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後日manaba上に動画掲載予定
※プライバシー保護の観点より、
動画は「音声」と「スライド」のみです。

※掲載までに時間を要する場合があります。

＜manaba視聴にあたっての注意事項＞

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

参加ＵＲＬは？
GoogleカレンダーよりAccess！

or
CCn記事添付のカレンダーよりAccess！
記事名：

【公務員】【中大版】公務研究セミナー(学内説明会)開催



 

人事院人材確保対策室（国家公務員採用試験の説明）  

10/4（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。 

杉並区役所 10/4（月）17:10～18:10  🎬 

杉並区は、豊かなみどりと閑静な住宅街が広がる一方、都心へのアクセスも良く、子

育てしやすいまちづくりにも力を入れて取り組んでおり、住みやすさで人気がある街

となっています。また、東京高円寺阿波おどりや阿佐ヶ谷七夕まつりなど、区民の方

とともに個性的で活気あふれるイベントを開催し、「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！ 

荒川区役所 10/5（火）15:30～16:30  🎬 

荒川区では「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、全国に先駆けた都市公園内への保育所の整備、保育園入園審査業務への AI シ

ステムの導入など、数多くの先進的な施策を展開しています。区では豊富な研修制度

をはじめ、組織内大学「荒川区職員ビジネスカレッジ」など、先進的な取組を行うた

めに、職員自らスキルアップできる環境が整っています。今回は荒川区の取組や研修

等の説明及び、一問一答形式で質疑応答を行います。区職員に直接質問できる数少な

い機会ですので、ぜひご参加ください！ 

会計検査院 10/5（火）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。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。霞が関にある本庁から全国各地の現場に

足を運び、行政全般という広い分野で検査を行っています。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！ 

江戸川区役所 10/5（火）17:10～18:10  🎬 

江戸川区を志望している方はもちろん、公務員の仕事に興味のある方を対象に、地方

公共団体で働く魅力、特に江戸川区で働く魅力についてや、江戸川区の課題、これか

らの江戸川区のために求める人物像などについて説明します。江戸川区をたっぷり感

じとれる時間にしたいと思いますので、是非お越しください！ 

中野区役所 10/6（水）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。 



 

警察庁 10/6（水）15:30～16:30  🎬 

 警察庁は、全国約 30 万人のマンパワーを擁する警察組織の中枢官庁であり、国民の

安全・安心を守り創り続けていくための各種政策の企画・立案等に当たるとともに、

警視庁を始めとする全国都道府県警察の指揮・監督等を行っています。 その中でも、

一般職試験採用の警察庁警察官【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、是非説明会でお会いし

ましょう！ 

国土交通省関東地方整備局 10/7（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。 

東京都特別区 10/8（金）15:30～16:30  🎬 

東京特別区 23 区の採用を担当しております。本説明会で特別区の魅力や特徴等を皆

さんにお伝えできればと思っております。公務員に興味がある方はもちろんのこと、

民間と迷っている方も是非気軽に説明会にお越しください。 

中央区役所 10/8（金）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。中央区は銀座

や日本橋、そして東京 2020 大会で使用された選手村がある晴海などの地域がありま

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しますので、本区に興

味がある方や、まだご存知ない方もぜひお越しください。 

墨田区役所 10/11（月）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！ 

公正取引委員会（一般職） 10/11（月）15:30～16:30  🎬 

市場における経済活動には，スポーツと同様にルールがあり，事業者にはルールを守

ったフェアプレーが求められます。公正取引委員会は独占禁止法を所管し，「公正かつ

自由な競争」を促すことで日本経済を支えています。ルール違反である独占禁止法違

反行為に対する厳正な対処と，より良いルール作り，より良い環境でプレーしてもら

うための環境整備。この 2 つを行う公取委の活動範囲は，経済活動のあるところ全て

です。実は皆さんの生活とも深く関わっている公取委の仕事に触れてみませんか？ 



 

品川区役所 10/11（月）17:10～18:10  🎬 

 ～品川区ってどんな区？～ 「品川ナンバー（ナンバープレート）、品川駅・・・。

身近に溢れる「品川」。本当の品川って何だろう？？」 品川区は、歴史が色濃く残る

寺社仏閣や近代的なウォーターフロント、活気溢れる商店街、閑静な住宅街など、様々

な魅力あるまちです。その中で私たち職員は「わ！しながわ」の合言葉のもと、大好

きなこの街をより良くしたいという強い思いを持って、日々奮闘しています。あなた

もしながわの「わ」に仲間入りませんか？準備するものはただ一つ、「やる気」のみで

す。ご参加お待ちしております。 

特許庁 10/12（火）15:30～16:30   

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！ 

環境省（一般職） 10/13（水）15:30～16:30   

環境省は、公害問題に端を期して組織が発足し、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日々拡大しています。そうした前例のない課題に立ち

向かうため、自分自身も日々成長を感じることができます！環境問題や動植物が好き

な方はもちろん、新しいことにチャレンジしてみたいという方もぜひお越しください。 

葛飾区役所 10/14（木）15:30～16:30  🎬 

葛飾区は「こちら葛飾区亀有公園前派出所」で有名な「亀有」をはじめとする下町人

情あふれる街のイメージがあると思います。一方で、子育て支援の取組では、「共働き

子育てしやすい街ランキング 2020」において 2019 年の全国１位に引き続き、全国２

位となりました。また、特別区の中でもテレワーク制度が進んでおり、コロナ禍にお

いても働きやすい環境が整っています。説明会では、葛飾区の魅力・勤務環境のお話

だけでなく、中央大 OB の職員が参加します。葛飾区出身でない方も是非参加をお待

ちしております！ 

市川市役所 10/14（木）17:10～18:10  🎬 

市川市は、変化を恐れず新しいことにチャレンジする自治体です。市民のために一生

懸命考え行動し、市民が誇れるまちをつくりたい、そんな熱い想いのある学生の皆さ

んと一緒に働きたいと私たちは考えています。近年、注力しているのが DX の推進で

す。（市民の行政手続きのデジタル・オンライン化、自由な環境で仕事ができるフリー

アドレスの導入、テレワークの推進など）今回は市の新しい取り組みの一部を紹介・

試験情報もお話する予定です。市川市のことを知らない方も大歓迎です。全国の自治

体に先駆けて私たちと日々挑戦しましょう。 

大田区役所 10/15（金）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。区民に寄り添い、熱意を持って私たちと共に仕事に取り組んで

