、
供述調書作成

事件記録精査、
書類作成等

退庁 保育園へ
子供のお迎え、
帰宅

8：30 10：30 12：00 13：00 15：30 17：30 18：30
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平成20年 総務省採用 総合通信基盤局電波政策課
平成21年 総合通信基盤局電波環境課
平成23年 育児休業
平成25年 育児休業
平成28年 総合通信基盤局監視管理室
平成29年 現職

先輩職員に聞く 技術系区分

仕事のやり甲斐は何ですか？
私の一日は、外国から届く書簡を読むことから始まります。内容は、衛星通信に関する調整要請で
す。気象衛星やBS放送などで用いられる人工衛星からは、地球に向けて電波が送信されていま
す。電波には国境がありませんから、お互いに混信が生じないよう事前調整をする必要があるわけ
です。
関係課室や事業者と打合せを行い、返答書簡を作成します。また、対面での２ヶ国間調整会議も行
います。今年は日本代表団が外国へ赴き、私は議題の取りまとめなどを行いました。
このような調整を経て、日本の使用権利が確定すると、新たな衛星通信サービスやビジネスの創出
につながっていきます。経済成長を懸けた仕事で、大きなやり甲斐があると感じています。

専門性はどのように活かされていますか？
情報通信行政の現場では、専門的な用語が多く使われます。技術審査などで数式も扱います。締め
切りが短い場合もありますので、技術系の素養は、仕事を進める上で有利だと思います。
また、文書を作成する際には、研究論文の“命題と考察”のように、文書の“問いと回答”に齟齬がない
か留意したり、計算過程、すなわち回答に至る根拠が客観的に納得できるかどうかを判断する力も
大いに役立ちます。

新山 紘加総務省 総合通信基盤局 国際周波数政策室 国際調整係

電気・電子・情報 ［採用実績のある主な府省］ 警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省、防衛省

業務紹介

みなさんがお持ちのスマートフォン、多機能で便利で、一日中使っていますよね。この“便利さ”
は、情報通信技術の進歩によるものであり、総務省の情報通信政策が深く関わっています。そし
て、情報通信政策には多くの技術系区分の職員が携わっています。
情報通信基盤を支えるため、ネットワークの安全・信頼性の確保や通信・放送利用の許認可な
どの定常的な業務のほか、情報通信技術の発展のため、政策の立案・関連法令の改正や、新た
な無線システムの技術基準の策定、研究開発、国際標準化などの業務にも関わります。

平成28年 警察庁採用 関東管区警察局栃木県情報通信部通信庶務課
平成29年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
災害等の発生や犯罪捜査時における各種警察活動を技術面から支える業務に従事しており、具体的
には映像伝送装置や無線機等の資機材の準備や計画・運用などを行っています。私が警察各部門の
警察活動を支えていることを実感することができ、やり甲斐を感じています。また、業務上、高性能
な通信資機材に触れる機会も多いため、新たな知識や技術も習得できる点がこの職場の魅力の一つ
です。

専門性はどのように活かされていますか？
通信機器を扱うことが多いため、学生時代に理系として培った知識は今現在、業務を円滑に行う上
で非常に役立っています。採用後、警察情報通信学校という研修機関で必要な知識と技術を基礎か
ら学ぶことができます。また、専門外の新たな知識を習得し、新たな分野にチャレンジできる環境も
整っています。犯罪情勢が日々変化する世の中であるからこそ、常に最新の知識や技術にアンテナを
立て、世の中の一歩先を行く姿勢が我々警察庁職員には求められてます。

登坂 健司警察庁 関東管区警察局 栃木県情報通信部 機動通信課 運用係

機械 ［採用実績のある主な府省］ 警察庁、経済産業省、国土交通省、防衛省

業務紹介

警察独自の通信施設の維持・管理、現場活動を行う警察官を支える機動警察通信隊活動、押収
された電子機器の解析など、理系の知見を活かした幅広い業務が警察庁にはあります。また、
採用区分にとらわれることなく未経験の分野にチャレンジすることができ、成長できる環境がこ
こにはあります。今後は2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた大規模警
備や最新技術を搭載した通信資機材の整備運用など、技術面で警察活動を支える警察庁職員
は、貴重な存在としてますますその脚光を浴びています。

平成13年 経済産業省採用 製造産業局オゾン層保護等推進室
平成14年 産業技術環境局基準認証国際チーム
平成16年 資源エネルギー庁電力市場整備課係長
平成19年 政策研究大学院大学（GRIPS)
 Internatitonal developmentコース 国内留学
平成21年 商務情報政策局情報政策課国際室係長
平成23年 製造産業局化学物質管理課国際係長
平成24年 経済協力開発機構（OECD）環境局出向
平成27年 電力・ガス取引監視等委員会総務課専門職
平成29年 産業技術環境局環境指導室課長補佐
平成30年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
法律作成から予算、国会といったドメスティックな対応から途上国協力や国際交渉といった国際的
な取り組みまで幅広い分野を担当することとなります。土木という一区分にとらわれない業務を担う
ことになりますが、入省１５年を超えても新しいチャレンジができることが最大の魅力です。また、各
分野の専門家と若いうちから意見を交換する機会をいただけるのも得がたい経験だと思いますし、
日々、有識者、他省庁、業界といった様々なプレーヤーと切磋琢磨できるのも、責任と同時にやり甲
斐を感じます。

専門性はどのように活かされていますか？
物事へのアプローチの方法として、事実の積み上げから課題へアプローチを行う技術系ならではの
視点と、大所高所から詳細な問題へと視点を変えるという自然や大規模建造物を扱う土木ならでは
の着眼点は、どこの職場においても活用できる強みだと思います。

青柳 あさ子経済産業省 産業技術環境局 地球環境連携室 課長補佐

土木 ［採用実績のある主な府省］ 内閣府、林野庁、経済産業省、国土交通省、防衛省

業務紹介

この部署では、地球温暖化対策のため、途上国においてCO２を効率良く削減するためのプロ
ジェクトの形成、予算措置を行うとともに日本の技術が途上国に取り入れていただけるよう日
本政府として相手の政府への働きかけを行います。また、プロジェクトによって削減された
CO2をどのような測定方法を用いて判断するかについても検討を行い、COP等の国際会議の
場で日本の経験をベースにした提案をすべく関係省庁、有識者等と日々打ち合わせを行ってい
ます。

平成26年 防衛省採用 中国四国防衛局調達部調達計画課
平成28年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
私が担当する業務は、日米の政府間で合意された工期内に施設を完成させること、また、受注金額
が非常に大きく、複雑な工程の工事の監督業務を行うなど、とても責任は重いですが、その分、施設
が完成した時の達成感は大きく、大変やり甲斐のある仕事です。
さらに、防衛省には、仕事に一緒に向き合ってくれる上司、諸先輩が沢山おり、そのような方々と目標
に向かって共に取り組んでいく中で、自分の仕事が役立っていると実感できたときにやり甲斐を感じ
ます。

