
各官庁独自で行う説明会の開催予定　《２０２２年度　一般職試験（大卒程度）》 令和4年6月22日現在

採用予定区分 行政四国、デジタル・電気・電子、機械、土木、建築、物理、化学、農学、農業農村工学、林学

開催日程 ６月22日・27日（対面）、６月14日～30日（オンライン）

開催方式 対面・オンライン オンライン Cisco Webex Metings

実施会場 高松サンポート合同庁舎南館 集合場所 ９階 中国四国管区警察局四国警察支局 所在地 高松市サンポート３－３３

アクセス方法 JR「高松駅」下車、北へ徒歩約３分・ことでん「高松築港駅」下車、北西へ徒歩約５分

メール 予約受付時間 参加希望日２日前（土日祝を除く）午前11時まで

担当課（係）名 警務・監察課人事係 担当者 松本（まつもと）、森（もり） 連絡先 ０８７－８２１－３１１１　

採用予定区分 行政四国

開催日程 ①６月14日～６月17日、②６月27日～７月５日

開催方式 対面・オンライン オンライン Skype for Business

実施会場 高松サンポート合同庁舎南館 集合場所 ６階 四国行政評価支局 所在地 高松市サンポート３－３３

アクセス方法 JR「高松駅」下車、北へ徒歩約３分・ことでん「高松築港駅」下車、北西へ徒歩約５分

メール 予約受付時間 ①５月26日～６月10日、②６月17日～７月１日

担当課（係）名 総務課 担当者 石川（いしかわ） 連絡先 ０８７－８２６－０６７１

採用予定区分 行政四国、デジタル・電気・電子、機械、土木、建築、物理、化学、農学、農業農村工学、林学

開催日程 ６月30日、７月１日各日　１回目10:30∼11:50　２回目13:10∼14:30　３回目15:10∼16:30

開催方式 対面 オンライン

実施会場 四国総合通信局庁舎 集合場所 １階受付窓口 所在地 松山市味酒町２－１４－４

アクセス方法 ＪＲ「松山駅」下車後、北東へ徒歩約１０分

メール 予約受付時間

担当課（係）名 総務課人事係 担当者 山田（やまだ） 連絡先 ０８９－９３６－５０１２
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各官庁独自で行う説明会の開催予定　《２０２２年度　一般職試験（大卒程度）》 令和4年6月22日現在

機　　関　　名 開　　催　　情　　報

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月24日、６月27日　各日10:00∼（対面）６月28日、６月29日　各日14:00∼（対面）　６月28日10:00∼（オンライン）

開催方式 対面・オンライン オンライン Cisco Webex Metings

実施会場 高松法務合同庁舎 集合場所 高松法務局　大会議室又は小会議室 所在地 高松市丸の内１－１

アクセス方法 ＪＲ「高松駅」下車、南東へ徒歩約７分・ことでん「高松築港駅」下車、南へ徒歩約６分

メール 予約受付時間 ６月23日17:15まで

担当課（係）名 職員課人事係 担当者 藤戸（ふじと） 連絡先 ０８７－８２１－６１９１

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月28日、６月30日、７月１日　各日１回目：9:40∼11:35  ２回目：13:40∼15:35

開催方式 対面 オンライン

実施会場 徳島地方合同庁舎 集合場所 徳島地方法務局３階会議室 所在地 徳島市徳島町城内６－６

アクセス方法 JR「徳島駅」下車、西へ徒歩１０分

メール 予約受付時間 ８時30～17時15分

担当課（係）名 総務課人事係 担当者 佐々木（ささき），伊内（いうち） 連絡先 ０８８－６２２－４１７１

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月28日、６月30日　各日　１回目：10:00∼12:00  ２回目：14:00∼16:00

開催方式 対面 オンライン

実施会場 松山地方合同庁舎 集合場所 ６階共用会議室 所在地 松山市宮田町１８８－６

アクセス方法 JR「松山駅」下車、北へ徒歩10分

メール 予約受付時間 ６月13日～６月27日正午まで

担当課（係）名 総務課人事係 担当者 中田（なかた） 連絡先 ０８９－９３２－５７９２

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月30日、７月４日　各日１回目：10:00∼11:20  ２回目：14:00∼15:20