くださる方をお待ちしています。 



人事院 10/15（金）15:30～16:30  🎬 

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。国家公務員一人一人がその使

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御説明するとともに、中央大学から人事院に採用となり勤務し

ている職員が自身のキャリアパス等を熱く語ります。多くの皆さまの御参加をお待ち

しております。 

文京区役所 10/15（金）17:10～18:10  🎬 

 文京区では、将来都市像を「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役のまち『文

の京（ふみのみやこ）』」と定めています。その実現のため、行政課題の解決に取り組

んだ結果、人口は 22 万人までに回復し、選ばれる自治体として発展してきました。 

先を見通すことが難しい変化の時代において、社会状況の変化に適応する施策に取り

組み、区民の皆様が「住んでいてよかった」と心から実感していただけるようなまち

を実現します。 今回は文京区の魅力や 1 年目職員の生の声をお伝えします。文京区

出身でない方もぜひご参加ください！ 

防衛省（一般職・専門職） 10/18（月）15:30～16:30

（一般職）防衛省＝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、みな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はたしているほか、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活かして、「日本の未来」

をともに創りませんか？ 

（専門職）防衛省専門職員は、日本をベースに、高い語学力とグローバルな視野を生

かし、 日本の安全保障を支える職員です。皆さんも、語学力を生かし国際的な防衛に

関する業務等に従事しませんか。 

練馬区役所 10/18（月）17:10～18:10  🎬 

 練馬区は、都心に近く、利便性の高い住宅都市です。人口は 74 万人を超え、多くの

区民から「住み続けたいまち」として高い評価を得ています。 今回は、練馬区の概

要と職員の経験をもとに公務員の仕事内容をお伝えしていきます。 お時間のある方

はお気軽にご参加ください。 

新宿区役所 10/19（火）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、

新宿のまちの魅力や区職員の仕事内容を知っていただきたいです！ 

内閣官房情報調査室 10/19（火）15:30～16:30  🎬 

内閣情報調査室は、内閣官房の職務のうち「内閣の重要政策に関する情報の収集及び

分析その他の調査に関する業務」を担当しており、非常に幅広い分野を対象としてい

ます。令和 3 年度からは内閣衛星情報センターと採用が一体化されました。今回は内

閣情報調査室の業務全般についてお話しますので、初めての方もぜひお気軽にお越し

ください！ 



 

渋谷区役所 10/19（火）17:10～18:10  🎬 

渋谷区はあらゆる多様性を受け入れ、さらに渋谷区に関わる人々の多様性をエネルギ

ーへと変え、まちづくりの原動力にしています。「ちがいをちからに変える街。渋谷区」

にはみなさまひとりひとり持つ「ちがい」を活かせるフィールドが必ずあります。 

東京家庭裁判所 10/20（水）15:30～16:30   

社会に貢献したい，これまでに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。 

立川市役所 10/20（水）17:10～18:10  🎬 

立川市は「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」を将来像としてまちづくりをすす

め、多摩地域の中心都市として発展を続けています。今回は立川市の紹介や採用試験

に関する話題とともに「市役所で働くこと」について具体的なお話を交えて紹介しま

す。公務員志望の方はもちろん、民間と迷っている方にも参考になる話かと思います

のでぜひご参加ください。 

防衛省（自衛隊） 10/20（水）17:10～18:10  🎬 

国の平和と独立を守るという使命の下、領土・領海・領空を守る活動や災害時の捜索・

救助、医療等の対応、海外での国際平和協力活動などを行っています。あらゆる仕事

がある職場で、陸、海、空それぞれに適性に応じた幅広い選択肢があります。安定し

たワークライフバランス、女性にも広がるフィールド、充実した福利厚生。国家を守

る、公務員。それが、自衛官です。 

国立国会図書館 10/21（木）15:30～16:30   

国立国会図書館には、国会活動の補佐、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。今回の説明会では、多様な業務の説明のほ

か、国立国会図書館の魅力や実際に働いている職員の経験談についてもお話しします。

皆さんのご参加を心よりお待ちしています。 

三鷹市役所 10/21（木）15:30～16:30  🎬 

三鷹市役所では、「質の高い防災・減災のまちづくり」をめざして様々な施策に取り組

んでいます。また、昨年度から受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ので、

ぜひお越しください！ 



 

文部科学省（一般職） 10/21（木）17:10～18:10   

文部科学省は教育、科学技術・学術、スポーツ、文化の振興といった幅広い役割を担

う省庁です。皆さんの生活に身近な 4 分野の業務を行っている我々文部科学省に少し

でも興味がある方は、お気軽にご参加下さい！ 

経済産業省関東経済産業局 10/22（金）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、地域経済の活性化

や健全な発展に向けて、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、

関係機関の皆様に対し、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、地域の皆様と同じ目線に立ち、現場に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、ぜひご参加ください！ 

