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NO． 日付 募集先名称 内　　　容 試験区分等 備　考

1 12/2 京都市
京都市役所体感インターン（技術職場の現場見学
会）

一般技術職：土木／土木保全／建築／
電気／機械／化学

2 12/27
経済産業省
特許庁

意匠審査官採用案内 技術系総合職
意匠ウィンタープログ
ラム（1Ｄａｙインターン
シップ）

3 1/4 浜松市 オンライン座談会
行政／技術職（土木／建築／電気／機
械）／技術職・免許資格職（化学／薬剤
師／獣医師）　ほか

4 1/6 岡山県 技術職＆専門職　仕事説明・座談会
土木／農業土木／環境／電気／林業
／農業／建築／畜産　ほか

事前申込必要
先着順※定員あり

5 1/12 岡山県 職員等の仕事説明会 学年・学部・学科不問

6 1/20 気象庁 職員募集案内
試験区分：工学／数理科学・物理・地球
科学／化学・生物・薬学

7 1/24 四国４県
県庁業務説明会（オンライン開催）：徳島県／香川県
／愛媛県／高知県

学年・学部・学科不問

8 1/24 山陰２県 仕事説明会（オンライン開催）：鳥取県／島根県 学年・学部・学科不問

9 1/24 倉敷市 仕事説明会（オンラインZoom） 学年・学部・学科不問

10 1/25 香川県 職員採用セミナー及び職場見学ツアー
事務職：一般行政／学校／警察行政
技術職：森林科学／農芸化学／農業／
農業土木／建築／土木／造園　ほか

11 2/10 長崎県 職員採用試験（大学卒業程度）ＳＰＩ方式 行政Ｂ／農業Ｂ／土木Ｂ

12 3/3 大阪府 職員採用試験 農学職／農業工学職

13 3/3 岡山県 職員Ａ採用試験（アピール型） 行政

14 3/1 香川県 職員等使用試験実施予定 土木職

15 3/3 京都市 職員採用試験（4月実施）
上級Ⅰ一般技術職（土木）
＜先行実施枠＞

16 3/7 広島県 職員採用試験 農業土木

17 3/7 農林水産省 岡山大学オンライン業務説明会＆座談会
採用担当による業務説明
岡山大学内定者との座談会

18 3/10 岡山市 職員募集ガイド
事務（一般枠・デジタル）／社会福祉／技術（農
業土木・土木・造園・建築・機械・電気等）／消防
士　他

19 3/10 長野県 職員募集パンフレット 農地整備課

20 3/31 岡山県 職員等採用オンライン説明会
行政／環境／農業／土木／農業土木
／衛生／畜産／電気／林業／建築等

21 4/1 北海道庁 職員採用ガイド２０２２ 総合土木（農業土木）区分

22 4/11 熊本県 職員採用試験
行政／総合土木／建築／機械／電気
／化学／農学／林学　等

23 4/15 大分県 職員上級試験 林業職

24 4/18 鳥取県 職員採用試験
技術・専門職：総合科学／農業／林業
／土木／畜産／建築／電気　他

25 4/18 相模原市 職員採用試験
行政／土木／建築／設備／機械／化
学　他

26 4/18 宇治市 職員採用試験 技師（土木）

27 4/19 長崎県 職員採用試験説明会 土木／建築

28 4/21 和歌山県 職員採用Ⅰ種（大卒）試験案内
一般行政／警察事務／情報A・B／総
合土木／建築／電気／機械／化学A・
B／農学／林学／水産

29 4/22 岡山県 職員Ａ採用試験
行政／環境／衛生／農業／土木／農
業土木／畜産／林業／建築／電気

30 4/25 岡山市 職員採用試験
事務職：一般事務／デジタル
技術職：農業土木／土木／造園／建築
／機械／電気　ほか

　　公務員募集等(２０２３年度採用）

※詳細は「公務員・教員募集案内」ファイルで確認してください。
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31 4/28 鳥取県 職員採用試験　大卒程度（技術・専門職）
総合科学／農業／林業／土木／畜産
／水産／建築／電気　他

