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 3月

知地方労働審議会を開催しました。

成 27

容を審議しました。

 また

も審議され、審議会長から「事業が地域住民へのサービ

ス強化につながっており、引き続き実施していくべき」
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国家行政・官庁ツアー に労働局も参加しました 
総務課・監督課 

☎052-972-0264・0253 
  

3月3日～4日に行われた国家行政・官庁ツアー（人事院主催）に「労働基準監督官」「一般職行政」 

それぞれ別会場で開催しました。労働基準監督官の官庁ツアーが開催されたのは、今年が初めてです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の刈谷労働基準監督署では、時間帯を分けて

3回実施し、大学３年生を中心に合計60名が参加し

ました。労働局職員による業務説明の後に、庁内見

学や座談会を行いましたが、学生たちは監督官が着

用する安全帯、保護帽、防じんマスクといった装備

のほか、実際に使用する是正勧告書、指導票などの

書式を手にとって直接確認していました。本年度の

採用試験に多くの方が受験していただけることを期

待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会場の愛知新卒応援ハローワーク（名古屋市中区栄 中日ビル）では、1日3回で2日間実施し、大学３年生

を中心に合計 176 名の方が参加しました。労働局職員による業務説明の後に、職場見学、座談会を行いました。

特に、座談会は、若手・中堅・人事職員とそれぞれ１５分ずつ懇談を行い、「なんでも聞きやすい雰囲気だった」

「いろいろな職員と話ができて参考になった」など大変好評をいただきました。本年度の国家公務員一般職試験

に多くの方が合格し、労働局を志望していただけることを期待しています。 

 

 

平成27 年度労働基準監督官採用試験 

受付期間：4 月1 日（水）9：00～4 月13 日（月） 

［受信有効］ 

インターネット申込み専用アドレス 

http://www.jinjishiken.go.jp/juken.html 

第1 次試験日：6 月7 日（日） 

 

一般職行政の官庁ツアー 

◆平成27年度国家公務員一般職採用試験については、人事院中部事務局のホームページをご確認ください。 

労働基準監督官の官庁ツアー 