町田市役所 10/22（金）15:30～16:30  🎬 

町田市役所は最大のサービス業です！町田市は人口が 42 万人を超え、商圏人口 200

万人の一大商圏都市です。また、多数の商業施設がある一方で、周辺部には緑豊かな

自然や文化遺産などがあり、魅力ある都市を形成しています。市役所の仕事は、窓口、

広報、企画、予算、人事、庶務など幅広い業務があります。 

財務省東京税関 10/22（金）17:10～18:10  🎬 

「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、他にもたくさ

んの業務があります！不正薬物、銃器、コピー商品等の取締り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、書ききれないほどたくさんの業務があり、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。興味のある人は是非、説明会に参加してくださ

い。 

横浜地方検察庁 10/25（月）15:30～16:30  🎬 

横浜地検は，多くの若手職員・女性職員も捜査・公判活動等に携わっており，明るく

活気のある職場です。横浜地検の業務内容や魅力についてお話しさせていただきます

ので，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

いきたいという方など，皆様のご参加お待ちしております。 

国分寺市役所 10/25（月）15:30～16:30  🎬 

国分寺市は，東京都の中心にあり，美しい自然環境や史跡が残る「歴史のまち」，宇宙

や新幹線の技術開発が行われた「科学のまち」です。「魅力あふれ 人がつながる 文

化都市」の実現に向け，未来につながる持続可能なまちを目指しています。採用試験

では，人物重視をさらに推進するため，公務員試験対策不要の SPI を導入し，多様な

人材の確保に取り組んでいます。本セミナーでは，市の魅力や業務内容，求める人物

像などを人事担当者がお話します。公務員志望者はもちろん，民間志望者やこれから

就職活動を行う方もぜひご参加ください。 



 

財務省（一般職） 10/25（月）17:10～18:10  🎬 

財務省は国家予算の編成や政府の資産・債務の管理、外国為替相場の安定など、国家

運営の根幹にかかわる極めて多彩な業務に携わっています。その活躍のフィールドは

国有財産業務を通じた地方から国家予算の編成といった国家規模での業務、さらには

開発途上国への財政支援など世界にも広がっています。と、聞くと「堅苦しい職場」

というイメージを持たれてしまうかもしれませんが、そういった漠然としたイメージ

にはとらわれず少しでも財務省に興味のある方は是非、お気軽にご参加ください！ 

内閣府 11/2（火）15:30～16:30  🎬 

内閣府一般職大卒の採用について、現状や今後の予定等、本音ベースで語らせていた

だきます。ぜひお越しください！ 

豊島区役所 11/2（火）17:10～18:10  🎬 

中央大学の皆さんこんにちは！豊島区はアニメやマンガをはじめとした文化を軸に、

SDGs を通して、持続発展都市を目指しています。このまちに暮らすひと、このまちを

訪れるひと、一人ひとりがこのまちの「主役」です。10 年後もさらなる発展を続ける

豊島区を目指して、私たちと一緒に挑戦しませんか？今回は、豊島区役所の試験制度

や求めている人材、力をいれている政策、将来の展望など…豊島区役所の中身を明る

く楽しくお話しします！ 

厚生労働省（一般職） 11/4（木）15:30～16:30   

採用担当より厚生労働省本省の業務についてご紹介します！事前知識は不要ですの

で、厚労省について知る”はじめの一歩”としてお気軽にご参加ください。 

国立大学法人等グループ 11/4（木）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！ 

公正取引委員会（総合職） 11/5（金）15:30～16:30  🎬 

市場における経済活動には，スポーツと同様にルールがあり，事業者にはルールを守

ったフェアプレーが求められます。公正取引委員会は独占禁止法を所管し，「公正かつ

自由な競争」を促すことで日本経済を支えています。ルール違反である独占禁止法違

反行為に対する厳正な対処と，より良いルール作り，より良い環境でプレーしてもら

うための環境整備。この 2 つを行う公取委の活動範囲は，経済活動のあるところ全て

です。実は皆さんの生活とも深く関わっている公取委の仕事に触れてみませんか？ 



 