32 4/28 松山市 職員採用試験　技術職上級 土木／建築／電気／機械

33 5/11 長野県 職員採用試験
行政Ａ／技術系職種（化学／農業／総
合土木／建築／林業　他）

34 5/12 長崎県 職員採用試験 土木Ａ／建築／電気

35 5/13 大分県 職員採用試験 林業職

36 5/16 瀬戸内市 職員採用オンライン説明会 一般事務／土木技術職　他

37 5/17 香川県 職員採用試験
一般行政／森林科学／農業／農業土
木／建築／土木／造園　他

38 5/19 広島県 職員採用試験
行政／農業／林業／工業（化学・食品・
機械・電気）／総合土木／建築　他

39 5/19 京都市 職員採用試験　６月実施
行政／土木／建築／電気／機械／化
学／造園／農業／農林整備／環境　他

40 5/20 笠岡市 職員採用試験 土木技術職

41 5/20 赤磐市 職員採用試験　７月実施 土木職
様式：受験申込書・エント
リ－シート

42 5/23 美作市 職員採用試験 土木職／建築職

43 5/23 加古川市 職員募集要項
事務職／技術職（土木・建築・電気・化
学）

44 5/26 赤穂市 職員採用試験 事務職／土木職／機械・電気職　他
様式：受験申込書・受験
票

45 5/30 今治市 職員採用試験　７月実施 行政事務／技術（土木・建築）

46 6/16
山口県
警察科学捜査研究所

職員採用選考試験 法医／化学 個別説明会

47 6/21 海田町 職員採用試験 技師（土木）
様式：試験申込書・受験
票

48 7/4
国土交通省　国土技
術政策総合研究所

採用パンフレット

49 7/14 柳井市 職員採用上級試験 土木技術職／建築職

50 7/25 美作市 職員採用試験 土木職／建築職

51 7/28 赤穂市 職員採用試験 土木職／機械・電気職・消防職　他

52 8/1 瀬戸内市 職員採用候補者選考試験 土木技術職
様式：受験申込書・エント
リーシート・受験票

53 8/4 笠岡市 職員採用試験 土木技術職
様式：受験申込書・受験
票

54 8/17 境港市 職員採用試験 土木技師

55 8/19 岡山県 職員Ａ採用試験 農業土木職

56 8/24 京都府 職員採用試験ガイダンス 総合土木

57 8/31 柳井市 職員採用試験（再募集）・社会人経験者等試験 土木技術職

58 9/9 鳥取県 職員採用試験（追加募集） 農業／林業／土木　他

59 9/20 相模原市 職員採用試験（大学卒業程度・社会人経験者） 行政／土木／建築／設備／機械　他

60 9/20 加古川市 職員募集要項 土木／建築／化学 土木・建築（経験者含む）

　　公務員募集等(２０２３年度採用）

※詳細は「公務員・教員募集案内」ファイルで確認してください。
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61 9/27 玉野市 職員採用試験 土木技術職／建築技術職

62 10/4 和歌山県 職員採用試験（追加募集）
総合土木職／建築職／電気職／林学
職

63 10/4 京都市 職員採用試験（追加募集）
上級Ⅰ一般技術職（土木／建築／電気
／機械）

64 10/24 大阪府 職員採用試験（冬季募集） 土木

65 10/24 大阪府 技術職　WEB座談会 土木／建築／機械／電気職

66 10/25 和歌山県 職員採用試験（追加募集）
総合土木職／建築職／電気職／林学
職

67 11/2 柳井市
職員採用試験　大学卒業程度・社会人経験者
　　　　　　　　　　※随時募集

土木技術職

68 11/7 長崎県 職員採用試験　追加募集
SPI方式
　農業／農業土木／土木／建築

69 11/8 広島県 職員採用試験
総合土木職／建築職／電気職／林学
職

70 11/14 徳島市
職員採用試験　追加募集
　　　　　　　　　　民間企業等職務経験者　追加募集

上級土木

71 11/21 加古川市 職員募集要項 事務職

72 11/28 赤穂市 職員採用試験　再募集 事務職／土木職／機械・電気職　他

73 12/5 瀬戸内市 職員採用候補者選考試験　再募集 土木技術職

74 12/16 田川市 職員採用登録試験 土木技師

75 12/26 舞鶴市 職員募集要項 土木技術職／建築技術職

76 1/10 京都府 職員（一類）採用試験　第４回 総合土木

77 1/20 西宮市 職員募集要項 技術（土木）

78

79

80

81

82

83

84

85

※詳細は「公務員・教員募集案内」ファイルで確認してください。


