
財務専門官 業務説明会等の開催日程（令和5年3月～５月）

　※説明会等の詳細については、各財務局までお問い合わせください。

＜北海道財務局＞ お問い合わせ先：北海道財務局総務部人事課　　TEL（011）709-2311

令和5年3月7日（火）

令和5年3月8日（水）
13:30～16:40

管区OPENゼミ

（人事院主催）
対面（札幌第1合同庁舎）

・誰でも参加可能

・予約方法等詳細は北海道財務局HPを

ご確認ください

北海道財務

局HPへ

＜東北財務局＞ お問い合わせ先：東北財務局総務部人事課　　TEL（022）263-1111

令和5年2月17日（金）

令和5年2月20日（月）

令和5年2月22日（水）

令和5年3月6日（月）

令和5年3月7日（火）

13:30～16:30
インターンシップ（WEB）

（東北財務局主催）
オンライン（Webex） ・誰でも参加可能

東北財務局

HPへ

令和5年3月上旬 150分程度
青森公立大学合同企業説明会

（青森公立大学主催）
対面（青森公立大学）

・青森公立大学学生限定

・30分/回×４回
ー

令和5年3月上旬 未定
秋田県立大学ジョブシャドウイング

（秋田県立大学主催）
対面（秋田財務事務所） ・秋田県立大学学生限定 ー

令和5年3月上旬 未定
東北OPENゼミ

（人事院東北事務局主催）

対面（東北財務局・青森財務

事務所・盛岡財務事務所・秋田

財務事務所）

オンライン（Webex）

・誰でも参加可能

・詳細が固まり次第当局HP等にて周知
ー

令和5年3月14日（火） 13:00～13:40

東京アカデミー仙台校

官庁・自治体説明会

（東京アカデミー仙台校主催）

対面

（東京アカデミー仙台校）

・誰でも参加可能

・東京アカデミー仙台校へ事前予約必要
ー

＜関東財務局＞ お問い合わせ先：関東財務局総務部人事課　　TEL（048）614-5538

令和5年3月7日（火）

10:00～10:50

11:10～12:00

12:20～13:10

一般職各府省合同業務説明会

（人事院主催）
対面（日本大学経済学部）

・次年度以降に大卒程度の一般職試験

及び専門職試験の受験を考えている方、

国家公務員の業務等に興味・関心のある

方

人事院HPへ

令和5年3月9日（木） 11:00～11:40
企業・官公庁セミナー（官公庁編）

（獨協大学主催）
オンライン（Zoom) ・獨協大学の学生限定 ー

令和5年3月 9日（木）

令和5年3月10日（金）

令和5年3月14日（火）

令和5年3月15日（水）

【 9日・14日】

　14:00～16:00

【10日・15日】

　9:30～11:30

関東地区官庁オープンツアー

（人事院主催）【埼玉地区】

対面

（関東財務局本局）

・次年度以降に大卒程度の一般職試験

及び専門職試験の受験を考えている方、

国家公務員の業務等に興味・関心のある

方

人事院関東

事務局HPへ

令和5年3月15日（水）

令和5年3月16日（木）

10:00～11:30

14:00～15:30

関東地区官庁オープンツアー

（人事院主催）【神奈川地区】

対面

（横浜財務事務所）

・次年度以降に大卒程度の一般職試験

及び専門職試験の受験を考えている方、

国家公務員の業務等に興味・関心のある

方

人事院関東

事務局HPへ

令和5年5月23日（火） 15:00～16:40
資格ガイダンス

（武蔵野大学主催）

対面

（武蔵野大学有明キャンパス）

・武蔵野大学法学部法律学科1年生限

定
ー

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク
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＜北陸財務局＞ お問い合わせ先：北陸財務局総務課　　TEL（076）292-7861