消費者庁 11/5（金）17:10～18:10  🎬 

生活する上で「消費」は欠かせません。消費者庁では「消費」を通じ感じた疑問を仕

事に還元し、社会を変革し、自分の仕事の成果が暮らしの中で具体的にあらわれ、家

族や友人など身近な方々にもそれを感じてもらえると考えています。また、若く小規

模な組織であることを活かし、風通しのよい雰囲気の職場を実現しています。 

多摩市役所 11/8（月）15:30～16:30  🎬 

多摩市は「耳をすませば」のモデル地、「キティと会える街」だけだと思っていません

か？説明会では、様々な多摩市の魅力・課題・求める人財像についてお伝えします。

さらに、中央大学出身の先輩職員に直接質問ができるコーナーも設ける予定ですので、

是非、ご参加ください！多摩市では、テストセンター形式の導入や採用担当 Twitter ア

カウントの開設など、多様な人財の募集をより一層進める取り組みを行っています！

私たち多摩市職員の『チーム』の一員、お待ちしています！ 

東京国税局（国税専門官） 11/8（月）15:30～16:30  🎬 

 国税庁は、納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現することを使命

とし、内国税の賦課・徴収を行う官庁として、国の財政基盤を支える重要な仕事をし

ています。 その中で国税専門官は、国税局や税務署において、税のスペシャリストと

して法律・経済・会計等の専門知識を駆使し、国税調査官、国税徴収官、国税査察官

といった職種に分かれて活躍しています。 国税専門官には、豊かな教養と高度の専

門知識はもちろんのこと、時代の変化に即応する強い精神力とバイタリティーが求め

られています。 

日野市役所 11/8（月）17:10～18:10  🎬 

日野市の説明会では、ホームページに載っていることではなく、リアルな公務員の現

実や職員の声をお届けします。日野市に関心のない方でも参考になる内容となるはず

です。いい意味で「公務員らしくない」説明会を心がけますので、公務員は地味でつ

まらないだろうと思っている方にこそ参加してほしいです。コロナ禍を経て、市役所

の役割はより重要になってきています。今回の説明会がこれからの日野市を一緒に創

り上げていく最初のきっかけになればうれしいです。 

浜松市役所 11/9（火）15:30～16:30  🎬 

浜松市は何事にも積極的にチャレンジする「やらまいか精神」のもと古くからモノ作

りの街として栄え、世界的な企業を多く輩出してきました。2018 年版政令指定都市「幸

福度」ランキング第 1位に輝くなど住みやすい街づくりに積極的に取り組んでいます。

「政令市」ならではのスケールの大きな仕事から、市民の方々と身近に接する仕事ま

で幅広い業務があります。きっと皆さんの活躍できるフィールドが浜松市役所にはあ

ります。どなたでもお気軽にお越しください。当日は若手職員と共に皆さんとの出会

いを楽しみにしています。 

金融庁 11/9（火）15:30～16:30   

金融はよく、身体を巡る血液に例えられ、実体経済や皆さんの日々の暮らしを支える

ために不可欠なものです。金融庁は、この血液の流れが止まらないように、より円滑

に流れるように取り組む省庁です。例えば、金融システムの安定を通じて経済社会の

基盤を守りつつ、新しい金融サービスの発展や国民の資産形成を促しています。 



 

茅ヶ崎市役所 11/9（火）17:10～18:10  🎬 

茅ヶ崎市は、神奈川県の中南部に位置し、魅力的な自然があり、人も気候も温かな活

力あふれるまちです。私たちは従来のいわゆる公務員試験を廃止し、人物重視の独自

の試験＝「脱・公務員試験」を行っています。当日は、茅ヶ崎市の魅力や仕事内容、

試験制度などについてお話します。茅ヶ崎市に興味のある方はもちろんのこと、知ら

ない方もまずは一度お越しください。お待ちしています！ 

財務省関東財務局 11/10（水）15:30～16:30  🎬 

関東財務局（財務専門官）では、財政、金融・証券、国有財産等といった、幅広い業務を行って

います。研修制度も充実しているため、初めての業務でも安心して取り組むことができます。若

手職員の経験談も予定しておりますので、少しでも興味を持っていただいた方は、是非ご参加

下さい！ 

財務局総合職の職員は、財務本省・金融庁を中心に、全国の財務局、海外などさまざまなフィー

ルドで活躍しています。経済・財政・金融など幅広い分野の仕事に興味がある方はもちろん、財

務局総合職の説明会に参加したことのない方や、経済学部以外の学生さんも大歓迎ですので、

是非ご参加ください！ 

静岡県庁 11/10（水）15:30～16:30  🎬 

県民が豊かさを感じ快適に暮らせる地域を創り、守るため、国、市町、企業等と連携

を図りながら、福祉、産業、まちづくり、教育等、県民の生活に密着した様々な分野

で取組を進めています。行政職は 2 つの試験区分を設けており、「行政Ⅱ」の区分で

は、筆記試験は法律・経済などの特別な公務員試験対策は不要で、現代社会（時事）

問題を含む総合能力試験を実施しています。また、より人物重視の配点となっている

ので、民間企業への就職を考えている方でも受験しやすくなっています。 

皇宮警察本部 11/10（水）17:10～18:10  🎬 

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。 

足立区役所 11/10（水）17:10～18:10  🎬 

7 つのエリアの大規模開発、大学誘致に大学病院の開設・・・100 年に 1 度とも言える

大きな変化の時期を迎えている足立区。そんな足立区の“今”をご紹介します。前例踏襲

をよしとしない新たな発想と行動力を持ち、69 万人の区民を守り抜くという強い意志

のある人材を求めています！ 

参議院事務局 11/11（木）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！ 

参議院事務局ホームページはこちら  https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/saiyo

u/index.html 人事課公式ツイッターはこちら https://twitter.com/sangiin_jinjika 



 

神奈川県庁 11/11（木）15:30～16:30  🎬 

神奈川県では、最先端技術を活用した未来社会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。魅力あふれる神奈川

づくりを実現するため、一緒に働きませんか？ 

公安調査庁 11/11（木）17:10～18:10   

 公安調査庁は，破壊的団体等の規制に関する事務を行うとともに，我が国の安全の

脅威となり得る国内外の諸動向に係る情報の収集・分析を行い，その結果を関係機関

に提供しています。 「デスクワーク中心で，決められたことを粛々と行う」という

一般的な公務のイメージとは異なり，当庁の仕事は「個々の職員の頭と足で稼ぐ」仕

事です。公共の安全という日本の国益に貢献しながら，自身の強みを活かして主体的

に仕事ができる，魅力的な官庁です。皆様の御参加をお待ちしています！ 

厚生労働省（総合職） 11/15（月）15:30～16:30  🎬 

厚生労働省では、「ひと、くらし、みらいのために」をテーマに、そんな生活に寄り添

った行政として、医療、公衆衛生、介護、子育て支援、年金、労働、福祉など、社会

保障・労働政策を通じた様々な取り組みを行っています。課題多きこの国で、将来に

渡って、国民一人ひとりの毎日の暮らしを支え、幸せを実現するために、厚生労働省

が取り組んでいる政策や厚生労働行政の魅力をたっぷりお伝えします。少しでも気に

なっている方、そもそも厚生労働省が何をしているか知りたい方、ぜひ一度、聞きに

いらしてください！お待ちしております！ 

板橋区役所 11/15（月）15:30～16:30  🎬 

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。板橋区志望の方はもちろん、志望先を悩んでいる方もぜひお越し