開催方式 対面 オンライン

実施会場 高知よさこい咲都合同庁舎 集合場所 ７階 高知地方法務局総務課 所在地 高知市栄田町二丁目２番１０号

アクセス方法 ＪＲ「高知駅」下車，北口から徒歩２分

メール 予約受付時間

担当課（係）名 総務課人事係 担当者 各務（かがみ），藤井（ふじい） 連絡先 ０８８－８２２－３３３１

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月22日～６月24日、６月28日

開催方式 対面 オンライン

実施会場 高松法務合同庁舎 集合場所 ８階高松出入国在留管理局総務課 所在地 高松市丸の内１－１

アクセス方法 ・JR「高松駅」下車、南東へ徒歩約７分　　　・ことでん「高松築港駅」下車、南へ徒歩約６分

電話、またはメール 予約受付時間 ※電話予約の場合：平日８時３０分～１７時００分

担当課（係）名 総務課総務係 担当者 山口（やまぐち）、濱井（はまい） 連絡先 ℡（０８７）８２２－５８５２
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各官庁独自で行う説明会の開催予定　《２０２２年度　一般職試験（大卒程度）》 令和4年6月22日現在

機　　関　　名 開　　催　　情　　報

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月23日、６月24日　各日15:00∼16:00（オンライン）

開催方式 対面・オンライン オンライン Zoom

実施会場 高松法務合同庁舎 集合場所 高松高等検察庁 所在地 高松市丸の内１－１

アクセス方法 JR「高松駅」下車、南東へ徒歩約７分　　　　ことでん「高松築港駅」下車、南へ徒歩約６分

電話、またはメール 予約受付時間 平日９時～１７時

担当課（係）名 人事課 担当者 大川（おおかわ） 連絡先 ０８７－８２５－２００３

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月24日・28日①10:00∼12:00,②14:00∼16:00

開催方式 対面 オンライン

実施会場 徳島地方検察庁 集合場所 徳島地方検察庁 所在地 徳島市徳島町２－１７

アクセス方法 ＪＲ「徳島駅」下車，徒歩約１０分

電話 予約受付時間 ６月６日～６月２２日までの平日午前９時～午後５時

担当課（係）名 総務課人事係 担当者 丸岡（まるおか）、笠井（かさい） 連絡先 ０８８－６５２－５１９１（内３１２）

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月23日・24日各日とも15:00∼16:00（オンライン）、６月27日、７月１日各日とも10:00∼11:30、14:00∼15:30（対面）

開催方式 対面・オンライン オンライン Zoom

実施会場 高松法務合同庁舎 集合場所 高松地方検察庁 所在地 高松市丸の内１－１

アクセス方法 JR「高松駅」下車、南東へ徒歩約７分　　　　ことでん「高松築港駅」下車、南へ徒歩約６分

電話 予約受付時間 平日午前９時～午後５時

担当課（係）名 人事課人事第一係 担当者 三好（みよし） 連絡先 ０８７－８２２－５１５５

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月28日10:00∼11:00（オンライン）、６月30日・７月１日各日とも10:00∼11:30,13:30∼15:00（対面）

開催方式 対面・オンライン オンライン Cisco Webex Metings

実施会場 松山法務総合庁舎 集合場所 松山地方検察庁 所在地 松山市一番町４丁目４番地１

アクセス方法 伊予鉄「県庁前」下車，東へ徒歩１分

電話、またはメール 予約受付時間 平日９時～１７時の間に電話予約（対面）、メールによる予約（オンライン）

担当課（係）名 総務課人事係 担当者 三好（みよし） 連絡先 089-935-6111（内線235）

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月28日・29日両日とも9:30∼11:30,13:30∼15:30（対面）、７月１日9:30∼10:30、13:30∼14:30（オンライン）

開催方式 対面・オンライン オンライン Zoom

実施会場 高知法務総合庁舎 集合場所 高知地方検察庁 所在地 高知市丸ノ内１－４－１

アクセス方法

電話、またはメール 予約受付時間 メール（オンライン）6/7∼6/24、電話（対面）平日9:00∼17:00

担当課（係）名 総務課人事係 担当者 濵渦（はまうず）,北岡，大山 連絡先 ０８８－８７２－９１９１

JR「高知駅」下車後，とさでん交通路面電車「高知駅前」から「はりまや橋」下車，東西線に乗り換え「グランド通」下車，北へ徒歩３分
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各官庁独自で行う説明会の開催予定　《２０２２年度　一般職試験（大卒程度）》 令和4年6月22日現在