専門性はどのように活かされていますか？
担当する工事案件において、日米の政府間で合意された工期内に施設を完成させるために、専門性
を発揮しながら建築設備や土木工事の担当者、米軍担当者及び工事受注者と協力し、資材置場、作
業ヤードの十分な確保ができないなど、厳しい現場条件下で工事を実施する中、総合工程を組替え
工期短縮を実現しました。
また、現場監督業務、設計・積算業務の専門性を活かし、２年間の実務経験を経て独学で一級建築
士を取得しました。

内藤 大成防衛省 中国四国防衛局 調達部 建築課

建築 ［採用実績のある主な府省］ 法務省、財務省財務局、国土交通省、防衛省

業務紹介

私が所属する地方防衛局建築課では、主に自衛隊及び在日米軍基地の施設整備に係る業務を
行っています。その中で私は、在日米軍岩国基地の再編事業に係る施設整備の監督業務に携
わり、建築物の建設工事においては、様々な確認、検査を実施する品質管理を行い、より良い
施設を在日米軍に提供するための業務に励んでいます。
また、時には現地の米軍担当者と工期に影響のある事項についての調整を行うなど、非常にバ
ラエティに富んだ業務に日々奔走しています。業務そのものが最適の教材であり、毎日知識が
増えていきます。
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平成20年 総務省採用 総合通信基盤局電波政策課
平成21年 総合通信基盤局電波環境課
平成23年 育児休業
平成25年 育児休業
平成28年 総合通信基盤局監視管理室
平成29年 現職

先輩職員に聞く 技術系区分

仕事のやり甲斐は何ですか？
私の一日は、外国から届く書簡を読むことから始まります。内容は、衛星通信に関する調整要請で
す。気象衛星やBS放送などで用いられる人工衛星からは、地球に向けて電波が送信されていま
す。電波には国境がありませんから、お互いに混信が生じないよう事前調整をする必要があるわけ
です。
関係課室や事業者と打合せを行い、返答書簡を作成します。また、対面での２ヶ国間調整会議も行
います。今年は日本代表団が外国へ赴き、私は議題の取りまとめなどを行いました。
このような調整を経て、日本の使用権利が確定すると、新たな衛星通信サービスやビジネスの創出
につながっていきます。経済成長を懸けた仕事で、大きなやり甲斐があると感じています。

専門性はどのように活かされていますか？
情報通信行政の現場では、専門的な用語が多く使われます。技術審査などで数式も扱います。締め
切りが短い場合もありますので、技術系の素養は、仕事を進める上で有利だと思います。
また、文書を作成する際には、研究論文の“命題と考察”のように、文書の“問いと回答”に齟齬がない
か留意したり、計算過程、すなわち回答に至る根拠が客観的に納得できるかどうかを判断する力も
大いに役立ちます。

新山 紘加総務省 総合通信基盤局 国際周波数政策室 国際調整係

電気・電子・情報 ［採用実績のある主な府省］ 警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省、防衛省

業務紹介

みなさんがお持ちのスマートフォン、多機能で便利で、一日中使っていますよね。この“便利さ”
は、情報通信技術の進歩によるものであり、総務省の情報通信政策が深く関わっています。そし
て、情報通信政策には多くの技術系区分の職員が携わっています。
情報通信基盤を支えるため、ネットワークの安全・信頼性の確保や通信・放送利用の許認可な
どの定常的な業務のほか、情報通信技術の発展のため、政策の立案・関連法令の改正や、新た
な無線システムの技術基準の策定、研究開発、国際標準化などの業務にも関わります。

平成28年 警察庁採用 関東管区警察局栃木県情報通信部通信庶務課
平成29年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
災害等の発生や犯罪捜査時における各種警察活動を技術面から支える業務に従事しており、具体的
には映像伝送装置や無線機等の資機材の準備や計画・運用などを行っています。私が警察各部門の
警察活動を支えていることを実感することができ、やり甲斐を感じています。また、業務上、高性能
な通信資機材に触れる機会も多いため、新たな知識や技術も習得できる点がこの職場の魅力の一つ
です。

専門性はどのように活かされていますか？
通信機器を扱うことが多いため、学生時代に理系として培った知識は今現在、業務を円滑に行う上
で非常に役立っています。採用後、警察情報通信学校という研修機関で必要な知識と技術を基礎か
ら学ぶことができます。また、専門外の新たな知識を習得し、新たな分野にチャレンジできる環境も
整っています。犯罪情勢が日々変化する世の中であるからこそ、常に最新の知識や技術にアンテナを
立て、世の中の一歩先を行く姿勢が我々警察庁職員には求められてます。

登坂 健司警察庁 関東管区警察局 栃木県情報通信部 機動通信課 運用係

機械 ［採用実績のある主な府省］ 警察庁、経済産業省、国土交通省、防衛省

業務紹介

警察独自の通信施設の維持・管理、現場活動を行う警察官を支える機動警察通信隊活動、押収
された電子機器の解析など、理系の知見を活かした幅広い業務が警察庁にはあります。また、
採用区分にとらわれることなく未経験の分野にチャレンジすることができ、成長できる環境がこ
こにはあります。今後は2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた大規模警
備や最新技術を搭載した通信資機材の整備運用など、技術面で警察活動を支える警察庁職員
は、貴重な存在としてますますその脚光を浴びています。

平成13年 経済産業省採用 製造産業局オゾン層保護等推進室
平成14年 産業技術環境局基準認証国際チーム
平成16年 資源エネルギー庁電力市場整備課係長
平成19年 政策研究大学院大学（GRIPS)
 Internatitonal developmentコース 国内留学
平成21年 商務情報政策局情報政策課国際室係長
平成23年 製造産業局化学物質管理課国際係長
平成24年 経済協力開発機構（OECD）環境局出向
平成27年 電力・ガス取引監視等委員会総務課専門職
平成29年 産業技術環境局環境指導室課長補佐
平成30年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
法律作成から予算、国会といったドメスティックな対応から途上国協力や国際交渉といった国際的
な取り組みまで幅広い分野を担当することとなります。土木という一区分にとらわれない業務を担う
ことになりますが、入省１５年を超えても新しいチャレンジができることが最大の魅力です。また、各
分野の専門家と若いうちから意見を交換する機会をいただけるのも得がたい経験だと思いますし、
日々、有識者、他省庁、業界といった様々なプレーヤーと切磋琢磨できるのも、責任と同時にやり甲
斐を感じます。

専門性はどのように活かされていますか？
物事へのアプローチの方法として、事実の積み上げから課題へアプローチを行う技術系ならではの
視点と、大所高所から詳細な問題へと視点を変えるという自然や大規模建造物を扱う土木ならでは
の着眼点は、どこの職場においても活用できる強みだと思います。