ください！ 

経済産業省（総合職・一般職） 11/15（月）17:10～18:10  🎬 

「課題先進国」と言われる、日本。超少子高齢化や財政赤字、地球温暖化、エネルギ

ー、新たな技術革新など、皆さんもニュースや新聞で一度は聞いたことがあるのでは

ないでしょうか。そして「新型コロナ」「ニューノーマル」。経済産業省は豊かな社会

の実現のため、こうした社会課題を政策の力で解決していく組織です。 

総務省（一般職） 11/16（火）15:30～16:30  🎬 

ー くらしのなかに総務省 ー総務省は、国家行政のマネジメント、国と地域の在り方

の変革、ICT による成長戦略の実現など、国民生活に密接に関係する、幅広い行政分野

を所掌しています。「総（すべ）て」を「務（つと）める」省庁で、あなたも働いてみ

ませんか。 



 

神奈川県警察 11/16（火）15:30～16:30   

警察官という職業は特別な人がなるわけではありません。「人のために働きたい」とい

う正義感があれば、誰でも警察官になる道があるのです。神奈川県警察には多くの部

門があり、個性や学びを生かせるフィールドがあります。また、運転免許証交付など

の行政的な手続きや福利厚生といった業務を担当する事務職員の採用もあります。 

文部科学省（総合職） 11/16（火）17:10～18:10  🎬 

文部科学省は教育、科学技術、スポーツ、文化の各分野の振興を通じて、「人の知恵」

を育み、未来の基盤をつくっていくことを使命としています。これらの分野に興味・

関心のある方、わが国の未来づくりのためともに働きたいという志を持つ方をお待ち

しております！ 

法務省（総合職） 11/17（水）15:30～16:30  🎬 

法務省は，皆さんにも耳なじみのある登記制度の運用や人権擁護活動，再犯防止等の

政策を通じて，この国の「基盤」をつくり，「国民が安心・安全に暮らせる公平・公正

な社会」を実現する役割を担っています。今回，保護観察所や法務局といった現場経

験のある総合職採用の職員から，当省の業務内容や仕事の魅力等についてお話しいた

します。登記，戸籍，人権擁護，矯正施設，更生保護等にご関心のある方，ご参加を

お待ちしております！ 

国立市役所 11/17（水）15:30～16:30  🎬 

中央大学の皆様、こんにちは！国立市です。 

国立市は、素晴らしい都市景観と豊かな自然が小さな市域に共存している点が自慢の

市です。「人間を大切にする」との基本理念の下、「文教都市くにたち」の更なる発展

を目指して、約 30 人の中大 OBを含む職員が日々努力しています。 

コンパクトな分、市民との距離が近く、自治体の仕事の醍醐味を十分に味わえる環境

です。また個々の職員が若いうちから幅広く業務を任されて活躍しています。 

一人一人に寄り添って働ける国立市で、大きな志を持った仲間と一緒に働きません

か？ぜひご受験ください！ 

 

国土交通省（総合職・一般職） 11/18（木）15:30～16:30  🎬 

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。

国土交通省の業務に少しでも興味がある方は是非ご参加ください。 

静岡市役所 11/18（木）15:30～16:30  🎬 

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御存知ですか？？静

岡市では第 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。ぜひ御参

加ください！ 



 

