
  

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 
中央大学キャリアセンター 
 
電話: 042-674-3503 
メール: koumuin_seminar-grp@g.chuo-u.ac.jp 

 

 

  

行政機関からのメッセージ 
~【中大版】公務研究セミナー（学内説明会）~ 

 
 

 
  



 

 

manaba上に掲載される動画のダウンロードや写真撮影等を禁止します。 
私的なストリーミングの視聴に留めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  メッセージ集の見方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜manaba視聴にあたっての注意事項＞ 

 

  

    

 

 

 

 

行政機関名 

 

後日、manaba上に掲載予定 

※プライバシー保護の観点より、動画は『音声』と『スライド』のみ 
※掲載までに時間を要する場合があるのでご了承ください 

開催日時 

参加 URLは？ CCｎ（キャリアセンターネット）の“お知らせ”に
添付されているカレンダーの URLから参加
しよう！ 
記事名：★参加機関決定★ 【公務員】学内説明会（【中大版】公務研究セミナー） 

CCｎログインはこちら➡ 



 

人事院人材確保対策室（国家公務員採用試験の説明） 

 10/5（月）15:30～16:30  🎥🎥 

国家公務員採用試験制度や採用された後の転勤などを含む基本的な勤務条件について丁寧に説
明します。国家公務員の仕事は、国民の生命・財産・安心を守るための基本的なルールを作るク
リエイティブかつチャレンジングなものです。活躍の場も国内にとどまらず世界規模の課題に
も取り組めるスケールの大きさがある一方、全国の各地域に密着した多くの職場や業務があり、
皆さんそれぞれの将来計画や希望に応じた職場を見つけることができるはずです。国家公務員
の仕事や試験に興味がある方は是非参加してください。 

財務省関東財務局 10/5（月）17:10～18:10  🎥🎥 

財務局は、主に財政、金融・証券及び国有財産に関する業務を行っています。専門性
が高く、幅広い業務に携わることができます。具体的にどのような業務を行っている
のか、イメージがつかない方も多くいらっしゃると思います。少しでも興味を持たれ
た方は、この機会に是非お越しください！ 

中野区役所 10/6（火）15:30～16:30  🎥🎥 

中野区の「今」を一言で表すとズバリ「変革期」。区役所では毎年 100 人前後の新しい
職員が仲間に加わり、世代交代の真っ只中にあります。テレワークなど新しい仕事の
進め方が導入されつつあり、数年後には新庁舎への移転も予定されています。街に目
を向けても、中野駅前の再開発や、西武新宿線の地下化による新しいまちづくりなど、
ビックプロジェクトが進行中です。未来に向かって変わりゆく中野区の今や、採用案
内では知ることの出来ない耳寄り情報など、魅力満載の説明会をご用意してみなさん
の参加をお待ちしています。 

台東区役所 10/6（火）17:10～18:10  🎥🎥 

台東区は、美術館や博物館などの文化施設が多数存在する「上野」、芸術と庶民文化の
一大中心地である「浅草」、昔ながらの風情や街並みが残る「谷中」など、下町の人情
とぬくもりが息づく個性ある地域でかたちづくられているまちです。また、台東区役
所は、皆様の OB・OG もたくさん働いています。今回は、台東区の魅力や区役所の実
際の仕事内容などを紹介いたします。その中で、少しでも台東区や区役所の魅力を少
しでも感じていただけたなら幸いです。皆様のご参加お待ちしております！ 

練馬区役所 10/7（水）15:30～16:30  🎥🎥 

 皆さんは練馬区と聞くと何をイメージするでしょうか。きっと「みどりの多さ」や
「練馬大根」を思い浮かべる方が多いと思います。確かに、練馬区には「みどりあふ
れるまち」としての魅力がありますが、他にも様々な魅力を持っています。 当日は、
区の特徴や主要施策、実際に勤務している職員の声の紹介など、思わず「意外！」と
なるような練馬区をお届けしますので、興味のある方はぜひご参加ください！ 

中央区役所 10/7（水）17:10～18:10  🎥🎥 

中央区役所では、「輝く未来へ橋をかける ―人が集まる粋なまち」を将来像に掲げ、
住み・働き・集うすべての人々が幸せを実感し誇りを持てる都心「中央区」をつくり
あげるべく、まちの機能・魅力を高める施策を積極的に展開しています。23 区の中で
区としての知名度はあまり高くありませんが、銀座や日本橋、そして東京 2020 大会開
催時使用予定の選手村がある晴海などの地域があるのが、中央区です。今回は区の魅
力や施策、職員の雰囲気等についてもお話しますので、本区に興味がある方や、まだ
ご存じでない方もぜひお越しください！ 



 

東京地方裁判所 10/8（木）15:30～16:30   

裁判所は，三権の一つである「司法」を担っている唯一の組織であり，公正中立な立
場で紛争の解決をサポートすることが裁判所職員の使命です。裁判所と聞くと，法律
知識が豊富でなければいけないと思われる方が多いですが，裁判所では出身学部を問
わず大勢の職員が活躍しています！説明会当日は，裁判所事務官・裁判所書記官の仕
事内容，採用後のキャリアイメージ等についてお話したいと思います。少しでも興味
をお持ちの方はぜひ御参加ください！ 

文京区役所 10/8（木）17:10～18:10  🎥🎥 

文京区は東京 23 区のほぼ中心に位置しており、緑豊かな庭園や由緒ある神社仏閣が
散在する多様な魅力にあふれたまちです。また、中央大学をはじめとする多くの教育
機関が集積しており、文化の面にも力を注いでいます。今回の説明会には中央大学出
身の現役職員が文京区で働くことの魅力についてお話します。皆さんの先輩からお話
を聞くチャンスですので、奮ってご参加ください！ 

東京家庭裁判所 10/9（金）15:30～16:30   

社会に貢献したい，これまで学んできた知識を生かしたい，自分自身も成長したい，
仕事だけでなく自分の時間や家族との時間も大切にしたい，など，色々な期待に胸を
膨らませていることでしょう。裁判所には，皆さんのそのような期待に応え，それぞ
れの能力や個性が生かせる広大なフィールドが広がっています。 

荒川区役所 10/12（月）15:30～16:30  🎥🎥 

荒川区は「区政は区民を幸せにするシステムである」というドメイン（事業領域）を
掲げ、数多くの先進的な施策を展開しており、例えば全国に先駆けて都市公園内での
保育所を整備するなど、その取組みは高く評価されてきました。また、区民を幸せに
する区政を担う職員は、区の宝「人財」であると考えており、自治体職員としてスキ
ルアップするための豊富なカリキュラムを用意し、職員を全力でサポートしています。
今回は、荒川区について少しでも皆さんに知っていただきたいと思います。質疑応答
の時間も設けますので、ぜひご参加ください！ 

東京労働局（労働基準監督官） 10/12（月）15:30～16:30   

労働基準監督官は、厚生労働省の専門職(国家公務員)であり、労働基準法等に基づき、
会社・工場・工事現場等に立ち入り、残業代の未払いや過重労働等の是正指導をする
ほか、危険性の高い機械・設備等の使用停止を命ずる行政処分等を行います。また、
重大・悪質な事案には司法警察権限を行使し、取調べや、捜索・差押え・逮捕等の強
制捜査を行うので、公安系へ就職希望の方は是非一度、第一線で活躍する監督官の話
を聞いて下さい。 

文部科学省（総合職） 10/12（月）17:10～18:10  🎥🎥 

文部科学省は、「教育」「科学技術・学術」「スポーツ」「文化」の各分野の振興を通じ
て、「人と知恵」をはぐくみ、未来の基盤をつくっていくことを使命としています。文
部科学行政に関心を持ち、我が国の未来づくりのため、共に働きたいという志を持つ
皆さんを心からお待ちしています。 



 

板橋区役所 10/14（水）17:10～18:10  🎥🎥 

板橋区は「東京で一番住みたくなるまち」の実現を目指し、日々様々な施策を推進し
ています。今回は、板橋区の魅力や試験について「もてなしの心」をもってご説明さ
せていただきます。また、中央大学 OB 職員も呼び参加する予定です！板橋区志望先
の方はもちろん、志望先を悩んでいる方もぜひお越しください！ 

墨田区役所 10/15（木）15:30～16:30  🎥🎥 

 墨田区は歴史や文化、伝統が息づく下町らしさが今に残る人情のまちです。また東
京スカイツリーをはじめ、様々な観光スポットが誕生しています。こうした魅力の 1
つ 1 つに磨きをかけ、誰もが「暮らし続けたい 働き続けたい 訪れたい」と思うま
ちづくりを進めています。 今回は墨田区の紹介に加え、今年度採用を含めた中央大
学出身の複数の先輩職員から受験時代の体験談や志望理由、現在の仕事等についてお
話をする予定です。皆さんにより近い立場の職員からここだけの話を聞けるかもしれ
ません。ご参加をお待ちしております！ 