青柳 あさ子経済産業省 産業技術環境局 地球環境連携室 課長補佐

土木 ［採用実績のある主な府省］ 内閣府、林野庁、経済産業省、国土交通省、防衛省

業務紹介

この部署では、地球温暖化対策のため、途上国においてCO２を効率良く削減するためのプロ
ジェクトの形成、予算措置を行うとともに日本の技術が途上国に取り入れていただけるよう日
本政府として相手の政府への働きかけを行います。また、プロジェクトによって削減された
CO2をどのような測定方法を用いて判断するかについても検討を行い、COP等の国際会議の
場で日本の経験をベースにした提案をすべく関係省庁、有識者等と日々打ち合わせを行ってい
ます。

平成26年 防衛省採用 中国四国防衛局調達部調達計画課
平成28年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
私が担当する業務は、日米の政府間で合意された工期内に施設を完成させること、また、受注金額
が非常に大きく、複雑な工程の工事の監督業務を行うなど、とても責任は重いですが、その分、施設
が完成した時の達成感は大きく、大変やり甲斐のある仕事です。
さらに、防衛省には、仕事に一緒に向き合ってくれる上司、諸先輩が沢山おり、そのような方々と目標
に向かって共に取り組んでいく中で、自分の仕事が役立っていると実感できたときにやり甲斐を感じ
ます。

専門性はどのように活かされていますか？
担当する工事案件において、日米の政府間で合意された工期内に施設を完成させるために、専門性
を発揮しながら建築設備や土木工事の担当者、米軍担当者及び工事受注者と協力し、資材置場、作
業ヤードの十分な確保ができないなど、厳しい現場条件下で工事を実施する中、総合工程を組替え
工期短縮を実現しました。
また、現場監督業務、設計・積算業務の専門性を活かし、２年間の実務経験を経て独学で一級建築
士を取得しました。

内藤 大成防衛省 中国四国防衛局 調達部 建築課

建築 ［採用実績のある主な府省］ 法務省、財務省財務局、国土交通省、防衛省

業務紹介

私が所属する地方防衛局建築課では、主に自衛隊及び在日米軍基地の施設整備に係る業務を
行っています。その中で私は、在日米軍岩国基地の再編事業に係る施設整備の監督業務に携
わり、建築物の建設工事においては、様々な確認、検査を実施する品質管理を行い、より良い
施設を在日米軍に提供するための業務に励んでいます。
また、時には現地の米軍担当者と工期に影響のある事項についての調整を行うなど、非常にバ
ラエティに富んだ業務に日々奔走しています。業務そのものが最適の教材であり、毎日知識が
増えていきます。
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平成25年 気象庁採用 甲府地方気象台
平成27年 静岡地方気象台
平成28年 東京管区気象台総務部業務課広報係
平成29年 東京管区気象台総務部業務課計画係
平成30年 現職

先輩職員に聞く 技術系区分

仕事のやり甲斐は何ですか？
気象庁ではWMO（世界気象機関）の基準に基づき、大気のバックグラウンド観測をしています。私
はその観測装置の保守、航空機による上空の温室効果ガスの観測、それらで観測されたデータの処
理や、観測に必要なガスの較正を行っています。また、３ヶ月間の南鳥島への派遣もあります。南鳥
島ではバックグラウンド観測担当は１人となるため、非常に責任感のある仕事だと思っています。さ
らに、気象庁では南極観測のチャンスもあるので、この先も色々な職務に取り組んでいきたいと思い
ます。

専門性はどのように活かされていますか？
大学では、温室効果ガスを観測する衛星（GOSAT)から得られたデータや航空機で観測された温室
効果ガスのデータを用いた研究を行っていました。そのため、これまで自分が研究で利用していた観
測データを、逆に自分が観測をする立場となりました。また、情報科学を専攻していたため、身に付
けたプログラミング技術はこれまで異動した部署で、業務を円滑にするためのプログラムを作成した
り、データ処理の場面で役に立っています。

山本 めぐみ気象庁 地球環境・海洋部 環境気象管理官付 温室効果ガス観測係

物理 ［採用実績のある主な府省］ 警察庁、国土交通省、気象庁、原子力規制庁

業務紹介

気象庁の業務は天気予報、気象観測、地震、火山、地球環境及び海洋と非常に多岐にわたっている中
で、物理区分で採用された場合は、大学での専攻分野に縛られることなく、それらの業務を幅広く経
験できます。また、技術系の業務のみでなく、広報や予算の業務もあります。異動をする度に業務の内
容は少なからず変わりますが、その分だけスキルが身に付くので、入庁時の目標に加えて、気象庁で
本当に自分がやりたいことが発見できると思います。

採用後は本府省や地方に所在する出先機関等に配属になります。その後、おおむね２、３年のサイク
ルで人事異動があることが一般的で、様々な職務経験を積むことによって国家公務員として成長して
いくことができます。その過程で転勤になることもありますが、府省によって転勤の範囲が一定のエ
リア内となっていることもめずらしくありません。また、育児・出産等のライフイベントが考慮され
るので、必ずしも全国を転々とするということではありません。

平成26年 財務省採用 横浜税関本牧埠頭出張所
 統括審査官（通関第2部門担当）付
平成28年 財務省関税中央分析所（後継者育成研修生）
平成29年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
私の部署では、税関で発見した覚醒剤や麻薬等の不正薬物の疑いがある物品に対して、様々な機器
を活用し、不正薬物の判別を行っています。また、見た目上は全く同じものであっても物性や特定の
成分の含有比率が少し変わるだけで、輸入品にかかる関税額が数百万円単位で変わることもあり、
必要に応じて成分等の確認を行っています。
分析対象は幅広く、また、従来の分析法の改善や新規輸入貨物の分析法の検討・研究にも取り組ん
でいるため、学ぶことや考えることが多くありますが、先輩職員に教わりながら仕事ができるため、
日々成長を実感できます。

専門性はどのように活かされていますか？
近年、税関では分子構造が類似した多種多様な危険ドラッグが発見されていますが、今までに習得
してきた化学的な知見や手法をもってその薬物の構造を特定します。また、特定した薬物が不正薬物
に該当するかどうか法律に基づき判別を行っていますが、その法律を確認する際にも化学的な知識
を必要とする場合があります。さらに、未規制の危険ドラッグであった場合でも、将来的な規制を想
定して様々なデータの取得を行っており、専門性を活かして業務の幅を広げることができます。

小林 俊哉財務省税関 横浜税関 業務部 統括分析官付

化学 ［採用実績のある主な府省］ 財務省税関、農林水産省、経済産業省、国土交通省、気象庁

「国家公務員」は
 全国転勤？

平成28年 農林水産省採用 北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課
平成30年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
所属する国際品種保護班では、海外でも日本の品種が適切に保護される環境を整えるため、特に東南ア
ジア各国への協力活動や、国際機関を通じた支援を進めています。資料作成等のデスクワークや、施策の
進め方の打合せ等、メインは省内での仕事ですが、海外での国際会議に参加する機会もあります。英語に
苦労することもありますが、日本の農業のため、海外にも視野を広げて仕事ができるのが魅力の一つです。