環境省（総合職） 11/18（木）17:10～18:10  🎬 

環境省は「環境問題と経済・社会課題の同時解決」を目指し、世の中にある様々な課

題に「環境」という視点でアプローチしている組織です。たとえ環境行政と無関係に

見える分野の課題であっても、「環境省が何か貢献できないか？」と考え、他省庁、自

治体、企業、そして皆さん一人一人とチームを組んで立ち向かっていく。こうしたチ

ームプレーに環境行政の醍醐味があると思っています。そんな環境行政に少しでも関

心をお持ちの方、国家公務員の仕事に少しでも興味のある方、今回の説明会に是非お

気軽にお越しください！お待ちしています！ 

横浜市役所 11/19（金）15:30～16:30   

横浜市は、まちの都市整備・経済・福祉・教育・文化・観光・環境・水道・港・交通

など幅広い行政サービスを担っています。そのフィールドの広さ、プロジェクトの大

きさはきっと皆さんの想像以上。職員は、行政のプロフェッショナルとして、「チーム

横浜」で、持続可能なまちづくりを進め、377 万人の市民の皆様の生活を「共感と信

頼」で支えています。当日は卒業生職員と採用部署職員が登壇します。皆様の御参加

をお待ちしています。 

農林水産省（総合職） 11/19（金）17:10～18:10  🎬 

わたしたち農林水産省は、生命を支える『食』と安心して暮らせる『環境』を未来の

子どもたちに継承していくことを使命としています！政策分野は、食料の安定供給の

確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興など多岐にわたり、本省のほか、地方自治

体への出向、海外ポストも多数あります。日本を変えたい方、新しい時代を作りたい

方、国際的な舞台で活躍したい方、地域を元気にしたい方、環境を守りたい方、国家

公務員に興味のある方、農林水産業に興味のある方、食べることが好きな方、みなさ

ん大歓迎です！ 

小金井市役所 11/22（月）15:30～16:30  🎬 

小金井市は、中央線沿線に位置し、新宿駅まで約 30 分というアクセスの良さを持ちな

がら、玉川上水や国分寺崖線、武蔵野公園、野川公園、小金井公園など、豊かな水と

みどりに恵まれた良好な環境が魅力です。また、元気な高齢者が多く、教育環境が充

実し、市民の自治・参加意識が高いという特徴があります。今年から、本市の職員採

用試験に一人でも多くの方に受けていただけるよう新しい受験方式（テストセンター

方式）を導入しており、これからの小金井市の発展を担う「何事にも意欲的にチャレ

ンジする人材」を求めています。 

参議院法制局 11/22（月）17:10～18:10  🎬 

議会制民主主義の最前線で立法のプロを目指してみませんか！参議院法制局は、参議

院議員の立法活動を法制面で支える機関であり、議員立法の立案などの職務を行って

います。国政の様々な政策課題について参議院議員や職員と議論しながら法案を作る

職場です。本説明会では、参議院法制局の魅力や職務について、実際の法案も取り上

げながら、お伝えします。大学で学んだ法的思考力を活かして働きたい方、法案の立

案という仕事に興味のある方、自分の書いた法律が六法にのるという体験をしてみた

い方など、皆さんの参加をお待ちしています。 

外務省 11/24（水）15:30～16:30   

複雑を極める国際社会において、日本の平和、安全、繁栄の最大化を図ることが外務

省の任務です。様々な側面から国際関係の趨勢を見つめ、日本の外交関係に関する業

務を日々行っています。外交は最終的には「人と人」。一人一人が世界各地の多様な現

場で自分の能力を最大限に発揮し、その力をチームに結集して日本外交を支えます。

常にチャレンジし、自分を成長させながら日本のために働きたい方、是非外務省の扉

を叩いてみてください！ 



 

藤沢市役所 11/24（水）15:30～16:30  🎬 

＜藤沢でみつけよう 誰かのためにできること＞藤沢市では、湘南の中心都市として、

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、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。採用試験では、

市民にとって本当に必要なことは何かを考え、「郷土愛あふれる藤沢」の実現に向かっ

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。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。 

東京都庁 11/24（水）17:10～18:10  🎬 

1,400 万人の都民の生活を支える「東京都庁」。一国に匹敵するほどの幅広いフィール

ドを持っています。今回は、行政の仕事・都庁の仕事とその魅力について、中央大学

の卒業生がお話しします。私たちと一緒に東京の未来をつくりませんか？ 

総務省（総合職） 11/25（木）15:30～16:30  🎬 

「総て（すべて）を務める」省、総務省。効率的で質の高い行政機関・行政サービス

の実現、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現、情報通信技術による豊かな社会の

実現を使命として、多様なバックグラウンドや経験を備えた職員が、互いに刺激し合

いながら、政策立案を行っています。総務省の魅力を存分にお伝えしますので、ぜひ

お気軽にご参加ください！ 

長野県庁 11/25（木）15:30～16:30  🎬 

今、時代は大きな転換点を迎えています。長野県では、災害の激甚化や頻発化の要因

である気候変動に対して、「気候非常事態宣言」を発出し、2050 ゼロカーボンを目指

して取り組んでいます。同時に、地方回帰の流れや DX 化の動きを好機と捉え、将来

に向けた取組を加速させることが求められています。こうした取組には、職員のクリ

エイティブな発想のもと、様々な方々とコミュニケーションを取りながら業務を進め

る必要があります。少しでもそんな公務員の働き方に興味がある方、お待ちしていま

す！ 

農林水産省（一般職） 11/25（木）17:10～18:10  🎬 

農林水産省は、食料の安定供給から、水田、森林、海などの環境保全、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。そして、活躍のフィー

ルドは霞ヶ関に留まらず、日本全国から世界にまで広がっています。地域振興に興味

がある方、食べることが好きな方、日本の食の魅力を世界に発信したい方など、みな

さんの身近にある食や環境に関心がある方には是非聞いていただきたいと思います。

皆様のご参加お待ちしています。 

稲城市役所 11/25（木）17:10～18:10   

稲城市役所では緑につつまれの友愛に満ちた市民のまちをモットーに市政運営に力を

注いでいます。また、近年では受験にテストセンター方式を取り入れ、より多くの学

生の方に受験いただけるようになりました。今回は、人口増加を続けている稲城市の

魅力や試験制度、どのような仕事があり、どのような人材が活躍しているかについて

お話します。ぜひお越しください！ 



 

法務省（一般職） 11/26（金）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！ 

鎌倉市役所 11/26（金）15:30～16:30  🎬 

私たちは、鎌倉という歴史と自然溢れるまちで、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

を支える仕事をしています。誰もが安心し、ほっとできるあたたたかいまちを目指し、

鎌倉市のために情熱を注いでくれる方、市民と私たちと共に、美しい自然や景観、歴

史、文化を守り、新しいまちをはぐくんでいきませんか。 

東京労働局（労働基準監督官） 11/26（金）17:10～18:10  🎬 

東京労働局は厚生労働省が所管する国の機関であり、労働者の労働条件の確保・向上

及び健康と安全の確保を基本的な使命としています。管内 18 ヵ所の労働基準監督署

では、労働基準法をはじめ所管する法律に基づき、労働条件確保・改善や安全衛生の

指導、労災保険給付等の業務を行っています。労働基準監督官は、会社や工事現場に

立入り、残業代未払や過重労働等の是正指導、危険な機械等の使用停止、捜索・差押

えや逮捕等の強制捜査等を行います。外勤が多くデスクワークに縛られたくない方に

もお勧めです。 

福島県庁 12/7（火）15:30～16:30  🎬 

福島県職員の仕事の魅力は、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！第 2 期復興・創生

期間（2021～2025 年度）がスタートした福島県では、震災・原発事故からの復興と地

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！ 

衆議院法制局 12/7（火）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？こんな検討を重ね、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いたい…そんな方