衆議院事務局 10/16（金）15:30～16:30   

衆議院事務局職員は国会の立法活動を補佐し、衆議院及び衆議院議員の活動を支える
特別職の国家公務員です。国政に関するあらゆる議論が行われ、我が国の意思決定が
行われる場で、あなたの力を生かしてみませんか？ 

葛飾区役所 10/19（月）15:30～16:30  🎥🎥 

下町人情あふれるまち葛飾区をより一層発展させるため、区の職員は区民や事業者の
皆様と協働しながら、子育て支援や街づくり、教育、福祉といった様々な行政課題に
日々取り組んでいます。葛飾区では、区民一人ひとりのプロデューサーとして、失敗
を恐れず、新たな発想や行動力を生かしてチャレンジしていく職員を募集しています。
今回は、葛飾区の魅力や活躍している先輩職員の体験談などをお話しします。どなた
でもご参加お待ちしています！ 

参議院事務局 10/19（月）15:30～16:30   

国会で働く国家公務員の存在をご存じでしょうか？当日は人事課職員から、参議院事
務局の業務内容・魅力についてお伝えします。試験制度や、「そもそも国会職員とは？」
というところからお話しするので、初めての方もお気軽にご参加ください！ 

参議院法制局 10/19（月）17:10～18:10  🎥🎥 

参議院法制局は、参議院議員の立法活動を補佐する国の機関です。参議院議員などの
依頼に基づいて法律案及び修正案の立案、法律問題の調査などの業務を行っています。
当局は、若手でも法律の専門知識を生かして議員の立法活動に関わることのできる、
やりがいのある職場です。説明会では、他の行政機関では経験できない当局の魅力あ
る仕事やキャリアパス、試験対策等について、お話しします。当日は中央大学出身の
職員も参加予定です。皆様のご参加をお待ちしております。 



 

農林水産省（総合職） 10/21（水）15:30～16:30  🎥🎥 

 農林水産省は生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を未来に継承するこ
とをミッションとし、食料の安定供給を通して国民の命と経済を支えてきました。私
たちは今、人口減少に伴う国内マーケットの縮小や働く人の減少・高齢化の進行、災
害の増加など、さまざまな課題に直面し、転換点を迎えています。 このピンチをチ
ャンスに変えていく、広い視野と問題意識、そしてチャレンジ精神を持つ皆さんの参
加をお待ちしています。 

国税庁（総合職） 10/21（水）17:10～18:10   

国税庁は、行政サービスの源となる税収の確保を行う歳入官庁です。税は、経済や社
会と密接に関係しているので、国税庁の仕事は、グローバル企業の経済活動から高齢
者の日々の生活まで、世の中のありとあらゆることに関わります。皆さんの生活を支
える税金、その最前線をお伝えします！ 

財務省東京税関 10/22（木）15:30～16:30  🎥🎥 

 「税関」と聞くと空港での手荷物検査のイメージが強いと思いますが、他にも沢山
の業務があります！不正薬物、銃器、コピー商品等の取締から関税等の賦課徴収、開
発途上国の税関に対しての技術協力や不正薬物等の分析、麻薬探知犬とともに働くハ
ンドラー等、書ききれない程沢山の業務があり、様々な職場で職員がそれぞれ専門性
をもって活躍しています。 税関では幅広い業務をこなす中で自分の可能性を広げ、
成長させるチャンスがあります。興味のある方は是非、説明会にお越しください。 

豊島区役所 10/22（木）15:30～16:30   

「国際アート・カルチャー都市」の実現に向け躍進中の今、区の魅力や、どのような
人材が活躍しているのかについてお話します。豊島区に興味がある方も、そうでない
方もぜひお越しください！ 

厚生労働省（一般職）10/23（金）15:30～16:30⇒11 月 16日（金）17:10～18:10 

厚生労働省のミッションは、生まれてから老後まで、一人ひとりが安心して一生を送
ることができる社会をつくることです。それは、同時に日本の経済発展の基盤を支え
ることでもあります。ひととくらしを見つめ、未来にわたってこの国を支えていくた
めに、様々な取り組みを進めています。少しでも興味をお持ちの方、ぜひご参加くだ
さい！ 

財務省（一般職） 10/23（金）17:10～18:10  🎥🎥 

健全な財政の確保、課税、国庫の管理、税関の運営等を所管しております。国際的な
協力等に積極的に取り組むことにより、国際通貨システムの安定・国際貿易の秩序あ
る発展を目指します。課題と向き合っている我々の姿を、目で見、言葉を交わし、そ
の印象を確かめてください。きっと、プレーヤーになって一緒に問題解決に取り組ん
でいこうという気持ちになるはずです。 

日程変更 



 

総務省（一般職） 10/26（月）15:30～16:30   

 総務省は、日本全国にわたる基本的な仕組みから、国民の経済・社会活動に関わる
諸制度を担う、国家の根本を支えている省庁です。その所掌範囲は、国の基本的な行
政制度の管理・運営、地方自治（地方分権改革・地域活性化）や消防・救急行政、情
報通信技術（ICT）を活用した成長戦略の実現と多岐にわたり、「総（すべ）て」を「務
（つと）める」省庁として、総合性を生かしながら、我が国の行政を担っています。
皆さんのご参加をお待ちしています。 

新宿区役所 10/26（月）15:30～16:30  🎥🎥 

新宿区は、商業・業務・文化・居住機能などが集積する「多様性」に富んだまちです。
こうした強みを活かし、誰もが住みたい、住み続けたいと思える、持続的に発展する
新宿のまちの実現に向け、さまざまなタイプの職員を求めています。この機会にぜひ、
新宿のまちの魅力を知っていただきたいと思います！ 

農林水産省（一般職） 10/26（月）17:10～18:10  🎥🎥 

農林水産省は、生命（いのち）を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を未来に
継承していくことを使命に、食料の安定供給から、近年の海外での和食ブームをとら
えた農林水産物・食品の輸出拡大、農山漁村の振興に至るまでの幅広い分野を管轄す
る「総合政策官庁」です。その活躍のフィールドは霞ヶ関に留まらず、日本全国、そ
して世界にまで広がっています。数多くの中央大学出身の先輩職員が、農林水産省の
幅広いフィールドで活躍していますので、みなさまのお越しをお待ちしています！ 

文部科学省（一般職） 10/27（火）15:30～16:30  🎥🎥 

文部科学省は教育、科学技術・学術、文化、スポーツという皆さんの生活に身近な 4
分野に関する業務を行っている中央省庁です。未来を「育む」われわれ文部科学省の
業務に少しでも興味がある方はぜひご参加ください！ 

防衛省（一般職） 11/4（水）15:30～16:30  🎥🎥 

防衛省職員＝自衛官ではありません！防衛省では 2 万人を超える事務系職員及び技術
系職員が「日本の未来を守る」ため、知恵と技術をもって全国各地で活躍しています。
例えば、皆さんが報道で目にする災害派遣を行うためには、必要な法律や規則があり、
その制定や改定に大きな役割を果たしているほか、使用する資材や物品の調達にも携
わっています。  あなたのその能力を国防の場に生かして、「日本の未来」をともに
創りませんか？ 

神奈川県警察 11/4（水）15:30～16:30   

警察官になるために特別な資格や経歴は必要ありません。少しのきっかけと「人のた
めに働きたい」という正義感があれば、訓練次第で誰でも警察官になる道があるので
す。神奈川県警察は、多くのセクションがあり一人ひとりの個性や学びを活かせるフ
ィールドが必ずあります。ワークライフバランスにも力を入れており、全ての警察職
員が仕事と生活の調和の取れた健康で豊かな人生を歩めるよう様々な取組みを行って
います。ほかにも行政の仕事をする事務職員の採用もあります。少しでも興味があれ
ば、ぜひお待ちしています。 



 

公正取引委員会（一般職） 11/4（水）17:10～18:10  🎥🎥 

公正取引委員会は，「経済憲法」とも呼ばれる独占禁止法を所管する官庁です。スポー
ツと同様，市場における事業者と事業者の競争にはルールがあり，私たちはそのレフ
ェリーとして，違反に対して厳正に対処しています。また，法執行官庁としてだけで
はなく，独占禁止法違反の未然防止のため，競争環境整備を行う政策官庁としての役
割も担っています。皆さんの生活とも深く関わっている「競争政策」の世界。興味が
ある方も，名前は知っているけど仕事のイメージが湧かないという方も，ぜひお気軽
にご参加ください！ 