専門性はどのように活かされていますか？
省内外の関係者に説明するため、日頃から様々な文書を読んで勉強しますが、大学での勉強が背景として
ある分、理解しやすくなり役立っています。また、特に大学の研究室にいた頃に、自分の研究をまとめてセミ
ナーや学会で発表した経験が、施策説明や資料作成等、これまでの仕事に大きく役立ってきました。

河野 裕之農林水産省 食料産業局 知的財産課 種苗室 国際品種保護班 海外情報係

農学 ［採用実績のある主な府省］ 財務省税関、農林水産省、国土交通省

業務紹介

北海道農政事務所に在籍した際、私はバイオマス・再生可能エネルギーの事業に携わりました。北海道各
地に出張して調査や説明をする機会が多く、担当する事業がどのように役立っているのか実感できたのが
刺激になりました。北海道ならではの大規模な生産現場を知ることができたのも貴重な経験でした。

平成29年 国土交通省採用
 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
北海道は、日本の農地面積の約４分の１を占める日本の食料供給基地であり、農家一戸当たりの耕地面
積は約30haとヨーロッパ並の規模で農業が展開されており、農業農村工学を学ぶ者にとって憧れの場所
です。このような恵まれた環境の中、農業水利施設の状況確認や将来の営農計画に基づく農業用水の必
要性などについて関係機関と打合せを行い、将来の事業ビジョンを描いています。地域の農家関係者への
説明会で、計画内容を理解して頂いたときの達成感はなんとも言い難いものがあります。自分が描いたビ
ジョンに基づき工事を担当できること、今からわくわくしています！

専門性はどのように活かされていますか？
ダム耐震性能照査に関わる業務では、専門用語が数多く出てきますが、大学時代にダムなどの農業水利
施設の構造や種類について学んだこともあり、業務で必要となる専門用語を理解することができました。
また、ダムの種類や取水塔の形式など授業で学んだことを思い出しながら、現地で確認を行うこともできる
ため、大学で学んだ知識が活かされていると感じています。

川北 清香国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部 農業開発課

農業農村工学 ［採用実績のある主な府省］ 内閣府、農林水産省、国土交通省

業務紹介

農業農村工学採用の職員は、農業水利施設(ダム、頭首工、用水路等)や農地などの農業生産基盤を
整備し、食料の安定供給を図ることを目指して日々働いています。現在の職場では、老朽化した農業
水利施設の改修や更新に係る調査・計画業務を行っており、関係機関と合意形成を図りながら仕事
を進めています。ほかにも、大規模な地震が発生した場合に、国営事業で造成した農業用ダムが耐え
られるか等を評価するダム耐震性能照査に関わる業務も担当しています。

平成22年 林野庁採用
 近畿中国森林管理局滋賀森林管理署大津森林事務所
平成24年 森林技術センター業務係長
平成27年 林野庁森林整備部治山課庶務係長
平成28年 大臣官房国際部海外投資・協力グループ
平成29年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
現場に行くときはスパイク付き長靴を履き、熊鈴・熊撃退スプレー・鋸を携帯し、ヘルメットと革手袋を装着して
いるので、他の人から見ると面白い格好かもしれません。私の担当する川湯地区には阿寒摩周国立公園の中核
である摩周湖・硫黄山・屈斜路湖があり、周囲を国有林が囲んで美しい景観を形成しています。先輩たちが汗水
垂らし育ててきた森林をみるとき、私もこの美しい森林づくりの一部に関わっていることにやり甲斐を感じます。

専門性はどのように活かされていますか？
私は森林計画学や森林政策学を専攻し、アンケート調査やインタビュー調査をよく用いていたので、入庁後に業
務で林業関係団体へのヒアリング調査をする際に役に立ちました。また地元の幼稚園や小学校から森林環境教
育の依頼があったときは、大学で学んだ内容を復習し、森林の働きや林業の役割について分かりやすく伝えるこ
とができました。林野庁には森林GISや統計学、キノコ等の専門性を活かして働いている職員も多数います。

矢野 宣和林野庁 北海道森林管理局 根釧西部森林管理署 川湯森林事務所 森林官

林学 ［採用実績のある主な府省］ 林野庁、国土交通省、環境省

業務紹介

一般職で採用された場合は、国有林の最前線である森林事務所や森林管理署などの現場系から森
林管理局や本庁といった事務系まで幅広く業務を経験できます。特に最近の国有林の現場では、伐
採後の多様な森林づくりや再造林を推進するために民間ではできないようなICTやAI、ドローンなど
の最新技術を利用した研究開発に力を注いでいます。成功例だけでなく失敗例も公表していくとい
う裏表のないところがこの職場の魅力だと感じます。

業務紹介

税関は、安全・安心な社会の実現のため、覚醒剤や麻薬等の不正薬物の密輸取締りを行って
いるほか、歳入官庁として輸入貨物に対して、適正かつ公平な関税等の徴収を行っています。
化学区分で採用された場合、不正薬物等の分析を行う部署や化学工業品等の輸出入貨物を取
り扱う部署で勤務する機会が多く、税関の使命を果たすために科学的アプローチで貢献する
ことができます。
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平成25年 気象庁採用 甲府地方気象台
平成27年 静岡地方気象台
平成28年 東京管区気象台総務部業務課広報係
平成29年 東京管区気象台総務部業務課計画係
平成30年 現職

先輩職員に聞く 技術系区分

仕事のやり甲斐は何ですか？
気象庁ではWMO（世界気象機関）の基準に基づき、大気のバックグラウンド観測をしています。私
はその観測装置の保守、航空機による上空の温室効果ガスの観測、それらで観測されたデータの処
理や、観測に必要なガスの較正を行っています。また、３ヶ月間の南鳥島への派遣もあります。南鳥
島ではバックグラウンド観測担当は１人となるため、非常に責任感のある仕事だと思っています。さ
らに、気象庁では南極観測のチャンスもあるので、この先も色々な職務に取り組んでいきたいと思い
ます。

専門性はどのように活かされていますか？
大学では、温室効果ガスを観測する衛星（GOSAT)から得られたデータや航空機で観測された温室
効果ガスのデータを用いた研究を行っていました。そのため、これまで自分が研究で利用していた観
測データを、逆に自分が観測をする立場となりました。また、情報科学を専攻していたため、身に付
けたプログラミング技術はこれまで異動した部署で、業務を円滑にするためのプログラムを作成した
り、データ処理の場面で役に立っています。

山本 めぐみ気象庁 地球環境・海洋部 環境気象管理官付 温室効果ガス観測係

物理 ［採用実績のある主な府省］ 警察庁、国土交通省、気象庁、原子力規制庁

業務紹介

気象庁の業務は天気予報、気象観測、地震、火山、地球環境及び海洋と非常に多岐にわたっている中
で、物理区分で採用された場合は、大学での専攻分野に縛られることなく、それらの業務を幅広く経
験できます。また、技術系の業務のみでなく、広報や予算の業務もあります。異動をする度に業務の内
容は少なからず変わりますが、その分だけスキルが身に付くので、入庁時の目標に加えて、気象庁で
本当に自分がやりたいことが発見できると思います。