にオススメの職場です！ 

衆議院事務局 12/7（火）17:10～18:10  🎬 

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なわれ、我が国の意思決定

が行なわれる場であなたの力を活かしてみませんか？ 



 

千葉県庁 12/7（火）17:10～18:10  🎬 

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた千葉県は、産業も県内総生産、工業、商業、農業、

水産業のいずれもが全国上位を誇っています。ぜひ、千葉県で、あなたの知識、経験、

能力を発揮してみませんか。 

小田原市役所 12/8（水）15:30～16:30  🎬 

小田原市は、神奈川の西の玄関口にある都市です。世界的に見ても歴史や文化、自然・

食環境・交通アクセスに恵まれた小田原市は、他都市が羨むほどのポテンシャルを有

しています。そのポテンシャルをいかんなく発揮し、世界中の人に、行ってみたい・

住んでみたいと思っていただけるような「世界が憧れるまち“小田原”」を目指していま

す！当日は、中央大学卒業の職員が参加する予定ですので、皆様ぜひお越しください！ 

国税庁（総合職） 12/8（水）15:30～16:30  🎬 

 国税庁は、あらゆる行政サービスの基礎となる税の確保を行う唯一無二の歳入官庁

であり、税務調査など税制の執行や、輸出促進等を通じた酒類産業の振興を担ってい

ます。 税は社会・経済と密接に関係しているため、常に変貌し続ける経済や社会に

おいて、税制・税務行政はどうあるべきかという問いに挑戦していくのが国税庁の仕

事です。 今回は国税庁組織の魅力や活躍の場などをご紹介いたしますので、少しで

も興味ある方は是非ご参加ください！ 

さいたま市役所 12/8（水）17:10～18:10  🎬 

政令指定都市「さいたま市」は、133 万人（2021 年 8月現在）もの人口を抱え、東日

本を代表する都市として発展を続けています。誰もが快適で住みやすい環境をつくり、

健康・福祉、教育、地域コミュニティなど市民に密着した行政サービスを提供するほ

か、再開発などのまちづくり、スマートシティへの取組などダイナミックな施策を展

開しています。市民一人ひとりがしあわせを実感できる都市を目指し、ともに挑戦し

続けませんか。 

仙台市役所 12/9（木）15:30～16:30  🎬 

挑戦を続ける、新たな杜の都へ～”The Greenest City” SENDAI～2021 年、仙台市は新し

いまちづくりに向けて踏み出しました。The Greenest City は、新たな杜の都を象徴す

る言葉です。私たちは、みどりあふれる仙台の新しいまちづくりに向けて、ともに歩

みを進める「挑戦心」と「誇り」に満ちた方をお待ちしています。今回は、仕事のや

りがいや職員の働き方などを、職員の実体験を交えながらお話しします。仙台市役所

の魅力をたっぷりお伝えしたいと思いますので、ぜひご参加ください！ 

東京地方裁判所 12/9（木）15:30～16:30   

裁判所は三権の一つ「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や，求める人材像についてお話したいと思います。少しで

もご興味のある方は是非お越しください！ 



 

茨城県庁 12/9（木）17:10～18:10  🎬 

茨城県では「活力があり、県民が日本一幸せな県」の実現を目指して、様々なチャレ

ンジを行っています。県民全体の奉仕者として使命感を持って、茨城県を魅力ある県

にしたいと思っている皆さん、共に「新しい茨城づくり」に挑戦しましょう。茨城の

未来を一緒に創り上げてくれる皆さんをお待ちしています。 

防衛省（総合職） 12/9（木）17:10～18:10   

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。 

相模原市役所 12/10（金）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、市の職員の

業務内容、相模原市の採用試験の特徴などについてお話しします。「公務員の仕事」「相

模原市で働く」ことに少しでも興味のある方はぜひご参加ください！ 

原子力規制委員会原子力規制庁 12/10（金）15:30～16:30  🎬 

こんにちは、原子力規制庁人事課採用担当です。原子力規制庁は、東京電力福島第一

原子力発電所事故の教訓をもとに発足した、中央省庁の中でも比較的若い組織です。

なので、初めて名前を知った方もいらっしゃるかと思います。原子力は使い方を誤る

と被害をもたらしますが、私たちは「規制」を通じてそうした被害を未然に防ぎ、二

度と事故を起こさないために「人と環境を守る」ことをミッションとしています。文

理問わず全区分から採用しており、どんな人にも活躍の場がある組織ですので、皆さ

まの参加をお待ちしております。 

厚木市役所 12/10（金）17:10～18:10  🎬 

厚木市は神奈川県の中央に位置している人口約 223,000 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。 

川崎市役所 12/13（月）15:30～16:30  🎬 

川崎市は、全国的に人口が減少に転じる中で、人口の自然増加数が大都市で最も多く、

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。そこで働く市職員は「す

べては市民のために」を合言葉に、地域に根差した仕事から世界に発信する仕事まで、

多種多様な仕事に誇りを持って取組んでいます。持続可能な社会の実現に向け、市民・

企業・団体等と連携・協働しながら、様々な課題解決に取組む「SDGs 未来都市かわさ

き」で、「成長」と「成熟」の調和する「最幸のまち かわさき」を目指し、私たちと

一緒に働きませんか。 



 