杉並区役所 11/5（木）17:10～18:10  🎥🎥 

「みどりの住宅都市」である杉並区は、閑静な住宅街が広がり、都心へのアクセスや
治安もよく、子育てしやすいまちづくりにも力を入れていて、住みやすさで人気があ
ります。また、高円寺阿波踊りや阿佐ヶ谷七夕祭りなど、区民の方とともに個性的で
魅力あふれるまちづくりに取り組み、「区民が主役のまち」として発展してきました。
今回は、そんな杉並区の魅力・注目施策・職員の紹介などに加え、みなさんが就職先
を決めるにあたって知っておいてほしいことをお話しする予定です。ぜひお気軽にお
越しください！ 

警視庁 11/6（金）17:10～18:10  🎥🎥 

警視庁には非常に多くの職種があり、職員一人一人が個性や特性を活かしながら仕事
をしています。警察の仕事に興味のない方でも大歓迎です。是非一度話を聞いてみて
ください。お待ちしています。 

横浜市役所 11/9（月）15:30～16:30   

約 375 万人の人口を誇る日本最大の基礎自治体『横浜市』の、未来を担う意欲とチャ
レンジ精神のある方をお待ちしています！ 

内閣府 11/9（月）17:10～18:10  🎥🎥 

内閣府の業務内容は非常に多岐に渡り、国民ひとりひとりの生活に密接に関わってい
るものです。国民目線に立って国家運営の根幹となる仕事を担うことで、大きなやり
がいを感じながら情熱を注ぐことができる職場です。国の中枢で働きたい、様々な分
野の業務に携わりながら自分の視野や可能性を広げたい方、ぜひご参加ください！ 

立川市役所 11/10（火）15:30～16:30  🎥🎥 

立川市役所は「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」を将来像として魅力と活力に
あふれたまちづくりを進めています。また、筆記試験で公務員試験対策を不要とする
など、人物重視の採用を行っています。今回は、立川市についてや立川市役所で働く
ことの魅力をお話ししたいと思いますので、多くの方の参加をお待ちしています。 



 

内閣官房 11/10（火）17:10～18:10   

内閣官房内閣情報調査室は、情報の側面から内閣を支えています。わたしたちを取り
巻く様々な国内外の情勢や重要課題について、背景の調査・現状の把握・今後の動向
の分析を行っています。政策決定者の意思決定や判断を支援するため、タイムリーで
質の高い「情報（インテリジェンス）」を紡ぎだすことがわたしたちの仕事です。御興
味を持たれた方はぜひ説明会にお越しください！ 

多摩市役所 11/10（火）17:10～18:10  🎥🎥 

多摩市では、職員を単なる材料としての「人材」ではなく、財産としての「人財」と
捉え、多摩市の目指すべき人財像である「高い目標を掲げ、ともに語り合い、行動し、
達成する職員」の育成に努めています。 複雑化、多様化する行政課題に対応し、豊か
で明るい未来の多摩市を創っていくために、 前例や既成観念に捕らわれない柔軟な発
想と行動力のある人財、市民の声をよく聴き、 市民とともに創造する人財、多摩市で
働きたい、多摩市をよりよいまちにしたいとういう意欲をもった人財を求めています。 

日野市役所 11/11（水）15:30～16:30  🎥🎥 

日野市は中央大学多摩キャンパスのすぐ近くにあり、高幡不動などは馴染みのある方
も多いかもしれません。実際、日野市役所でも中央大学の卒業生が多く活躍していま
す。日野市の採用はオープンであることを何よりも大切にしています。説明会でも学
生の皆さんからの質問を中心に NG なしで答えていきますので、市役所職員に少しで
も興味のある方のご参加をお待ちしております。 

国立大学法人等グループ 11/11（水）17:10～18:10  🎥🎥 

国立大学法人等職員の仕事というと、学生への対応業務を思い浮かべる方が多いと思
いますが、実際の業務は多岐にわたります。幅広く運営に携わる事務職員のほか、専
門知識を活かして働く図書職員、施設系技術職員、教育・研究支援系技術職員が各機
関の運営を支えています。挑戦意欲を持ち、国立大学法人等のさらなる可能性の拡大、
ひいては日本の教育・研究の発展に貢献したいという方は、ぜひ一緒に働きましょう！ 

防衛省（総合職） 11/13（金）15:30～16:30   

防衛省は「安全保障」という国家存立の根幹を担う省庁です。世界各国との安全保障
協力、災害への対応、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域での取り組みなど、
防衛省が必要とされるフィールドは多岐にわたります。我々には、防衛省・自衛隊と
いう巨大な組織を率いて、刻々と変化する安全保障環境の下で日々生じる、新たな課
題を解決していく力が求められています。日本、そして世界の平和と安定のために、
一生をかける覚悟と情熱を持ったみなさんをお待ちしています。 

江戸川区役所 11/13（金）15:30～16:30   

江戸川区は「生きる喜びを実感できる都市」の実現に向けて、長年培ってきた地域力
を活かし、住民と手を取り合った区政を展開しています。今回の説明会では、地方自
治体で働く魅力や、江戸川区の特色についてご説明いたします。江戸川区志望の方は
もちろん、まだ進路を決めかねている方もぜひご参加ください！ 



 

経済産業省（総合職・一般職） 11/13（金）17:10～18:10  🎥🎥 

経済産業省は、主に日本の強みをさらに磨く産業政策、海外とのマネジメントを通し
て日本全体を成長させる通商・貿易、そして経済成長を目的としつつ、無視してはな
らない環境・エネルギーといった様々な領域を担当しています。刻々と変わる社会と、
そこにある課題に対し、どう解決していくか。時代の変革点に立つ日本を、あなたの
力で変えてみませんか？ 

環境省（総合職） 11/16（月）15:30～16:30  🎥🎥 

地球温暖化や海洋プラスチック問題、国立公園利用推進など、今日の環境行政は我々
の日常生活や経済活動と極めて密接なものとなっており、経済・社会全体を持続可能
なものへと変革していくことを常に念頭に置く必要があります。これを実現するため、
環境省では再エネの導入や環境金融の促進など様々な施策に取り組み、政府の環境政
策をリードしています。当日は総合職事務系の採用担当者からできるだけ質疑応答を
多くした形で進めさせていただければと考えています。ダイナミックな政策立案過程
を是非とも体感しにいらっしゃってください！ 

大田区役所 11/16（月）15:30～16:30  🎥🎥 

大田区は、日本の空の玄関口である羽田空港や主要な幹線道路を有する交通の要所で
ある一方、臨海部、多摩川などの水辺や緑と身近にふれ合うことができます。また、
高度な 技術を誇る町工場群や、活気溢れる商店街、閑静な住宅街など、「東京の縮図」
と言われるほど、多くの魅力と可能性を持つ区です。 73 万人を超える区民の皆様と
ともに、区の将来像「地域力が区民の暮らしを支え、未来へ躍動する国際都市おおた」
の実現をめざします。 大田区に興味のある方、お待ちしています。 

公正取引委員会（総合職） 11/17（火）15:30～16:30  🎥🎥 

公正取引委員会は，「経済憲法」とも呼ばれる独占禁止法を所管する官庁です。スポー
ツと同様，市場における事業者と事業者の競争にはルールがあり，私たちはそのレフ
ェリーとして，違反に対して厳正に対処しています。また，法執行官庁としてだけで
はなく，独占禁止法違反の未然防止のため，競争環境整備を行う政策官庁としての役
割も担っています。皆さんの生活とも深く関わっている「競争政策」の世界。興味が
ある方も，名前は知っているけど仕事のイメージが湧かないという方も，ぜひお気軽
にご参加ください！ 

埼玉県庁 11/17（火）15:30～16:30  🎥🎥 

 埼玉県は今、大きな時代の変革期にあります。 人口減少、急速な少子高齢化とい
う大きな変化に対応し、持続的な発展を可能にする「日本一暮らしやすい埼玉県」を
創っていくこと、それが埼玉県職員の使命です。 その使命を果たすため、県民目線
で物事を見聞きし、心を寄せることができ、「ワンチーム埼玉」の一員として果敢にチ
ャレンジする人財を募集します！ 

総務省（総合職） 11/17（火）17:10～18:10  🎥🎥 

みなさんは総務省ってご存じですか？総務省は、国家行政のマネジメント、地方自治
（地方分権改革・地域活性化）、情報通信技術（ICT）の活用を通じて、国家の根本を
支えている省庁です。一口には伝えられない、しかし確実にこの国を支え、形作って
いる仕事が、総務省にはあります。この説明会では、そんな総務省の仕事を、初めて
説明を聞く方にもわかりやすく説明します。どんな質問も歓迎ですので、気軽な気持
ちでお越しください！ 