採用後は本府省や地方に所在する出先機関等に配属になります。その後、おおむね２、３年のサイク
ルで人事異動があることが一般的で、様々な職務経験を積むことによって国家公務員として成長して
いくことができます。その過程で転勤になることもありますが、府省によって転勤の範囲が一定のエ
リア内となっていることもめずらしくありません。また、育児・出産等のライフイベントが考慮され
るので、必ずしも全国を転々とするということではありません。

平成26年 財務省採用 横浜税関本牧埠頭出張所
 統括審査官（通関第2部門担当）付
平成28年 財務省関税中央分析所（後継者育成研修生）
平成29年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
私の部署では、税関で発見した覚醒剤や麻薬等の不正薬物の疑いがある物品に対して、様々な機器
を活用し、不正薬物の判別を行っています。また、見た目上は全く同じものであっても物性や特定の
成分の含有比率が少し変わるだけで、輸入品にかかる関税額が数百万円単位で変わることもあり、
必要に応じて成分等の確認を行っています。
分析対象は幅広く、また、従来の分析法の改善や新規輸入貨物の分析法の検討・研究にも取り組ん
でいるため、学ぶことや考えることが多くありますが、先輩職員に教わりながら仕事ができるため、
日々成長を実感できます。

専門性はどのように活かされていますか？
近年、税関では分子構造が類似した多種多様な危険ドラッグが発見されていますが、今までに習得
してきた化学的な知見や手法をもってその薬物の構造を特定します。また、特定した薬物が不正薬物
に該当するかどうか法律に基づき判別を行っていますが、その法律を確認する際にも化学的な知識
を必要とする場合があります。さらに、未規制の危険ドラッグであった場合でも、将来的な規制を想
定して様々なデータの取得を行っており、専門性を活かして業務の幅を広げることができます。

小林 俊哉財務省税関 横浜税関 業務部 統括分析官付

化学 ［採用実績のある主な府省］ 財務省税関、農林水産省、経済産業省、国土交通省、気象庁

「国家公務員」は
 全国転勤？

平成28年 農林水産省採用 北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課
平成30年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
所属する国際品種保護班では、海外でも日本の品種が適切に保護される環境を整えるため、特に東南ア
ジア各国への協力活動や、国際機関を通じた支援を進めています。資料作成等のデスクワークや、施策の
進め方の打合せ等、メインは省内での仕事ですが、海外での国際会議に参加する機会もあります。英語に
苦労することもありますが、日本の農業のため、海外にも視野を広げて仕事ができるのが魅力の一つです。

専門性はどのように活かされていますか？
省内外の関係者に説明するため、日頃から様々な文書を読んで勉強しますが、大学での勉強が背景として
ある分、理解しやすくなり役立っています。また、特に大学の研究室にいた頃に、自分の研究をまとめてセミ
ナーや学会で発表した経験が、施策説明や資料作成等、これまでの仕事に大きく役立ってきました。

河野 裕之農林水産省 食料産業局 知的財産課 種苗室 国際品種保護班 海外情報係

農学 ［採用実績のある主な府省］ 財務省税関、農林水産省、国土交通省

業務紹介

北海道農政事務所に在籍した際、私はバイオマス・再生可能エネルギーの事業に携わりました。北海道各
地に出張して調査や説明をする機会が多く、担当する事業がどのように役立っているのか実感できたのが
刺激になりました。北海道ならではの大規模な生産現場を知ることができたのも貴重な経験でした。

平成29年 国土交通省採用
 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
北海道は、日本の農地面積の約４分の１を占める日本の食料供給基地であり、農家一戸当たりの耕地面
積は約30haとヨーロッパ並の規模で農業が展開されており、農業農村工学を学ぶ者にとって憧れの場所
です。このような恵まれた環境の中、農業水利施設の状況確認や将来の営農計画に基づく農業用水の必
要性などについて関係機関と打合せを行い、将来の事業ビジョンを描いています。地域の農家関係者への
説明会で、計画内容を理解して頂いたときの達成感はなんとも言い難いものがあります。自分が描いたビ
ジョンに基づき工事を担当できること、今からわくわくしています！

専門性はどのように活かされていますか？
ダム耐震性能照査に関わる業務では、専門用語が数多く出てきますが、大学時代にダムなどの農業水利
施設の構造や種類について学んだこともあり、業務で必要となる専門用語を理解することができました。
また、ダムの種類や取水塔の形式など授業で学んだことを思い出しながら、現地で確認を行うこともできる
ため、大学で学んだ知識が活かされていると感じています。

川北 清香国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部 農業開発課

農業農村工学 ［採用実績のある主な府省］ 内閣府、農林水産省、国土交通省

業務紹介

農業農村工学採用の職員は、農業水利施設(ダム、頭首工、用水路等)や農地などの農業生産基盤を
整備し、食料の安定供給を図ることを目指して日々働いています。現在の職場では、老朽化した農業
水利施設の改修や更新に係る調査・計画業務を行っており、関係機関と合意形成を図りながら仕事
を進めています。ほかにも、大規模な地震が発生した場合に、国営事業で造成した農業用ダムが耐え
られるか等を評価するダム耐震性能照査に関わる業務も担当しています。

平成22年 林野庁採用
 近畿中国森林管理局滋賀森林管理署大津森林事務所
平成24年 森林技術センター業務係長
平成27年 林野庁森林整備部治山課庶務係長
平成28年 大臣官房国際部海外投資・協力グループ
平成29年 現職

仕事のやり甲斐は何ですか？
現場に行くときはスパイク付き長靴を履き、熊鈴・熊撃退スプレー・鋸を携帯し、ヘルメットと革手袋を装着して
いるので、他の人から見ると面白い格好かもしれません。私の担当する川湯地区には阿寒摩周国立公園の中核
である摩周湖・硫黄山・屈斜路湖があり、周囲を国有林が囲んで美しい景観を形成しています。先輩たちが汗水
垂らし育ててきた森林をみるとき、私もこの美しい森林づくりの一部に関わっていることにやり甲斐を感じます。

専門性はどのように活かされていますか？
私は森林計画学や森林政策学を専攻し、アンケート調査やインタビュー調査をよく用いていたので、入庁後に業
務で林業関係団体へのヒアリング調査をする際に役に立ちました。また地元の幼稚園や小学校から森林環境教
育の依頼があったときは、大学で学んだ内容を復習し、森林の働きや林業の役割について分かりやすく伝えるこ
とができました。林野庁には森林GISや統計学、キノコ等の専門性を活かして働いている職員も多数います。