令和5年3月13日（月） 10:00～11:30
国家行政・官庁ツアー

（人事院主催）
対面（福井財務事務所） ・誰でも参加可能

北陸財務局

HPへ

令和5年3月14日（火）

【対面】

10:00～11:30

【オンライン】

15:30～17:00

国家行政・官庁ツアー

（人事院主催）

対面（北陸財務局）

オンライン（Webex)
・誰でも参加可能

北陸財務局

HPへ

令和5年3月15日（水） 10:00～11:30
国家行政・官庁ツアー

（人事院主催）
対面（富山財務事務所） ・誰でも参加可能

北陸財務局

HPへ

令和5年3月16日（木）
10:00～11:30

13:00～14:30

国家行政・官庁ツアー

（人事院主催）
対面（北陸財務局） ・誰でも参加可能

北陸財務局

HPへ

＜東海財務局＞ お問い合わせ先：東海財務局総務部人事課　　TEL（052）951-2185

令和5年3月10日（金）

①9:30～10:20

②10:40～11:30

③11:50～12:40

一般職各府省庁合同業務説明会

（人事院主催）
対面（愛知大学） ・誰でも参加可能 ー

令和5年3月13日（月）

令和5年3月14日（火）

両日とも

①10:00～11:30

②13:00～14:30

③15:30～17:00

国家行政・官庁ツアー（名古屋市）

（人事院主催）
対面（東海財務局）

・誰でも参加可能

・事前予約制

東海財務局

HPへ

令和5年3月15日（水） 13:00～14:30
国家行政・官庁ツアー（静岡市）

（人事院主催）

対面（東海財務局静岡財務事

務所）

・誰でも参加可能

・事前予約制

東海財務局

HPへ

令和5年3月16日（木） 13:00～14:30
国家行政・官庁ツアー（津市）

（人事院主催）

対面（東海財務局津財務事務

所）

・誰でも参加可能

・事前予約制

東海財務局

HPへ

令和5年3月17日（金） 10:00～11:30
国家行政・官庁ツアー（岐阜市）

（人事院主催）

対面（東海財務局岐阜財務事

務所）

・誰でも参加可能

・事前予約制

東海財務局

HPへ

令和5年3月27日（月）

令和5年3月28日（火）
10:00～15:30 東海財務局ワークショップ2023 対面（東海財務局）

・誰でも参加可能

・事前予約制

東海財務局

HPへ

＜近畿財務局＞ お問い合わせ先：近畿財務局総務部人事課　　TEL（06）6949-6352

令和5年3月8日（水） 15:00～16:00
近畿財務局(財務専門官)業務説明会

(京都大学生活協同組合主催)
オンライン（Zoom）

・京都大学の学生限定

・詳細は主催者へお問合せください
ー

令和5年3月10日（金） 15:00～16:00
ハムなびオンライン公務員フォーラム

（一般社団法人未来教育推進機構主催）
オンライン（Zoom） ・誰でも参加可能、予約制、参加費無料 ハムなびHPへ

令和5年3月15日（水）

13:00～13:40

13:50～14:30

14:40～15:20

15:30～16:10

官公庁限定仕事研究セミナー

(大阪公立大学　学生課キャリア支援室（杉本

キャンパス）主催)

対面（大阪公立大学（杉本

キャンパス））

・大阪市立大学・大阪府立大学・大阪公

立大学の学生限定

・詳細は主催者へお問合せください

ー

令和5年3月24日（金） 11:00～12:30
私、公務員1年生！ 若手職員セミナー

（資格の学校TAC関西公務員講座主催）
オンライン（Zoom） ・誰でも参加可能、予約制、参加費無料 TAC HPへ

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク
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＜中国財務局＞ お問い合わせ先：中国財務局総務部人事課　　TEL（082）228-3079

令和5年3月10日（金）
11:00～12:00

13:30～14:30

中国地区国家公務員ＯＰＥＮゼミ「官庁

Watching」

（人事院主催）

オンライン（Webex）
中国財務局

HPへ

令和5年3月14日（火）

10:00～11:15

13:30～14:45

15:15～16:30

中国地区国家公務員ＯＰＥＮゼミ「官庁

Watching」

（人事院主催）

対面（本局）
中国財務局

HPへ

＜四国財務局＞ お問い合わせ先：四国財務局総務部総務課　　TEL（087）811-7780

令和5年3月 未定
四国官庁OPENゼミ

（人事院主催）

対面（高松サンポート合同庁

舎）

オンライン（Webex）

ー

令和5年3月 未定 学内個別企業セミナー
対面（松山大学）

オンライン（Zoom)
・松山大学の学生限定 ー

令和5年3月 未定 学内個別説明会 対面（徳島大学） ・徳島大学の学生限定 ー

令和5年3月第2週

　　 　～4月第2週
未定 個別企業説明会

対面（愛媛大学）

オンライン（Zoom又は

Webex）

・愛媛大学3回生・院1回生限定

・令和5年1月11日（水）より受付開始
ー

＜九州財務局＞ お問い合わせ先：九州財務局総務部総務課　　TEL（096）353-6351

令和5年3月7日（火） 10:00～12:00 オープンセミナーおおいた 対面（大分財務事務所） ・2024年3月大学卒業見込、既卒対象 ー

令和5年3月9日（木） 13:30～16:00 オープンセミナーくまもと 対面（九州財務局） ・2024年3月大学卒業見込、既卒対象 ー

令和5年3月10日（金） 13:30～15:30 オープンセミナーかごしま 対面（鹿児島財務事務所） ・2024年3月大学卒業見込、既卒対象 ー

令和5年3月10日（金） 13:00～14:00 熊本県立大学「公務員説明会」 対面（熊本県立大学） ・熊本県立大学の学生限定 ー

令和5年3月15日（水） 13:30～16:15 官庁業務合同説明会 対面（熊本学園大学） ・熊本学園大学の学生限定 ー

＜福岡財務支局＞ お問い合わせ先：福岡財務支局総務課　　TEL（092）411-9049

令和5年3月9日（木）

①9:30～10:20

②10:40～11:30

③11:50～12:40

九州地区　各府省合同業務説明会

（人事院九州事務局主催）
中村学園大学 ・誰でも参加可能

福岡財務支

局Twitter

＜沖縄総合事務局＞ お問い合わせ先：沖縄総合事務局財務部　　TEL（098）866-0091

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク

日時 イベント名 実施方法・場所 備考 リンク

日程調整中
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