 

さいたま市役所 11/17（火）17:10～18:10   

さいたま市は、豊かな自然と高度な都市機能が調和した、人口 132 万人を超える政令
指定都市です。市民の暮らしを守り、健康・福祉、子育て支援など市民に密着した行
政サービスを提供するほか、スマートシティへの取組や東日本の対流拠点にふさわし
い都市機能の強化などダイナミックな施策を展開しています。このように幅広い分野
に携わることができるのが魅力です。ぜひ、「さいたま市への熱い想い」を持ち、「新
たなさいたま市の創造」に向けて、ともにチャレンジしてみませんか？さいたま市職
員一同、皆さんをお待ちしております！ 

東京都特別区 11/18（水）15:30～16:30  🎥🎥 

特別区（東京 23 区）は一般的な市町村と同じように、「基礎的な自治体」として位置
づけられており、960 万人を超える区民の暮らしを支えています。多様な個性を持つ
23 の区が互いに連携・協力し、それぞれの地域特性を活かした政策を推進し、区民の
期待に応えることが、特別区の役割です。大都市東京の確かな未来を作るために、常
に新しい課題にチャレンジしています。 今回は特別区の魅力や業務内容、求める人
材像などについてお話します。当日は中央大学 OG が説明する予定です。皆さまのお
越しをお待ちしております！ 

法務省（総合職） 11/18（水）17:10～18:10   

法務省は，国民が社会生活を営む上で必要な基本的なルールを定めるとともに，その
一人ひとりの権利の実現を助けるための登記制度の運用，人権擁護活動，罪を犯して
しまった者への処罰とその社会復帰の援助，再犯防止に対する取組等，様々な分野で
重要な役割を担っています。法務行政に興味のある方，お待ちしております。 

厚生労働省（総合職） 11/19（木）17:10～18:10  🎥🎥 

「人のために働きたい」「社会のために貢献したい」こうした想いのあるみなさんを、
厚生労働省はお待ちしています。そして、まさにその想いを活かせる仕事が、「ひと、
くらし、みらいのために」をミッションとする厚生労働省にはあります。今回は、総
合職事務系の採用担当を務める 3 年目職員が、自身の経験を踏まえて、「なぜ厚労省に
入ろうと思ったのか」「実際に厚労省でどんなことができるのか」など幅広くお話しで
きればと思っています。現時点での志望度は一切問いません！本省をちらっと覗く気
持ちでぜひお気軽に参加してください！ 

東京都庁 11/20（金）15:30～16:30  🎥🎥 

「未来の東京」を創るには、皆さん一人ひとりの東京を想う「心」と、新しい「発想」
が必要です。デジタルの力でつながる「スマート東京」の実現に向けて、新たに「ICT
職」を設置するなど、都庁は進化を続けています。時代を切り拓くカギは「人」です。
あなたの想いとアイデアが、さらなる進化の原動力です。一緒に東京の未来を創りま
しょう。 

防衛省（自衛隊） 11/20（金）17:10～18:10  🎥🎥 

平和を守り、未来を創る。自衛隊の仕事内容は多岐にわたります。陸海空それぞれ得
意分野を活かせる職種があり、「理想の自分」になるためのステージが用意されていま
す。すべては、日本の平和と安全を守るため。安心して暮らせる未来を創る"仲間"にな
りませんか？やっぱり、バリバリ体育会系ばっかり...？自由な自分の時間がなさそ
う...。自衛官の仕事には、なぜか都市伝説のような誤解がとても多い...。そんな質問に
もお答えします。ぜひ、お待ちしております。 



 

鉾田市役所 11/20（金）17:10～18:10  🎥🎥 

鉾田市役所では「日本で一番やさいを作っているまち」として現在首都圏を中心に PR
事業に力を注いでいます。また、5 つの基本目標を設定し、地域の特徴、市民一人ひと
りの想い、行政の様々な施策と、緑（みどり）・縁（ゆかり）・絆（きずな）を紡ぎあ
わせ、市全体が一丸となって将来像の達成に取り組んでいます。今回は、鉾田市の魅
力や試験制度、どのような人材が活躍しているかについてお話します。鉾田市出身で
ない方もぜひお越しください！ 

法務省（一般職） 11/24（火）15:30～16:30  🎥🎥 

法務省，というと，「なんだか堅苦しそう」「自分には関係なさそう」と感じるかもし
れませんが，全国各地に地方機関が設置され，約 5 万人の職員が国民一人ひとりと毎
日直接向き合って働いており，実はとても身近な存在です。法務省の使命は，私たち
が社会生活を営んでいくために必要な基本的ルールを定めるとともに，罪を犯した者
の処罰とその社会復帰の援助，不動産を取引するために必要な登記制度の運用，人権
擁護活動など，安全安心な社会を実現していくこと。「人のために働きたい」―そう思
う皆さん，ぜひお越しください！ 

消費者庁 11/24（火）17:10～18:10  🎥🎥 

消費者庁は、多様化・複雑化する消費者問題に対して高い専門性を通じ一元的に対応
するため、2009 年に設置された若い中央官庁です。消費者問題は時代の写し鏡であり、
それへの適切な対応は経済成長・社会の発展に欠かすことができません。次々に生じ
る新しい課題に対応するためには若く志にあふれた皆さんの力が必要です。庁の内外
で様々な課題に挑戦する先輩たちの声を通じて、消費者庁の今を感じ取ってください。
皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。 

川崎市役所 11/24（火）17:10～18:10  🎥🎥 

「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまちかわさき」を目指して川崎市は、全
国的に人口が減少に転じる中で、平成に入って以降人口が約 37 万人増加しました。
153 万人を突破した現在においても増加が続いており、特に若い世代に「選ばれるま
ち」として成長を続けています。「SDGs 未来都市」としても選定されている川崎市で、
市民・企業・団体等の方々と連携・協働しながら、「成長」と「成熟」の調和する「最
高のまち かわさき」をめざし、私たちと一緒に働きませんか。 

会計検査院 11/25（水）15:30～16:30  🎥🎥 

国民の税金や国債の発行によって国が集めたお金は、各府省などで国の仕事をするた
めに使われます。国のお金ですから、適正に、また、ムダがないように、有効に使わ
れなければなりません。会計検査院は、この国のお金が正しく、また、ムダなく有効
に使われているかどうかをチェックする機関です。文系・理系・学部を問わず、興味
がある方は是非、会計検査院の説明会にお越しください！ 

八王子市役所 11/25（水）15:30～16:30  🎥🎥 

 東京都西部に位置する、多摩地区最大 56 万人が暮らすまち「八王子市」。市制施行
から 100 年以上、都内随一の歴史を誇る自治体です。 「あなたのみちを、あるける
まち。はちおうじ」をブランドメッセージとして掲げ、市民一人一人が自分らしく生
活できるまちを目指して働く八王子市職員の魅力を、時間の許す限りお伝えします。
皆さんの視聴・質問お待ちしています！■配信内容（予定）・八王子市はここが違う！・
先輩職員の一日紹介 



 

外務省 11/25（水）17:10～18:10   

外務省専門職員は、外交の最前線で活躍する、地域・言語・専門分野のスペシャリス
トです。海外においては、日本の外交官として相手国政府との交渉や政治・経済その
他の情報の収集・分析などに携わり、外務本省においては、その専門的知見を生かし
て外交政策の企画・立案に携わります。是非、説明会にお越し下さい。お待ちしてい
ます。 

金融庁 11/26（木）15:30～16:30  🎥🎥 

皆さんにとって、金融は「狭くて難しい」分野という印象があるかもしれません。し
かし、皆さんが銀行口座を通じてアルバイト代や学費をやり取りされているように、
金融は日々の暮らしに身近で、不可欠な存在です。金融庁は、金融制度の企画立案、
金融機関・金融システムのモニタリング、外交といった多様なツールを用いながら、
金融システムを安定させることで人々の暮らしを守るとともに、新しい金融サービス
の発展等を通じて経済の活性化も目指しています。少しでも興味を持ってくださった
皆さまのご参加を、心よりお待ちしております！ 

町田市役所 11/26（木）15:30～16:30  🎥🎥 

 町田市役所では、2019 年度から SPI 試験、2020 年度から Web 面接を導入し、より
多くの方が受験しやすい試験制度をご用意しています。今回は、町田市の特徴、仕事
紹介、求める人物像、試験制度など、皆さまが気になることをお話したいと思います。
このセミナーが町田市の魅力や市役所の仕事を知っていただく良い機会になればと思
います。 