矢野 宣和林野庁 北海道森林管理局 根釧西部森林管理署 川湯森林事務所 森林官

林学 ［採用実績のある主な府省］ 林野庁、国土交通省、環境省

業務紹介

一般職で採用された場合は、国有林の最前線である森林事務所や森林管理署などの現場系から森
林管理局や本庁といった事務系まで幅広く業務を経験できます。特に最近の国有林の現場では、伐
採後の多様な森林づくりや再造林を推進するために民間ではできないようなICTやAI、ドローンなど
の最新技術を利用した研究開発に力を注いでいます。成功例だけでなく失敗例も公表していくとい
う裏表のないところがこの職場の魅力だと感じます。

業務紹介

税関は、安全・安心な社会の実現のため、覚醒剤や麻薬等の不正薬物の密輸取締りを行って
いるほか、歳入官庁として輸入貨物に対して、適正かつ公平な関税等の徴収を行っています。
化学区分で採用された場合、不正薬物等の分析を行う部署や化学工業品等の輸出入貨物を取
り扱う部署で勤務する機会が多く、税関の使命を果たすために科学的アプローチで貢献する
ことができます。
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ワークライフバランスのための制度を利用した職員からのメッセージ

ワークライフバランス（仕事と生活の調和）のための

※このほかにも様々な支援制度があります。

制度

自分に合った制度を活用して仕事と育児を両立
利用した制度、利用している制度は?
配偶者出産休暇、育児参加のための休暇、早出遅出勤務、子の看護休暇です。

仕事と生活をどのように両立していますか?
業務における情報共有やスケジュール管理をしっかりすることが一番かと思いますが、両立していく
うえで色々な方からアドバイスをもらうことも大切かと思います。
職場にも育児経験がある方や実際にこれらの制度を活用している方がたくさんいますので、苦労話
や我が子自慢も交えつつ色々なアドバイスをいただき、自身のおかれている環境に最も合った制度を
活用しながらうまく両立できるようにしています。

近藤 伸行人事院
人材局 企画課 採用企画班 主査

ある一週間のスケジュール

月 火

・妻の入院付き添い
・長女出生
・長男の保育園送迎

水 木 金 育児参加のための休暇

・発熱で保育園をお休みしている
　長男の看護
・市役所への出生関係の書類申請
・妻の退院準備

配偶者出産休暇

産前休暇・産後休暇 妻

出産の６週間前から８週間後までの休暇

配偶者出産休暇 夫

妻の出産の付添いなどのための休暇

育児参加のための休暇 夫

妻の産前・産後休暇中に就学前の子を養育するための休暇

育児休業 夫妻

子を養育するための休業（子が３歳になるまで）

育児短時間勤務 夫妻

子を養育するための短時間での勤務（子が就学するまで）

早出遅出勤務 夫妻

放課後児童クラブへの送迎などのための勤務時間帯の変更

子の看護休暇 夫妻

子の急な発熱などの際の看護のための休暇（子が就学するまで）

妊娠 出産 1歳 3歳 小学校入学

働き方改革
働く時間と
場所の柔軟化

職場における
仕事改革

・「今日は早期退庁を！」組織のトッ
プから職員に継続的なメッセージ
・ワークライフバランス実現への取組
を上司の人事評価に反映

・フレックスタイム制の活用
・テレワークの推進

・残業の必要性の事前確認を徹底
・法令、国会、予算等業務の効率化で
仕事にメリハリを

価値観・意識
の改革

給与・ 時間など勤務

平成20年　人事院採用 北海道事務局第二課
平成22年　北海道事務局第一課
平成25年　北海道事務局総務課
平成26年　総務課
平成28年　内閣官房内閣人事局任用第二係長
平成30年　現職

取組例 取組例取組例

10 国家公務員一般職試験ガイド［2019年度版］



ワークライフバランスのための制度を利用した職員からのメッセージ

ワークライフバランス（仕事と生活の調和）のための
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出産の６週間前から８週間後までの休暇

配偶者出産休暇 夫

妻の出産の付添いなどのための休暇

育児参加のための休暇 夫

妻の産前・産後休暇中に就学前の子を養育するための休暇

育児休業 夫妻

子を養育するための休業（子が３歳になるまで）

育児短時間勤務 夫妻

子を養育するための短時間での勤務（子が就学するまで）

早出遅出勤務 夫妻

放課後児童クラブへの送迎などのための勤務時間帯の変更

子の看護休暇 夫妻

子の急な発熱などの際の看護のための休暇（子が就学するまで）

妊娠 出産 1歳 3歳 小学校入学

働き方改革
働く時間と
場所の柔軟化

職場における
仕事改革

・「今日は早期退庁を！」組織のトッ
プから職員に継続的なメッセージ
・ワークライフバランス実現への取組
を上司の人事評価に反映

・フレックスタイム制の活用
・テレワークの推進

・残業の必要性の事前確認を徹底
・法令、国会、予算等業務の効率化で
仕事にメリハリを

価値観・意識
の改革

給与・ 時間など勤務

平成20年　人事院採用 北海道事務局第二課
平成22年　北海道事務局第一課
平成25年　北海道事務局総務課
平成26年　総務課
平成28年　内閣官房内閣人事局任用第二係長
平成30年　現職

取組例 取組例取組例

※１　本府省に勤務する場合の俸給（行政職俸給表（一）１級）、本府省業務調整手当、地域手当の合計
※２　職務の必要に応じて異なる場合があります。
※３　４月１日採用の場合、採用年は15日　

初任給 【大卒程度試験採用】　222,240円※１

諸手当 扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当など

昇給 原則年１回

賞与（ボーナス） 期末手当、勤勉手当として、１年間に俸給の月額等の約4.40月分（６月、12月に支給）

勤務時間 １日７時間45分※２

休暇等
年次休暇（有給）20日※３ 
残日数は20日を限度として翌年に繰越し 
その他、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・忌引・ボランティア等）、介護休暇、育児休業等

休日 土・日及び祝日等、年末年始(12月29日～１月３日） ※２

（平成30年４月１日現在）
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一般職試験の概要
一般職試験とは定型的な事務をその職務とする係員の採用試験です。

試験内容や出題分野をご覧になりたい方、詳しい情報を知りたい方は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「試験情報」をご覧ください。

■一般職試験の採用予定数について
2019年度の採用予定数は、2019年２月初旬頃に人事院のホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」等に掲載する受験案内にお示
しする予定です。その後、随時ホームページを通じて試験区分別、府省別の最新の採用予定数をお知らせしていきます。なお、過去３年分の
採用状況もホームページに掲載していますので、参考にしてください。

試験の区分 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
※試験の区分と採用時の勤務地については、後掲「試験の区分・採用時の勤務地等」を参照してください。

受験資格
21歳以上30歳未満の者（試験実施年度の４月１日における年齢）
※21歳未満の者で大学卒業（及び卒業見込み）、短大又は高専を卒業（及び卒業見込み）並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

は、受験することができます。

試験種目

 試験 試験種目

第１次試験 基礎能力試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式）、
一般論文試験【行政区分】、専門試験（記述式）【その他の区分】

第２次試験 人物試験

平成30年度一般職試験（大卒程度試験）実施状況

試験の区分 申込者数 最終合格者数

行
政

北海道地域 1,201 (338) 363 (116)