機　　関　　名 開　　催　　情　　報

採用予定区分 行政四国、デジタル・電気・電子

開催日程

開催方式 対面・オンライン オンライン Cisco Webex Metings

実施会場 高松法務合同庁舎 集合場所 ７階「四国公安調査局」 所在地 高松市丸の内１－１

アクセス方法 ・JR「高松駅」下車、南東へ徒歩約７分　　　・ことでん「高松築港駅」下車、南へ徒歩約６分

実施会場 松山法務総合庁舎 集合場所 ８階松山地方検察庁大会議室 所在地 松山市一番町４丁目４番地１

アクセス方法 伊予鉄「県庁前」下車，東へ徒歩１分

電話、またはメール 予約受付時間 ※電話予約の場合：平日午前８時30分～17時

担当課（係）名 総務部職員部門 担当者 西谷（にしたに）、森口（もりぐち） 連絡先 ℡（０８７）８２２－６６６９

採用予定区分 行政四国、デジタル・電気・電子、機械、土木、建築、物理、化学、農学

開催日程 ７月13日、７月14日、７月15日　9:00∼16:00（各回60分程度）※集合時間については電話予約の際に調整

開催方式 対面 オンライン

実施会場 神戸税関本関 集合場所 ２F会議室 所在地 神戸市中央区新港町12-1

アクセス方法 各線「三ノ宮駅」からフラワーロードを南へ徒歩約15分

電話 予約受付時間 前日まで

担当課（係）名 総務部人事課人事第１係 担当者 山本（やまもと） 連絡先 ℡（０７８）３３３－３０１３

高松会場：６月13日～17日、６月20日～22日、６月27日・28日各日9:00∼17:00、松山会場：６月23日13:00∼17:00、６月24日9:00∼12:00

対

面

事前予約

事前予約

対

面

神戸税関

公

安

調

査

庁

四国公安

調査局

財

務

省

対

面



各官庁独自で行う説明会の開催予定　《２０２２年度　一般職試験（大卒程度）》 令和4年6月22日現在

機　　関　　名 開　　催　　情　　報

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月21日、23日、30日各日13:30∼15:30（対面）、７月１日13:30∼14:45（オンライン）

開催方式 対面・オンライン オンライン Zoom

実施会場 高松シンボルタワー２３階会議室 集合場所 高松シンボルタワー２３階会議室 所在地 高松市サンポート2-1 

アクセス方法 JR「高松駅」下車、北へ徒歩約３分・ことでん「高松築港駅」下車、北西へ徒歩約５分

メール 予約受付時間

担当課（係）名 総務課 担当者 安藤（あんどう） 連絡先 ℡（０８７）８５１－９５６５

採用予定区分 行政四国

開催日程 ７月４日、７月５日

開催方式 対面 オンライン

実施会場 徳島地方合同庁舎４Ｆ　徳島労働局 集合場所 徳島地方合同庁舎４Ｆ　徳島労働局 所在地 徳島市徳島町城内６－６

アクセス方法 JR「徳島駅」下車、西へ徒歩１０分

電話 予約受付時間 希望日前日まで

担当課（係）名 総務課 担当者 牧野（まきの）、本間（ほんま） 連絡先 ℡（０８８）６５２－９１４１

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月29日、６月30日

開催方式 対面 オンライン

実施会場 高松サンポート合同庁舎 集合場所 北館701会議室 所在地 高松市サンポート３－３３

アクセス方法 JR「高松駅」下車、北へ徒歩約３分・ことでん「高松築港駅」下車、北西へ徒歩約５分

webシステム 予約受付時間 受付終了

担当課（係）名 総務課 担当者 新田（にった）、石川（いしかわ） 連絡先 ℡（０８７）８１１－８９１５

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月17日～７月４日（土日を除く）

開催方式 対面 オンライン

実施会場 松山若草合同庁舎６階 集合場所 愛媛労働局 所在地 愛媛県松山市若草町４－３

アクセス方法 伊予鉄「本町三丁目」下車、東へ徒歩約３分

webシステム 予約受付時間 随時

担当課（係）名 総務課 担当者 東（ひがし）、梶本（かじもと） 連絡先 ℡（０８９）９３５－５２００

採用予定区分 行政四国

開催日程 ６月20日、６月21日、６月23日

開催方式 対面 オンライン

実施会場 高知労働局 集合場所 別館会議室 所在地 高知市南金田１－３９

アクセス方法 JR「高知駅」下車、徒歩約１５分　　　とさでん交通「宝永町駅」下車、徒歩約１０分

webシステム 予約受付時間 受付終了

担当課（係）名 総務課 担当者 横山（よこやま）、上野（うえの） 連絡先 ℡（０８８）８８５－６０２１
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各官庁独自で行う説明会の開催予定　《２０２２年度　一般職試験（大卒程度）》 令和4年6月22日現在