人事院 11/26（木）17:10～18:10  🎥🎥 

人事院は、人事行政の専門機関として、国家公務員の任用、給与、勤務時間等の各種
人事制度の企画・立案等を行う中立・第三者機関です。国家公務員一人ひとりがその
使命を十分に果たすためには、安定した人事制度が不可欠です。人事院は、人事行政
を通じて国の行政を担う国家公務員を支える役割を担っています。今回は、採用担当
者が人事院の業務概要をご説明するとともに、自身のキャリアパス等を熱く語ります。
多くの皆さまのご参加を、お待ちしています。 

茅ヶ崎市役所 11/26（木）17:10～18:10  🎥🎥 

茅ヶ崎市の採用試験は「脱・公務員試験宣言！」茅ヶ崎市には「湘南」という言葉で
イメージされる海だけではなく、北部には広大な丘陵もある自然に恵まれた環境があ
ります。説明会では、そんな環境の中でわたしたちが日々どのようなことを考え、ど
んな業務を行っているのかについて、茅ヶ崎市の魅力についてお伝えしたいと思いま
す！みなさんもぜひ一度茅ヶ崎市の職員としてご自身が働いている姿を想像してみて
ください。「茅ヶ崎が大好き」「湘南で働いてみたい！」という思いを持っている方の
ご参加をお待ちしています！ 

警察庁 11/27（金）15:30～16:30  🎥🎥 

警察庁は、全国約 30 万のマンパワーを擁する警察組織の中枢機関です。国家一般職試
験の合格者の中から採用される警察庁警察官（スペシャリスト候補）は、生活安全、
刑事、交通、警備の警察行政の各分野におけるスペシャリストとして育成されていき
ます。「当たり前の日常を守りたい」。そんな素朴な正義感をお持ちの方、ぜひ説明会
でお会いしましょう！ 



 

藤沢市役所 11/27（金）15:30～16:30  🎥🎥 

藤沢市は人口 43 万人を超え、県内では政令指定都市に次いで第四位の人口規模とな
っています。藤沢市では「郷土愛あふれる藤沢」をめざし、全体の奉仕者として市民
の信頼を得て、市民にとって本当に必要なことは何かを考え、目標に向かって信念を
貫き、一所懸命になって働くことができる人を求めています。恵まれた自然環境や歴
史文化、産業基盤、交通ネットワークなどの魅力を活かしながら、誰もが暮らしやす
く活力ある「みらい」のまちづくりを進めています。あなたも、私たちと一緒に藤沢
市の「みらい」を創ってみませんか。 

公安調査庁 11/27（金）17:10～18:10   

公安調査庁は，破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する
法律に基づき，破壊的団体等の規制に関する調査及び処分の請求等に関する事務を行
っています。また，我が国の情報コミュニティのコアメンバーとして，調査において
収集したわが国の公共の安全にかかわる国内外の情報を，適宜関係機関に提供してい
ます。 

小田原市役所 11/27（金）17:10～18:10  🎥🎥 

緑豊かな山、清らかな川、雄大な海、肥沃な平野、そして温暖な気候。多くの先人に
よって築かれてきた長い歴史と伝統・文化。神奈川県西地域の中心都市である『小田
原市』は、今も、より良いまちづくりのために様々な取り組みが進められています。
今回は、小田原市の特性や抱えている課題をはじめ、採用試験制度や勤務条件等、幅
広くご説明する予定です！皆様の就職活動にお役立ていただけましたら幸いです！よ
ろしくお願いいたします！ 

環境省（一般職） 11/30（月）15:30～16:30   

環境省は、公害問題に端を期して組織が発足しましたが、その後地球温暖化や循環型
社会の構築など、政策課題や担う役割は拡大する一方です。日本政府の一員として、
環境省職員として、日本や世界のあるべき姿を自ら考え、行動していくチャレンジ精
神を持つ人が環境省の扉を叩いてくれるのを楽しみに待っています！是非この機会に
環境省の仕事を覗いてみて下さい！！ 

特許庁 11/30（月）17:10～18:10  🎥🎥 

皆さんは「産業財産権」といった言葉を耳にしたことがありますか？産業財産権を戦
略的に取得することで、企業は自社のブランドや製品をニセモノから守るとともに、
新たな創造活動により競争力を高め、収益拡大・事業成長に繋げております。特許庁
はこうした活動を支えるべく、地方から海外まで多様な仕事を経験し、知的財産のゼ
ネラリスト的な視野をもったスペシャリストとして、自分の力を発揮しています。ぜ
ひ特許庁職員の雰囲気を感じてください！ 

調布市役所 11/30（月）17:10～18:10  🎥🎥 

調布市役所では採用試験に SPI3 を取り入れています。今回は、同じ公務員でも国家公
務員と地方公務員ではどんな違いがあるかや、特に調布市役所での仕事に具体的なイ
メージを持ってもらえるよう、中央大学 OB の職員が登場して、ご説明します。ぜひ
ご覧ください！ 



 

北海道庁 12/1（火）15:30～16:00  🎥🎥 

北海道庁は、国・市町村との調整や各市町村間の連携促進など、北海道全体の統一的
な政策を担っており、幅広い分野で活躍できる職場です。行政・観光・福祉・まちづ
くり・産業など皆様の暮らしにおける様々な業務を行う一般行政、教育に携わる教育
行政、道内の治安維持を行う警察行政など各分野での業務説明や、気になる給与、福
利厚生についてお話しします。皆さんの若い力を、北海道職員として発揮しませんか？
少しでも「北海道」に興味のある方は、ぜひご参加ください。お待ちしています！ 

東京国税局（国税専門官） 12/1（火）15:30～16:30  🎥🎥 

国税専門官は、税のスペシャリストとして多くの納税者や経済取引に接しながら、税
務調査や滞納処分を行う、魅力あふれる非常にやりがいのある仕事です。充実した研
修制度、ワークライフバランスの推進に積極的に取り組む働きやすい職場です。 

札幌市役所 12/1（火）16:10～16:40  🎥🎥 

札幌市は、197 万人を擁する全国で 5 番目に人口が多い都市でありながら、至近距離
に展開する大自然にも接することができる街です。札幌市職員は、この街の都市計画
や地域振興、保健福祉、市税、環境保全、産業振興、観光、スポーツ、教育、消防、
交通、水道、病院事業など幅広い分野において、市民生活を支える地方行政全般の業
務を行っています。今回は市役所職員の魅力や試験制度のほか、UI ターン就職支援に
ついてもお話しします。札幌市にご興味をお持ちの皆様のご参加、心よりお待ちして
います！ 

青森県庁 12/1（火）17:10～17:40  🎥🎥 

青森県には「青い森」と呼ぶにふさわしい美しい風景や、清らかな水の恵みがもたら
す安全・安心で良質な農林水産物、伝統的な祭りや固有の文化など、世界に通じる価
値を生み出す種となる地域資源が数多くあります。この資源を生かし、地域の新たな
価値を創造していく「人財（じんざい）」を求めています。今回は、青森県庁の組織や
仕事をご紹介し、職員採用試験についてもお話します。ほんの少しでも興味を持たれ
た方、ぜひお越しください。 

秋田県庁 12/2（水）15:30～16:00  🎥🎥 

秋田県職員の仕事とは「県民の幸せ」を実現することです。秋田県庁が取り組んでい
る施策や秋田県職員の働き方、そして、その秋田県職員になるための採用試験のこと
について、お話しします！ 

秋田市役所 12/2（水）16:10～16:40  🎥🎥 

秋田市では「ともにつくり ともに生きる 人・まち・くらし～ストップ人口減少 元
気と豊かさを次世代に～」を基本理念に、暮らしの豊かさを実感できるまちを目指し
ています。当日は、採用試験の日程や傾向、配属先等について説明します。秋田市出
身でない方もぜひご参加ください。 



 

新潟県庁 12/2（水）17:10～17:40  🎥🎥 

新潟県は「新しい地域の時代」を実現するために将来を担う人材を求めています。将
来に希望を持ち、安全・安心に暮らせ、発展してゆく。そんな新潟県をめざして、心
を一つに取り組んでいく仲間になりませんか。 

新潟市役所 12/2（水）17:50～18:20  🎥🎥 

 古くから、人やモノの交流が盛んだった「みなとまち新潟」。 さまざまな国の人々
と市民交流を積み重ね、「日本海側の交流拠点」として、貴重な歴史的街並みや芸妓文
化が今に伝わっています。 さらに、豊かな自然と全国に誇れる食、充実した都市基
盤など、多くの強みを持っています。 この財産をこれからの新しい新潟のまちづく
りにつなげるために、さらに「全国とつながる」、「世界とつながる」拠点都市・新潟
を築いていきます。 あなたも一緒に、新潟市職員として、これからの新潟市をつく
っていきましょう。 

