
水産庁ってどんなところ？

令和５年２月
水 産 庁



明治14年（1881年） 農商務省（農務局）設置

大正14年（1925年） 農林省（水産局）、商工省に分割

昭和18年（1943年） 商工省の事務を一部承継し農商省（水産局）設置

昭和20年（1945年） 農林省（水産局）に改称

昭和23年（1948年） 水産局を水産庁（外局）に改組

昭和53年（1978年） 農林省が農林水産省に改称

平成13年（2001年） 水産庁研究所が独立行政法人（現 水産研究・

教育機構）として分離

水産庁は農林水産省の外局として現在に至る
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水産庁の沿革



2

水産庁の任務

水産資源の
適切な保存
及び管理

水産物の
安定供給の

確保

水産業の発展
漁業者の
福祉の増進

水産庁は、
漁業生産活動だけでなく、
水産物の流通・消費から漁港・漁村に関することまで、
水産に関する幅広い行政分野を任務の対象としています。



消費・安全局

輸出・国際局

農産局

経営局

農村振興局

農林水産技術会議事務局

林野庁

水産庁

大臣官房

新事業・食品産業部

統計部

検査・監察部

基本的な政策・計画の企画立案、予算、法令、国会、広報、食料安全保障

新事業の創出、食品流通、食品製造、外食・食文化

統計調査

食の信頼・安全確保、食育、植物防疫、動物検疫

輸出促進、国際交渉、知的財産

耕種農産物の生産振興、技術普及、生産資材

農業経営、法人化、農地政策、新規就農、農協、金融、税制、農業共済

地域振興、都市農村交流、多面的機能、鳥獣被害対策、土地改良事業

農林水産関係試験研究の計画策定、公的研究機関・大学・民間等の試験研究支援

森林の整備、林業・木材産業の振興、国有林の管理・経営

水産物の安定供給、水産物の加工・流通、水産資源の保存・管理、漁港・漁場整備

協同組合等の検査、行政監察、会計監査

畜産局 畜産物の生産振興、、競馬監督

農林水産省（本省）の組織
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水産庁長官

漁政部

水産庁次長

船舶管理室

水産業体質強化推進室

指導室

水産物貿易対策室

漁業保険管理官

資源管理部

参事官

増殖推進部 漁港漁場整備部

計画課

資源管理推進室

沿岸・遊漁室

捕鯨室

海外漁業協力室

海洋技術室

生態系保全室

内水面漁業振興室

整備課

水産施設災害対策室

漁業調整事務所（６ヶ所）
北海道（札幌市）
仙台（仙台市）
新潟（新潟市）
境港（境港市）

瀬戸内海（神戸市）
九州（福岡市）
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参事官 審議官 参事官

漁政課

企画課

水産経営課

加工流通課

管理調整課

国際課

研究指導課

漁場資源課

栽培養殖課

防災漁村課

かつお・まぐろ漁業室

漁業取締課

水産庁の組織
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水産流通適正化推進室

外国漁船対策室



漁政課
➢ 人事、予算、会計、国会、水産庁所属の船舶及び船員に関する事務等

企画課
➢ 水産に関する総合的な施策の企画立案、漁業労働、水産業の体質強化等

水産経営課
➢ 金融・税制措置の企画、水産業協同組合の指導監督等

加工流通課
➢ 水産物の加工、流通、輸出入、関税等

漁業保険管理官
➢ 漁船保険及び漁業共済の企画、審査、引受、経理等

キーワード：水産改革、新規就業者対策、水産流通適正化法、積立ぷらす...など

卸売市場

漁政部各課の主な業務
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資源管理部各課の主な業務

管理調整課
➢ 漁業の指導及び監督、海洋生物資源の保存及び管理、

遊漁船業の発達、改善及び調整等

国際課
➢ 漁業の国際協定、捕鯨業、かつお・まぐろ漁業及び海獣猟業の指導監督、

海外漁業協力等

漁業取締課
➢ 漁業の取締り、外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制、

漁船の建造の調整及び登録等

キーワード：新たな資源管理、TAC、IQ、漁業権、遊漁、
漁業の許認可、商業捕鯨、国際交渉、
外国漁船対策...など

漁業取締
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増殖推進部各課の主な業務

研究指導課
➢ 水産に関する試験研究及び技術開発、漁船に関する技術の指導監督等

漁場資源課
➢ 海洋水産資源の調査・開発、海洋保全対策、希少野生水生生物の保存等

栽培養殖課
➢ 栽培漁業、養殖業及び内水面漁業、さけ・ます増殖の推進等

キーワード：漁船の省エネ化、原発事故からの復興、
資源評価、海ごみ対策、海洋保護区、
養殖業の成長産業化、ウナギの資源管理、
栽培漁業...など

漁場の保全
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漁港漁場整備部各課の主な業務

計画課
➢ 漁港行政の企画、漁港漁場の整備計画、漁港の管理等

整備課
➢ 漁港漁場整備事業を行う者に対しての指導監督等

防災漁村課
➢ 漁港漁村海岸関係事業の計画及び指導監督、水産関係施設の災害復旧等

キーワード：公共事業、施設整備、魚礁整備
磯焼け対策、浜プラン...など

漁港・漁場の整備
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漁業調整事務所

逃走する被疑船に乗り込む漁業監督官 漁業調整事務所は全国で６ヶ所

任務
➢ 漁業に関する指導、漁業の取締り

その他漁業調整
➢ 水産資源の保護及び培養
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水産庁の所属船舶