機　　関　　名 開　　催　　情　　報

採用予定区分 デジタル・電気・電子、機械、土木、農業農村工学

開催日程 随時開催

開催方式 対面・オンライン オンライン Zoom

実施会場 中国四国農政局（岡山第２合同庁舎） 集合場所 中国四国農政局農村振興部設計課 所在地 岡山市北区下石井1丁目4番1号

アクセス方法 ＪＲ岡山駅より南へ徒歩１０分

電話、またはメール 予約受付時間 ※電話予約の場合：平日９時～17時（12時～13時を除く）

担当課（係）名 農村振興部設計課 担当者 岩﨑（いわさき） 連絡先 ℡（０８６）２２４－４９１９

採用予定区分 行政四国、デジタル・電気・電子、機械、土木、建築、物理、化学、農学、農業農村工学、林学

開催日程 ７月９日　10:00∼,14:00∼

開催方式 対面 オンライン

実施会場 高松サンポート合同庁舎 集合場所 北館６階四国経済産業局 所在地 高松市サンポート３－３３

アクセス方法 JR「高松駅」下車、北へ徒歩約３分・ことでん「高松築港駅」下車、北西へ徒歩約５分

メール 予約受付時間

担当課（係）名 総務課人事係 担当者 三谷（みたに）、島田（しまだ） 連絡先 ℡（０８７）８１１－８５０４

採用予定区分 デジタル・電気・電子、機械、土木、建築、物理、化学、農学、農業農村工学、林学

開催日程 ６月27日、６月29日～７月５日、７月13日～７月29日の平日

開催方式 対面 オンライン

実施会場 高松サンポート合同庁舎 集合場所 北館５階５０５会議室 所在地 高松市サンポート３－３３

アクセス方法 JR「高松駅」下車、北へ徒歩約３分・ことでん「高松築港駅」下車、北西へ徒歩約５分

メール 予約受付時間 最も近い参加希望日の２日前までに送信（最終受付日：７月27日）

担当課（係）名 管理課 担当者 岡本（おかもと） 連絡先 ℡（０８７）８１１－８５８２

採用予定区分 行政四国、デジタル・電気・電子、機械、土木、建築、物理、化学、農学、農業農村工学、林学

開催日程 ６月18日～７月５日

開催方式 対面・オンライン オンライン Microsoft teams

実施会場 高松サンポート合同庁舎北館 集合場所 行政：９階人事課、技術：10階企画課 所在地 高松市サンポート３－３３

アクセス方法 JR「高松駅」下車、北へ徒歩約３分・ことでん「高松築港駅」下車、北西へ徒歩約５分

メール 予約受付時間 平日８時30分～17時15分（12時～13時を除く）

担当課（係）名 行政：人事課任用係、技術：企画課 担当者
行政：石井（いしい）、岡村（おかむら）

技術：井上（いのうえ）、島村（しまむら）
連絡先

行政：℡（０８７）８１１－８３００

技術：℡（０８７）８１１－８３０８
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各官庁独自で行う説明会の開催予定　《２０２２年度　一般職試験（大卒程度）》 令和4年6月22日現在

機　　関　　名 開　　催　　情　　報

採用予定区分 デジタル・電気・電子、機械、土木、建築

開催日程 ６月16日・17日・24日（広島県）、６月22日（愛媛県）

開催方式 対面 オンライン

実施会場 詳細はホームページにて御確認ください。 集合場所 所在地

アクセス方法

webシステム 予約受付時間

担当課（係）名 総務課人事係 担当者 古謝（こじゃ） 連絡先 ℡（０８２）２２３－７１０５

採用予定区分 行政四国、土木、建築

開催日程 ６月22日13:00∼17:15

開催方式 対面 オンライン

実施会場 自衛隊愛媛地方協力本部 集合場所 自衛隊愛媛地方協力本部 所在地 愛媛県松山市三番町8-352-1

アクセス方法 JR松山駅から徒歩６分

webシステム 予約受付時間 ６月８日～６月２１日

担当課（係）名 人事課職員人事管理室 担当者 平田（ひらた） 連絡先 ℡（０７２）７８２－０００１（内２６２１）

（注意事項）

・記載内容は各官庁の申出に基づくものですが、掲載時点のものであり、今後変更となる場合もありますのでご了承ください。

事前予約

対

面

対

面

事前予約

陸上自衛隊

中部方面総監部

防

衛

省

中国四国防衛局