群馬県庁 12/3（木）15:30～16:00   

群馬県は、豊かな観光資源、数々の特産品、義理と人情にあふれた県民性、バランス
のとれた住環境など、様々な魅力にあふれています。群馬県庁では、こうした群馬県
の可能性や潜在力を最大限に引き出すことで、群馬のブランド力強化や県民の新たな
プライドの醸成に取り組んでいます。また、医療・福祉等の社会保障や、教育・子育
て環境の充実、県土強靱化など「安心を支える社会基盤」の構築により、県民の幸福
度向上を目指しています。群馬の新しい未来を切り開いていくため、一緒に取り組ん
でいただける方をお待ちしています！ 

神奈川県庁 12/3（木）15:30～16:30  🎥🎥 

現在神奈川県では、最先端技術を活用した未来社会の実現やコミュニティの再生・活
性化などにより、笑いあふれる 100 歳時代の実現に取り組んでいます。今回はそうし
た県の施策や職場についてお話し、神奈川県庁職員として働くことの魅力をお伝えし
ます。 

前橋市役所 12/3（木）16:10～16:40  🎥🎥 

群馬県のほぼ中心に位置する県庁所在地です。市街地と山間部が存在し、都会と田舎
の 2 つの暮らしが満喫できます。首都圏へのアクセス良好、農畜産物生産量は全国ト
ップクラス、医療機関が充実、災害に強く、物価も安く、安心して子育てができる都
市です。市役所の特徴として、次世代移動通信システム 5G を活用した救急搬送高度
化ソリューションの実証実験や自動運転バスの実証実験等、民間企業や大学と連携し
ながら先進的な取組に挑戦している自治体です。 

栃木県庁 12/3（木）17:10～17:40  🎥🎥 

栃木県では、「人も地域も真に輝く魅力あふれる元気なとちぎ」の実現に向け、力強い
産業の振興、防災・減災対策など、とちぎの総合力を高める取り組みを進めています。
とちぎの未来を切り開いていくためには、チャレンジ精神と柔軟な発想にあふれた仲
間が必要です。共にこれからの「とちぎづくり」に取り組んでみませんか？皆さんの
お越しをお待ちしています！ 



 

宇都宮市役所 12/3（木）17:50～18:20   

 本市では，「チーム宇都宮」の一員として，チャレンジ精神や人としての魅力にあふ
れる「人間力」豊かな皆さんを必要としています。皆さんの魅力を最大限に発揮でき
る場所「宇都宮市」で，一緒に汗をかき，知恵をしぼり，新しいことをどんどん取り
入れ，更なる宇都宮の魅力や可能性を引き出していきましょう。そして，市民の誰も
が夢や希望を持ち，元気と笑顔にあふれた生活を送ることができるまち「うつのみや」
を共に創っていきましょう。 

富山県庁 12/4（金）15:30～16:00  🎥🎥 

県民の幸せのために！元気な富山県を創造する行政機関です。経済・産業、観光、教
育・文化、医療・福祉、環境、土木・防災など、多岐にわたる分野で県民の皆さんの
暮らしを支えます。事務職、技術職、研究職など多様な職種があり、各種施策の企画・
立案、国や市町村との連絡調整、技術指導、試験研究など、幅広い業務に従事します。
元気な県づくりには、鋭い感性や豊かな創造力、積極果敢な行動力を持った若い皆さ
んの力が不可欠です。富山県の新たな未来を切り拓き、富山県をもっともっと元気に
するために、一緒に頑張りましょう！ 

富山市役所 12/4（金）16:10～16:40  🎥🎥 

富山市役所が将来の就職先の一つとなるよう、市役所の魅力や採用状況などについて
お話しします。興味・関心のある方は、ぜひお越しください。 

石川県庁 12/4（金）17:10～17:40  🎥🎥 

北陸新幹線が開業してからテレビ等で石川県を目にする機会が増えたのではないでし
ょうか？石川県は自然・食・文化の面でよく注目されがちですが、実は医療・福祉や
高等教育の面でも環境が充実しており、観光だけでなく、生活するにも良い県なので
す！今回は私たちが魅力や満足度を高めるためにどのような施策を行っているのか、
また、試験制度はどのようなものかをお話しさせていただこうと思います！是非石川
県を一緒に盛り上げていきませんか？ 

金沢市役所 12/4（金）17:50～18:20  🎥🎥 

金沢市役所では、「世界の交流拠点都市・金沢」を都市像として、住む人一人ひとりの
幸せをめざし、市民の方々の生活を支えるあらゆる分野において、様々な職種の職員
が一丸となって取り組んでいます。また、東京での試験会場を令和 2 年度より設けて
います。UJI ターンを検討している方、市役所の仕事が気になる方、ぜひお気軽にご参
加ください！ 

滋賀県庁 12/7（月）15:30～16:00  🎥🎥 

滋賀県庁では、将来世代も含めた誰もが新しい豊かさを感じながら、自分らしく生き
ることができる「未来へと幸せが続く滋賀」の実現に向け、職員一丸となって職務に
取り組んでいます。その実現のためには、新しい感性や行動力そして情熱を持った若
い皆さんの力が必要です。今回は滋賀県の魅力、求める人材、試験制度等についてお
話ししたいと思います。少しでもご興味がありましたら是非参加ください！ 



 

大津市役所 12/7（月）16:10～16:40  🎥🎥 

琵琶湖のほとり。緑の山々のふもとに位置し、古くは都が置かれ、紫式部が源氏物語
の想を練り、「大津百町」と称された港町がにぎわい、さらに今日まで滋賀の県都とし
て栄えてきた美しいまち、おおつ。大津市役所では、私たちとともにこの歴史あるお
おつの未来を築き、支える、新たな力を求めています！ 市役所の仕事は市民生活に
直結する仕事であり、大きな責任があると同時に、多くのやりがいを感じることがで
きる、そんな魅力あふれる仕事です！ さあみなさん、私たちとともに笑顔あふれる
大津市をつくりましょう！ 

京都府庁 12/7（月）17:10～17:40  🎥🎥 

京都府の職員になって、地域のため、府民のために、あなたの熱意と志を思う存分発
揮してみませんか。一人ひとりの夢や希望が全ての地域で実現できる京都府を目指し
て、「子育て環境日本一」などをテーマとする総合計画「京都夢実現プラン」をもとに、
新しい時代の京都府を築き上げるため、私たちとともに歩んでいきましょう。ご参加
をお待ちしております！ 

京都市役所 12/7（月）17:50～18:20  🎥🎥 

 京都市役所は，「SDGs 先進度調査」で全国第 1 位になるなど，様々なことに挑戦し
てきました。 基礎自治体として市民生活に密着したサービスを担うだけではなく，
政令指定都市であるため，文化や観光の振興を含め，様々な政策の企画・立案や各種
イベント等，多種多様な事務事業に，市民の声をききながら，取り組むことができま
す。 特別な公務員試験勉強が不要な特別枠の採用試験もあります！ これからも世
界が憧れるまち京都のために，一人ひとりが未来の京都を創りだしていく，その主人
公になってみませんか。 

兵庫県庁 12/8（火）15:30～16:00  🎥🎥 

～未来は「やってくるもの」ではなく、私たちが「つくるもの」～ 兵庫県は阪神・
淡路大震災や頻発する風水害を乗り越え、その経験や教訓を生かしながら、県民の力
で着実に発展への道を歩んできました。 震災から 25 年を迎え、改めて安全・安心の
基盤づくりを推進するとともに、神戸・阪神、播磨、但馬、丹波、淡路の五国それぞ
れが持つ多彩な魅力や資源を生かし、県民とともにすこやかで幸せな兵庫をつくって
いきます。 兵庫県出身でない方も活躍しています。少しでも興味のある方はぜひお
越しください。お待ちしています！ 

千葉市役所 12/8（火）15:30～16:00  🎥🎥 

千葉市は、政令指定都市ならではの大きな権限と財源を有し、幅広い業務に携わるこ
とができるのが魅力です。また、市役所新庁舎の建設や幕張新都心での JR 新駅開業予
定など、今後更なる発展の可能性を秘めている千葉市には、皆さんが力を発揮し、活
躍できるステージが数多くあります！今回の説明会では、千葉市の魅力や試験制度、
市役所職員として働くことについて、いろいろお話させていただきたいと思います。
公務員志望の方はもちろんのこと、民間企業と悩まれている方も是非お越しくださ
い！ 