警視庁 12/13（月）17:10～18:10  🎬 

警視庁は日本一の規模を誇る警察組織です。仕事内容は東京都で暮らす住民の安全・

安心を守る仕事です。警察の仕事に興味のある人、初めて話を聞く人、どんな人でも

大歓迎です。お待ちしています。 

鉾田市役所 12/13（月）17:10～18:10  🎬 

 市町村の職員には，住民の生活に身近なところで働くという面白さがあります。鉾

田市は，人口約 48,000 人と決して大きな自治体ではありませんが，「野菜」の産出額

全国第一位を誇っています。この鉾田市の魅力を，これからさらに増やして，そして

さらに大きくしていく人材を募集しています。 

川口市役所 12/14（火）15:30～16:30  🎬 

「本当に住みやすい街大賞」2021 年.2020 年の 2 年連続受賞した川口市の魅力、試験

の特徴や、どのような人材を求めているかなどをお話しします。興味のある方は是非

参加してください。 

東京地方検察庁 12/14（火）15:30～16:30   

国家公務員採用試験（一般職）から採用される検察事務官についての説明となります。

検察事務官は，社会の治安維持や社会正義の実現を目指す検察庁において幅広い職務

を行っています。検察事務官は，検察官から指揮を受け，その職務を幅広く補佐する

ことが主な職務です。しかし実際は，「受け身」な仕事ばかりではありません。検察事

務官の仕事の魅力をお伝えします。 

埼玉県庁 12/14（火）17:10～18:10  🎬 

埼玉県は、新型コロナウイルス感染症をはじめ、急速な少子高齢化等の困難な課題に

直面する中、職員一丸となり日々課題解決に取り組んでいます。社会情勢が大きく変

動する時代にあっても、「私が埼玉県を元気にしたい」という熱意をもって、県民目線

で何事にも挑戦できる方、私たちと一緒に「日本一暮らしやすい埼玉県」を実現して

いきましょう！ 

港区役所 12/15（水）15:30～16:30  🎬 

港区は、区民とともに描いた未来、「誰もが住みやすく、地域に愛着と誇りを持てるま

ち・港区」の実現を目指して、港区の強みである区民、企業、団体との連携の総合力

を発揮し、全国の先駆けとなる取組を展開しています。今回は、区の概要や区職員と

して働くことのやりがいをお伝えするとともに、令和 3 年度に入庁した中央大学の

ОB・ОG職員の生の声（体験談）もお届けする予定です。少しでも港区や公務員の仕

事に興味のある方は、ぜひご参加ください！ 



 

東京出入国在留管理局 12/15（水）15:30～16:30  🎬 

東京出入国在留管理局（入管）の業務は大きく分けて 5 つあり，①空港で行われてい

る出入国審査，②日本に長期滞在する外国人を対象とした在留審査，③不法滞在者や

罪を犯した外国人を日本から退去させる退去強制，④難民の認定，⑤新たな外国人材

の受入れ及び共生社会実現に向けた取組，となっています。入管は，世界と日本のつ

ながりを肌で感じられる職場ですので，外国に興味がある方にとっては，魅力的な職

場の一つではないかと思います。ぜひ，入管で一緒に働きませんか。お待ちしていま

す！ 

武蔵野市役所 12/15（水）17:10～18:10  🎬 

【未来に挑戦！武蔵野市】武蔵野市は、緑豊かな住宅都市と教育・福祉・健康・文化・

スポーツ・情報などの生活型の産業が高度に集積・調和した「生活核都市」として発

展し、豊かな財政力にも支えられ、全国でも指折りの先駆的な施策を展開してきまし

た。また、吉祥寺が「住みたいまち」上位ランクの常連になっているように、多くの

人々を魅了するまちです。今回は、市役所の仕事内容や武蔵野市の魅力、そして試験

制度等についても過去の実績をもとにお話しします。武蔵野市というまちの新たな魅

力を一緒に創造しましょう！ 

山梨県庁 12/16（木）15:30～16:30  🎬 

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、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、中央大学 OB の職員が説明者となり、県庁

での働き方や最新の採用試験情報など、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。 

調布市役所 12/16（木）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。本セミナーでは、市役所職員と

いう仕事により具体的なイメージを持ってもらえるよう、国家公務員と地方公務員の

違いや、調布市役所での業務内容等について、職員の体験談を交えてご説明します。

ぜひご参加ください！ 

千葉市役所 12/17（金）15:30～16:30  🎬 

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ご参加くださ

い！ 

国土交通省東京航空交通管制部 12/17（金）15:30～16:30  🎬 

「空の安全はチームで守る！」航空機の運航は、大きなチーム力に支えられています。

航空管制官はもちろん、パイロット、運航関係者、気象庁職員等、多くのスペシャリ

ストの連携・協調のもと、空の安全は確保されており、その強固な信頼関係なくして

安全運航は成り立ちません。「連携」、「協調」、「信頼」、そしてそこから生まれる「チ

ーム力」を発揮して空の安全を守る…、そんな「航空管制官」になって、共に活躍し

ましょう！ これであなたも「チーム」の一員です。 



 

八王子市役所 12/17（金）17:10～18:10  🎬 

豊かな自然と長い歴史に育まれた八王子市。東京の中にあっても、高尾山をはじめと

した山や大きな川、広い空など自然の豊かさを感じられる一方で、都市のにぎわいや

東西南北のアクセスに優れた利便性もあり、多様な暮らし方ができるまちです。私た

ちの仕事は、様々な暮らし方や考え方、夢を持った市民の皆さんが「自分らしくある

いていける」まちをつくること。私たちと一緒に、「あなたのみちを、あるけるまち。

八王子」を実現してみませんか。 

  

    

   



【問い合わせ先】

中央大学キャリアセンター
TEL：042-674-3501
EMAIL：koumuin_seminar-grp@g.chuo-u.ac.jp
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