東北地域 1,786 (688) 453 (170)

関東甲信越地域 11,616 (4,435) 1,696 (618)

東海北陸地域 2,945 (1,143) 814 (322)

近畿地域 3,953 (1,506) 749 (314)

中国地域 1,585 (592) 466 (178)

四国地域 1,107 (476) 269 (113)

九州地域 3,028 (1,208) 655 (285)

沖縄地域 859 (379) 186 (71)

行政計 28,080 (10,765) 5,651 (2,187)

試験の区分 申込者数 最終合格者数
電気・電子・情報 590 (67) 240 (28)

機械 349 (30) 153 (9)

土木 1,659 (222) 750 (89)

建築 282 (97) 116 (44)

物理 399 (90) 191 (43)

化学 629 (192) 130 (30)

農学 888 (351) 244 (108)

農業農村工学 236 (78) 119 (39)

林学 470 (144) 188 (62)

合計（行政・技術） 33,582 (12,036) 7,782 (2,639)

注）　（　）内は、女性の数（内数）

※「行政」区分における本府省への採用については、「行政関東甲信越地域」からの採用
が中心となりますが、全国から有為の人材を確保できるようにするという観点から、それ
以外の地域からも採用が可能となっています。

試験の区分
（行政区分） 採用時の勤務地等

行
政

北海道地域 北海道

本府省※

（東京都）

東北地域
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・
山形県・福島県

関東甲信越地域
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・
千葉県・東京都・神奈川県・
山梨県・新潟県・長野県

東海北陸地域
岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・
富山県・石川県・福井県

近畿地域
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・
奈良県・和歌山県

中国地域
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・
山口県

四国地域 徳島県・香川県・愛媛県・高知県

九州地域
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・
大分県・宮崎県・鹿児島県

沖縄地域 沖縄県

試験の区分
（技術系区分） 採用時の勤務地等

電気・電子・情報

採用予定のある機関の所在地
（採用時の勤務地は本人の希望を踏まえて決定しま
す。）

（採用予定のある機関は毎年異なります。）
６～９ページもご参照ください。

機械

土木

建築

物理

化学

農学

農業農村工学

林学
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一般職試験の概要
一般職試験とは定型的な事務をその職務とする係員の採用試験です。

試験内容や出題分野をご覧になりたい方、詳しい情報を知りたい方は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「試験情報」をご覧ください。

■一般職試験の採用予定数について
2019年度の採用予定数は、2019年２月初旬頃に人事院のホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」等に掲載する受験案内にお示
しする予定です。その後、随時ホームページを通じて試験区分別、府省別の最新の採用予定数をお知らせしていきます。なお、過去３年分の
採用状況もホームページに掲載していますので、参考にしてください。

一般職試験（大卒程度試験）府省等別・区分試験別採用状況（平成30年４月30日現在）

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 合計

会計検査院 30 (10) 1 (1) 31 (11)

人事院 13 (5) 13 (5)

内閣官房 6 (4) 2 (1) 4 (1) 12 (6)

内閣法制局 3 3

内閣府 31 (15) 2 2 4 2 4 (2) 45 (17)

宮内庁 4 (1) 1 5 (1)

公正取引委員会 21 (9) 21 (9)

個人情報保護委員会 3 (1) 3 6 (1)

警察庁 36 (12) 46 (5) 7 2 (1) 6 (1) 1 (1) 1 (1) 99 (21)

金融庁 21 (9) 1 22 (9)

消費者庁 2 2

総務省 117 (55) 10 (2) 1 1 1 130 (57)

消防庁 1 1

法務省 424(163) 1 1 (1) 1 (1) 427 (165)

検察庁 174 (71) 174 (71)

公安調査庁 50 (13) 2 52 (13)

外務省 1 (1) 1 2 4 (1)

財務省 12 (4) 12 (4)

財務省財務局 6 (2) 6 (2)

財務省税関 236 (80) 8 2 4 (2) 1 3 (1) 18 (7) 3 (2) 275 (92)

文部科学省 19 (12) 1 1 2 2 (1) 25 (13)

厚生労働省 523(183) 5 528 (183)

農林水産省 87 (36) 3 8 (3) 49 (24) 15 (8) 162 (71)

林野庁 13 (6) 5 (1) 49 (15) 67 (22)

水産庁 5 (1) 1 (1) 6 (2)

経済産業省 56 (30) 11 (2) 8 (1) 3 (1) 4 (2) 3 (1) 4 (1) 1 1 91 (38)

資源エネルギー庁 3 1 1 2 (1) 1 8 (1)

特許庁 34 (18) 34 (18)

中小企業庁 2 1 3

国土交通省 262 (85) 34 (2) 37 (2) 162 (38) 25 (12) 6 (1) 4 (3) 5 (2) 8 (1) 6 (2) 549 (148)

観光庁 3 (3) 3 (3)

気象庁 11 (5) 8 (1) 73 (11) 2 94 (17)

運輸安全委員会 1 1

環境省 4 (1) 3 2 4 (3) 13 (4)

原子力規制庁 6 (3) 1 (1) 6 1 (1) 1 (1) 15 (6)

行政執行法人 8 (2) 10 (1) 3 (1) 1 4 (1) 11 (5) 8 (4) 2 (1) 47 (15)

防衛省 133 (37) 20 (2) 14 22 3 (2) 1 193 (41)

合　　計 2,354 (874) 167 (17) 80 (7) 208 (44) 46 (19) 112 (18) 54 (22) 68 (34) 28 (11) 62 (21) 3,179(1,067)

注１）　平成29年度一般職試験（大卒程度試験）の合格者で最終合格者発表日以後平成30年４月30日までの間に採用された者の数です（過年度試験の合格者で同期間内に
採用された者を含む）。

注２）　（　）内は、女性の数（内数）
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官庁訪問

官庁訪問のルールやスケジュール等の詳しい情報を知りたい方は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「採用情報」をご覧ください。

業務内容をもっと ためのセミナー・講演等知る

霞が関OPENゼミ
中央省庁の職場を開放し、職場の雰囲気を
直に感じ取ってもらうための体験型イベント

地方機関OPENゼミ
各地区に所在する官庁に職場見学できるイ
ベント

一般職各府省合同業務説明会
（本府省・地方機関）
一般職試験の受験を志望する者を対象とした、
本府省及び地方機関参加の合同業務説明会
（公務の魅力や各府省が期待する人材をPR）

公務研究セミナー
（本府省・地方機関）
国家公務員の仕事の魅力や勤務実態等に理
解を深めてもらうための合同業務説明会

女性のための公務研究セミナー
（本府省・地方機関）
主に女性を対象として、国家公務員の仕事
の魅力や勤務実態等に理解を深めてもらう
ための合同業務説明会

❶官庁訪問は、志望府省を訪問し、業務説明や面接を受けるもので、志望府省に採用されるための重要なステップです。
❷「合格＝採用」ではなく、この官庁訪問の過程を経て志望府省の内々定を得ることとなります。
❸官庁訪問は志望する府省等に関する知識を深めるとともに自己ＰＲの重要な機会となります。
❹志望する府省を積極的に訪問しましょう。