神戸市役所 12/8（火）16:10～16:40  🎥🎥 

神戸市は政令市として都心の機能を備えながらも、海と山、美しい田園風景など豊か
な地域特性に恵まれた街です。しかし、神戸市は阪神淡路大震災により大きな被害を
受け、長い復興の期間を歩んできました。その震災から 25 年が経過し、今まで手を付
けられなかった、公共空間やまちの佇まいをリノベーションし、まちの質・くらしの
質を向上させ、見違えるような神戸のまちをつくりあげようとしています。説明会で
は、公務の仕事、神戸市の仕事等について詳しく説明させていただきますので、ぜひ
ご参加ください！ 



 

香川県庁 12/8（火）17:10～17:40  🎥🎥 

～暮らしも仕事も魅力的！「うどん県、それだけじゃない香川県」～中央大学の皆さ
ん、こんにちは。今回のセミナーでは、香川県の魅力、県庁の仕事内容、試験制度な
ど、私たち県庁職員が体験談も交えながらご紹介します！また、昨年は新たな受験方
式を取り入れ、民間企業と公務員の併願を希望する学生も受験しやすくなりました。
県内市町の試験制度についてもご紹介します。市町職員を目指している皆さんも、ぜ
ひご参加ください。香川県では、学生の皆さんの UJI ターン就職を全力で応援します！
お気軽にご相談ください。 

鳥取県庁 12/9（水）15:30～16:00  🎥🎥 

鳥取県では、保育料無償化や森のようちえんなどで全国のトップを走る「子育て王国
とっとり」を展開し、IoT や AI などの先端技術を活かした新規産業創出や自然を活か
した農林水産業の振興を図るとともに、障がいを知り共に生きる「あいサポート運動」
など人が輝く地域づくりを進めています。 また、採用試験では、多様な経験・発想
をお持ちの方に受験してもらえるよう、近年では公務員試験対策不要の新たなコース
を実施しています。理系大学等の方や民間企業を考えていた方なども含めて、多くの
方のチャレンジをお待ちしています！ 

三鷹市役所 12/9（水）15:30～16:30  🎥🎥 

三鷹市役所では、職員が性別に関わらず働きやすく、キャリア形成を行える環境づく
りや働き方改革に率先して取り組むことで、一人ひとりが能力を十分に発揮できる組
織づくりを積極的に進めています。また、今年度から採用試験に新方式を取り入れ、
多くの方に受験いただけるようになりました。今回は、三鷹市役所の魅力や試験制度
についてお話します。 

岡山県庁 12/9（水）17:10～17:40  🎥🎥 

岡山県職員の仕事は多種多様で、やりがいと魅力がいっぱいです。幅広い仕事で地域
に貢献できます。様々な分野で活躍したい人、自分の知識、能力を伸ばしたい人は岡
山県職員がおすすめです！ 

岡山市役所 12/9（水）17:50～18:20  🎥🎥 

本市では、「未来へ躍動する 桃太郎のまち岡山」を都市づくりの基本目標に掲げ、「住
みやすさに一層の磨きをかけること」、「未来志向の躍動感あるまちづくりを進めるこ
と」を基本コンセプトに、街の変化を創出し、魅力と活力を高め市民が愛着と誇りを
持てるようなまちづくりを市民と行政が協働して進めています。岡山市に住みたい方、
岡山市のために働きたい方、お待ちしています。 

広島県庁 12/10（木）15:30～16:00  🎥🎥 

広島県では，「広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かった」と心から思える広島県の
実現に向けて，職員一丸となって取り組んでいます。今回は県庁で働く魅力や試験制
度，福利厚生，休暇の過ごし方などについて，学生の皆さんの気になる情報をざっく
ばらんにお話します。また，気になることがあれば，お気軽にご質問ください。広島
県出身でない方,民間企業への就職も視野に入れているという方もぜひご参加くださ
い！ 



 

山口県庁 12/10（木）15:30～16:00  🎥🎥 

私たちの山口県には、国内外に誇れる産業の集積や優れた立地環境、素晴らしい観光
資源や農林水産資源など、多くの強みと可能性があります。山口県では総合計画であ
る「やまぐち維新プラン」に掲げる「産業維新」「大交流維新」「生活維新」に果敢に
挑戦しています。3 つの維新を成し遂げるため、豊かな発想力、旺盛な行動力を持つ
意欲に満ちた人材を求めています。「活力みなぎる山口県」の実現に向けて、ぜひ、一
緒に挑戦しましょう！ 

熊本県庁 12/10（木）17:10～17:40   

 私たちのミッションは、傷ついた熊本を一日も早く復活させ、これまでの流れを取
り戻し、更に発展させること。 県民の皆様が、安全安心で、誇りを持ち、未来への
夢と希望にあふれ、幸せを実感できる熊本の実現に向けて、日々奮闘しています。 

福岡県庁 12/10（木）17:10～17:40  🎥🎥 

～活力みなぎる福岡県づくりの担い手になって、県の未来をつくりませんか～アジア
の玄関口として、九州地方における経済の中枢を担い発展し続ける福岡県。県職員の
仕事は、県民の暮らしをよりよくするため、地域振興、国際交流、文化・スポーツ振
興、社会福祉、環境保全、災害対策、雇用対策、都市計画など、あらゆる分野にわた
ります。もっと元気な、もっと魅力ある福岡県をともに創っていきませんか。 

福岡市役所 12/10（木）17:50～18:20   

福岡市は，「都市の成長」と「生活の質の向上」の好循環を創り出すため，多くの市民
や地域，団体，企業の皆様と一緒に数々のチャレンジを行っています。その結果，人
口は 159 万人を超え，観光客は年間 2，000 万人を超えています。市税収入は 6 年連
続で過去最高を更新し，国内外から元気で住みやすいまちとして高く評価されていま
す。今回，福岡市役所の仕事や試験制度等についてお話しします。福岡市に興味をお
持ちの方のご参加をお待ちしております！ 

川口市役所 12/11（金）15:30～16:30  🎥🎥 

川口市の求める人物像は、物事を柔軟に考え自ら行動することができ、困難な仕事に
も進んで取り組める人物になります。川口市の目指す将来都市像は「人としごとが輝
くしなやかでたくましい都市川口」です。これは、川口市の伝統産業である鋳物の「造
形の自由度（しなやかさ）」「強靭で堅牢である（たくましさ）」等の優れた特質から、
時代の変化や多様化するまちづくりへの想いを込めたものになります。組織の一員と
して、川口市が目指す自立的で推進力のあるまちの実現に取り組むことができる意欲
的な方をお待ちしています。 

衆議院法制局 12/11（金）15:30～16:30  🎥🎥 

法律を作ってみませんか――。国会議員の「政策」という「おもい」は、「法律」とい
う「かたち」になって初めて動き出します。その政策は憲法上許容されるか？その政
策の実現にはどのような手段が適するか？どのような要件であれば、目的の事象を過
不足なく切り取れるか？こんな検討を行い、政策を法律に作り上げていくのが、衆議
院法制局の仕事です。立法府の公務員として、あらゆる領域の立法を陰から支えてい
ます。法学部での経験を活かしたい、国政の全分野の課題に立ち向かっていきたい…
そんな方には特にオススメの職場です！ 



 

国土交通省（総合職・一般職） 12/11（金）17:10～18:10  🎥🎥 

国土交通省は「国土の利用・開発・保全、そのための社会資本の整備、交通政策の推
進、気象業務の発達や海上の安全確保を図ること」を任務とする日本の中央省庁です。
国土交通省とはどのような組織で、何を目指して仕事をしているのか、職員はどのよ
うな舞台でどのように活躍しているのか、組織・業務の概要について、中央大学多摩
キャンパス出身の職員が学生時代の過ごし方とともにご説明します！！ 

皇宮警察本部 12/14（月）15:30～16:30  🎥🎥 

皇宮警察本部では、白バイ、側車、騎馬、警察犬、音楽隊等、他の仕事では経験でき
ない様々な分野にチャレンジすることができます。また、国家的な行事や歴史的行事
に多く携わり、歴史の変革の中心で仕事ができることも大きな魅力の一つです。皇室
守護の崇高な任務を果たすため、情熱とやる気のある皆さんをお待ちしています。 

福島県庁 12/14（月）15:30～16:30  🎥🎥 

福島県職員の仕事は、地域づくりや農産業の振興、インフラの整備・管理などの幅広
い業務を通して、自分自身も成長できるところにあります！福島県では、東日本大震
災からの復興と地方創生に向け、様々な取組へのチャレンジを続けています。未来の
福島県を私たちと一緒に創っていきましょう！ 

東京出入国在留管理局 12/14（月）17:10～18:10  🎥🎥 

東京出入国在留管理局は出入国の管理及び外国人の在留管理並びに難民の認定に関す
る事務に加え，外国人の受入れ環境整備に関する企画及び立案並びに総合調整に関す
る事務を所掌しています。日本と世界を結び，日本の国際交流の推進・円滑化に貢献
できる，とても魅力的な仕事であり，また，日本の治安を守り，健全な日本社会の発
展に寄与できる誇りの持てる仕事です。今後も外国人との共生が社会の大きなテーマ
となる中，ますます重要な役割を担うこととなる東京出入国在留管理局の業務説明会
に是非御参加ください。 

長野県庁 12/14（月）17:10～18:10  🎥🎥 

皆さんの大学生活もコロナ禍により大変な状況にあると思います。これから就職活動
を迎えるにあたって業界研究、企業研究もなかなか進んでいない状況ではないでしょ
うか。私たち長野県庁では、公務員志望の方だけでなく、民間志望の方も例年数多く
採用しています。志望する業界が決まっている方もそうでない方も、「長野で働く」き
っかけづくりにぜひお越しください！ 

厚生労働省（関東信越厚生局麻薬取締部） 12/15（火）15:30～16:30   

麻薬取締官は、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生（支）局に設置されている
麻薬取締部に所属し、薬物犯罪について刑事訴訟法の規定による司法警察員としての
職務を行う捜査権限を持っています。薬物乱用の無い健全な社会を実現するため、捜
査以外にも正規流通麻薬の監督指導、再乱用防止、予防啓発など幅広い分野での活動
を展開しています。薬物犯罪を見過ごさない正義感を持った方、困難に負けない粘り
強さを持った方をお待ちしておりますので、興味のある方は是非ともお越しください。 



 

静岡県庁 12/15（火）15:30～16:30  🎥🎥 

静岡県は、「富国有徳の美しい“ふじのくに”づくり」を基本理念に、魅力ある静岡県を
目指し様々な分野で取組を進めています。取り組む分野は多岐に渡り、様々な経験を
積むことができます。 

静岡市役所 12/15（火）17:10～18:10  🎥🎥 

こんにちは、静岡市役所です！皆さん、静岡市ってどんなまちかご存知ですか？静岡
市は第 3 次総合計画において「『世界に輝く静岡』の実現」をまちづくりの目標に掲
げ、住む人が「安心感」を持って生活を営むことができ、訪れる人が「満足感」を持
ってひとときを過ごすことができる世界水準の都市を目指しています。皆さんに現在
進めているまちづくり、人材育成制度、試験制度など幅広く紹介します。ぜひご参加
ください！ 

経済産業省関東経済産業局 12/16（水）15:30～16:30  🎥🎥 

関東経済産業局は経済産業省の地方ブロック機関です。私たちは、広域関東圏の最前
線で活躍されている企業、消費者、自治体、関係機関等の皆様に対して、新規創業の
促進、技術開発支援、環境リサイクル対策、エネルギー対策、消費者相談などの多岐
にわたる経済産業政策の実施に取り組んでいます。国の機関ではありますが、地域の
皆様の目線に立ち、寄り添った支援を行っています。興味を持たれた方がいらっしゃ
いましたら、ぜひお越しください！ 

相模原市役所 12/16（水）15:30～16:30  🎥🎥 

相模原市は、都市機能と豊かな自然を兼ね備え、さらなる成長の可能性に満ちていま
す。本市のめざす将来像「潤いと活力に満ち 笑顔と希望があふれるまち さがみはら」
に向けて、様々なプロジェクトが進行中です。市の職員としての仕事は多種多様で、
きっと自分の力が発揮できる分野と出会えます。今回は相模原市の魅力、業務内容、
採用試験の特徴などについてお話ししますので、少しでも興味のある方はぜひご参加
ください。私たち相模原市のプロフェッショナル＝サガミストと一緒にまちづくりを
進めていきましょう！ 

横浜地方検察庁 12/16（水）17:10～18:10  🎥🎥 

横浜地検は，多くの若手職員，女性職員も捜査・公判活動に携わっており明るく活気
のある職場です。法律を扱う仕事に興味のある方はもちろん，これから法律を学んで
仕事をしていきたい方ははぜひご参加ください。 

茨城県庁 12/16（水）17:10～18:10  🎥🎥 

茨城県では，「茨城に住みたい，住み続けたい」人が大いに増えるような，「活力があ
り，県民が日本一幸せな県」の実現に向けて，県庁一丸となって取り組んでいます。
時代の変化に柔軟かつ的確に対応するためには，前例にとらわれず，新たな施策に積
極果敢に挑戦していける若い力が必要です。茨城県の持つ特性や優位性を活かし，県
民全体の奉仕者としての強い使命感を持って，茨城県をワクワクするような魅力ある
県にしたいと思っている皆さん，私たちと共に，未来に希望の持てる「新しい茨城」
づくりに挑戦していきましょう！ 



 

国土交通省関東地方整備局 12/17（木）15:30～16:30  🎥🎥 

国土交通省関東地方整備局は、首都中枢機能を有する関東地方の社会資本整備(河川の
整備・道路の新設工事や維持管理等)を担っています。広域的な視点に立った業務を行
っており、スケールも金額も大きなプロジェクトに携わることができます。またその
結果が形に残るため、仕事のやりがいを感じられます。さらに、業務を通じて公物管
理法、都市、不動産、建築に関する法律、会計や契約に関する法律、社会保険に関す
る法律など様々な知識を身につけることができます。皆さんのご参加をお待ちしてお
ります。 

鎌倉市役所 12/17（木）15:30～16:30  🎥🎥 

豊かな自然に囲まれ、悠久の歴史に育まれてきた鎌倉。先人から脈々と受け継いでき
た深い地域のつながり、そしてゆっくりと流れるような日常がこのまちの魅力です。
市役所では、防災・防犯、くらし・環境、健康・福祉・子育て、教育・文化・スポー
ツ、産業・まちづくりなど、市民の皆さまの生活を支える様々な仕事をしています。
誰もが安心し、ほっとできるあたたかいまちを目指し、鎌倉市のために情熱を注いで
くださる方、市民とわたしたちと共に、美しい自然や景観、歴史、文化を守り、新し
いまちを育んでいきませんか。 

東京地方検察庁 12/17（木）17:10～18:10   

 検察庁では，「検察官」と，国家一般職から採用される「検察事務官」が働いていま
す。 検察官には，司法試験合格後に任官する「検事」と，検察事務官から内部試験
を経て任官する「副検事」があります。 検察事務官は，検察官の指揮を受けて，刑
事事件の捜査，裁判の準備のほか，懲役刑や罰金刑の執行，逃亡被告人等の収容，証
拠品や事件記録の保管・管理などの業務を行っています。 検察事務官のイメージに
ついては，YouTube に掲載しておりますので，「東京地方検察庁」と検索の上，是非ご
覧になってください！ 

国土交通省東京航空交通管制部 12/18（金）15:30～16:30  🎥🎥 

国土交通省東京航空交通管制部は航空管制を行っている組織です。航空管制とはレー
ダーや航空無線を使って航空機が安全に飛行するために情報を与え、パイロットに指
示をする仕事です。職場は全国の空港の他、東京航空交通管制部と同様な施設が札幌
と神戸、福岡にあります。航空管制は専門性が高いやりがいのある仕事です。ぜひご
覧ください。 

厚木市役所 12/18（金）15:30～16:30  🎥🎥 

厚木市は神奈川県の中央に位置している、人口約 225,000 人の都市です。厚木市役所
の職員は、市民の皆様が安心で安全な生活を送れるよう、生活環境を整える仕事をし
ています。今回のセミナーでは、厚木市の概要や公務員の仕事、厚木市役所の勤務条
件・福利厚生などについて紹介いたします。 

国立国会図書館 12/18（金）17:10～18:10   

国立国会図書館には、国会の活動の補佐、資料・情報の収集・保存、情報資源の利用
提供という三つの基本的役割があり、これらの役割を果たすため、調査業務、司書業
務、一般事務といった多様な業務があります。職員のバックグラウンドも様々です。
専門分野にとどまらない柔軟な思考力を有し挑戦する意欲ある方々を求めています。 



 

山梨県庁 12/18（金）17:10～18:10  🎥🎥 

山梨県は、首都圏に位置しながらも、豊かな自然に恵まれ、特にブドウ・モモ・スモ
モは生産量全国一を誇るなど、「フルーツ王国やまなし」として不動の地位を確立して
います。また、今後はリニア中央新幹線の品川-名古屋間の開業により、本県の交通ア
クセスの飛躍的向上が見込まれており、さらに大きく発展・成長していく可能性を秘
めています。山梨県職員として一緒に働いてみたいという方へ、県職員としての働き
方や最新の採用試験情報など学生の皆さんが興味のあるトピックをお伝えしますの
で、多数のご参加をお待ちしております。 
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