面接は一日にわたって何度も繰り返し行われること
が多いので、とにかく最後まで気力や体力を保つこと
を心掛けました。どうしても緊張はするので、できる限
り普段と同じ状態でいられるよう意識していました。

他の受験生と積極的に会話しました。試験のこ
とだけでなく、大学での勉強や趣味などについて
話し、ほどよくリラックスすることができました。

２つ以上の府省から内々定をもらうことはできないの
で、官庁訪問前の業務説明会で積極的に情報収集し、
志望順位を固めるよう心がけました。

夏の官庁訪問は、外は暑くて中は少し涼しい
ということもあるので、体調管理が重要です。
私は寒さ対策として上着を持参しました。あ
と、扇子はなかなか使えるのでおすすめです。

官庁訪問にあたって心がけたことは何ですか？

詳しい情報は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「説明会・セミナー」をご覧ください。

各府省人事担当者からのメッセージは、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「国家公務員の紹介」をご覧ください。

人事院では、様々なセミナーや講演を開催し、国家公務員の仕事の内容やそのやり甲斐などを紹介しています。
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官庁訪問

官庁訪問のルールやスケジュール等の詳しい情報を知りたい方は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「採用情報」をご覧ください。

業務内容をもっと ためのセミナー・講演等知る

霞が関OPENゼミ
中央省庁の職場を開放し、職場の雰囲気を
直に感じ取ってもらうための体験型イベント

地方機関OPENゼミ
各地区に所在する官庁に職場見学できるイ
ベント

一般職各府省合同業務説明会
（本府省・地方機関）
一般職試験の受験を志望する者を対象とした、
本府省及び地方機関参加の合同業務説明会
（公務の魅力や各府省が期待する人材をPR）

公務研究セミナー
（本府省・地方機関）
国家公務員の仕事の魅力や勤務実態等に理
解を深めてもらうための合同業務説明会

女性のための公務研究セミナー
（本府省・地方機関）
主に女性を対象として、国家公務員の仕事
の魅力や勤務実態等に理解を深めてもらう
ための合同業務説明会

❶官庁訪問は、志望府省を訪問し、業務説明や面接を受けるもので、志望府省に採用されるための重要なステップです。
❷「合格＝採用」ではなく、この官庁訪問の過程を経て志望府省の内々定を得ることとなります。
❸官庁訪問は志望する府省等に関する知識を深めるとともに自己ＰＲの重要な機会となります。
❹志望する府省を積極的に訪問しましょう。

面接は一日にわたって何度も繰り返し行われること
が多いので、とにかく最後まで気力や体力を保つこと
を心掛けました。どうしても緊張はするので、できる限
り普段と同じ状態でいられるよう意識していました。

他の受験生と積極的に会話しました。試験のこ
とだけでなく、大学での勉強や趣味などについて
話し、ほどよくリラックスすることができました。

２つ以上の府省から内々定をもらうことはできないの
で、官庁訪問前の業務説明会で積極的に情報収集し、
志望順位を固めるよう心がけました。

夏の官庁訪問は、外は暑くて中は少し涼しい
ということもあるので、体調管理が重要です。
私は寒さ対策として上着を持参しました。あ
と、扇子はなかなか使えるのでおすすめです。

官庁訪問にあたって心がけたことは何ですか？

詳しい情報は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「説明会・セミナー」をご覧ください。

各府省人事担当者からのメッセージは、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「国家公務員の紹介」をご覧ください。

人事院では、様々なセミナーや講演を開催し、国家公務員の仕事の内容やそのやり甲斐などを紹介しています。

各府省の連絡先

府省名 担当課 電話番号
会計検査院 人事課 03-3581-8122
人事院 人事課 03-3581-5311
内閣官房 内閣情報調査室総務部門 03-5253-2111
内閣法制局 総務課 03-3581-7271
内閣府 人事課 03-6257-1398
宮内庁 秘書課 03-3213-1111
公正取引委員会 人事課 03-3581-5471
個人情報保護委員会 総務課 03-6457-9680

警察庁 人事課（行政） 03-3581-0141
情報通信企画課（技術系） 03-3581-0141

金融庁 秘書課 03-3506-6000
消費者庁 総務課 03-3507-8800

総務省
秘書課（行政） 03-5253-5111
総合通信基盤局電波政策課（技術系） 03-5253-5873
統計局総務課（技術系） 03-5273-1118

法務省 人事課 03-3580-4111
外務省 人事課（技術系） 03-3580-3311
財務省 秘書課 03-3581-4111
文部科学省 人事課 03-5253-4111
厚生労働省 人事課 03-5253-1111

農林水産省 秘書課（行政） 03-6744-2394
秘書課（技術系） 03-6744-2001

林野庁 管理課 03-6744-2316
経済産業省 秘書課 03-3501-1511
特許庁 秘書課 03-3581-1101

国土交通省 人事課（行政） 03-5253-8170
技術系採用本部 03-5253-8219

観光庁 総務課 03-5253-8111
気象庁 人事課 03-3212-8341
海上保安庁 人事課 03-3591-6361
環境省 秘書課 03-3581-3351
原子力規制庁 人事課 03-3581-3352
防衛省 秘書課 03-3268-3111

人事院地方事務局（所）の連絡先

地方事務局（所）名 電話番号 所在地
人事院　北海道事務局 011-241-1248 〒060-0042　札幌市中央区大通西12丁目

東北事務局 022-221-2022 〒980-0014　仙台市青葉区本町3-2-23
関東事務局 048-740-2006 〒330-9712　さいたま市中央区新都心1-1
中部事務局 052-961-6838 〒460-0001　名古屋市中区三の丸2-5-1
近畿事務局 06-4796-2191 〒553-8513　大阪市福島区福島1-1-60
中国事務局 082-228-1183 〒730-0012　広島市中区上八丁堀6-30
四国事務局 087-880-7442 〒760-0019　高松市サンポート3-33
九州事務局 092-431-7733 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2-11-1
沖縄事務所 098-834-8400 〒900-0022　那覇市樋川1-15-15
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国家公務員試験や採用に関する最新の情報はこちらをチェック！
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人事院 人材局 企画課 人材確保対策室
〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
03-3581-5314（直通） 03-3581-6755
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国家公務員試験採用情報NAVI
試験・採用等に関する情報も満載。
採用試験の受験案内や試験問題例、セミナー・講演、官庁訪問等の情報も掲載中です！

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

国家公務員試験採用情報 Facebook

メールマガジン 国家公務員試験採用情報ＮＥＷＳ

https://www.facebook.com/jinjiin.saiyo

http://www.jinji.go.jp/saiyo/merumaga/mailmagazine.htm

内閣人事局のホームページ ［国家公務員 Career Guide］
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit/index.html

年度版

国家公務員 一般職

試験ガイド