漁業調査船：１隻
➢ 浮魚類、底魚類、いか類等の漁業資源の資源・生態調査のほか、

近年ではニホンウナギの外洋での分布回遊や産卵生態を明らかにする
ための調査なども実施

➢ 開洋丸（2,630㌧）

漁業取締船：46隻
➢ 水産資源の保存管理及び操業秩序の維持のため、我が国周辺水域で操業

する外国漁船及び日本漁船の監視や、各種規則の履行状況の確認などの
取締りを実施

➢ 照洋丸（2,183㌧）、東光丸（2,071㌧）、
白竜丸（1,598㌧）、白嶺丸（913㌧）、
白萩丸（916㌧）、白鷗丸（499㌧）、
白鷺（149㌧）、白鷲丸（913㌧）など

白萩丸
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水産庁の職員数

定員数は702人（本庁528人、漁業調整事務所174人）
※その他本庁に属する海事職の定員271人

事務官・技官の割合 総合職・一般職の割合
（技官）

事務官
43％

技官
57％

総合職
50％

一般職
50％

それぞれの専門性により、
事務官は事務系、技官は技術系のポストが多い傾向にありますが、
水産庁では、個人の特性を見ながら配置しています。
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国家公務員と地方公務員との違い

国際業務国内業務

住民のための
地域密着型の仕事

行政

研究 普及

連携

水産研究・教育機構

地方公務員国家公務員

国全体の施策を考え
実行する仕事

（水産庁職員） （都道府県庁職員）



水産庁の仕事

業務内容は多岐にわたる
➢ 国内業務

加工流通、資源管理、漁業取締、漁業調整、研究開発、漁業振興、
漁港漁場整備 等

➢ 国際業務
二国間交渉、地域漁業管理機関での多国間交渉、海外漁業協力 等

活動の範囲は広い（水産であればどこでも！）
➢ 国内業務

北海道（稚内、根室..）から沖縄（本島、与那国..）まで全国各地
漁業者と直接対話することも多々あり

➢ 国際業務
アジア、欧米、中南米、アフリカ、オセアニアなど世界各地
他国の人と直接対話することも多々あり
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若手職員の一日

漁業許可業務担当の若手職員の例

許可の申請を処理して、許可証を施行。大
臣印は指定の時間しか押せないので、施行
時間には注意。

10:00
まずはメールのチェック。
定時後や早朝にきているメールを確認。

９:00出勤

昼食。お弁当の移動販売で買ったお弁当を食
べる。コンビニもあるのでいろいろ気分で食
べたいものを変える。

昼休み：12:00～13:00

管轄漁業の業界団体の方と打合せ。
許可の関係や資源管理、漁業調整、国際
交渉など幅広い内容について、相互理解
や協力のために業界団体の方との打合せ
はよくある。

14:00

放送で流れるラジオ体操で15:00を知る。
おやつを食べてちょっと休憩。

15:00

管轄漁業の水揚情報などをまとめる。
だいたい夕方にその日の水揚情報がまと
まるので、漁期中はチェック。
まとめた情報は必要に応じて関係者へ共
有しておく。

16:00

細々とした事務作業。特に管轄漁業のデータ
や情報をきれいにまとめておくと、何かあっ
たときにいろいろ便利。

17:00～19:00

帰宅後はおいしいご飯を食べて早めに寝る。

19:30退庁
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若手職員の一日

資源管理業務担当の若手職員の例

いつもは9:30出勤のところ、10:00開始の会
議の会場準備のため、早めに出勤。
前日までに準備していた配布資料や設営機材
等を持ち、会場準備部隊と共に移動する。

朝（8:00出勤）

分担して、受付やWEB対応含む事務局の
設営、現地参加者への配布資料の設置や、
座席図や会場案内を貼る等の準備を行う。
その他、随時、受付対応やWEB対応も。

会場準備：8:20～10:00

受付対応は縮小しつつ、WEB対応に専念。
WEB参加者からの質問のとりまとめやトラ
ブル対応を行う。
その他、会場参加者から質問があれば、消毒
済みマイクを渡すことも。

会議：10:00～12:00
作ってきたお弁当を持って、日比谷公園へ。
四季折々の景色が楽しめる公園でのご飯は、
また一層美味しく感じられます。

昼休み：12:00～13:00

補助事業の関係予算団体と連絡を取り合い、
申請内容が適切か確認したり、進捗管理や
手続きを行ったりする。

15:00

都道府県資源管理方針や資源管理協定等、都
道府県の担当者からお問い合わせがあれば、
随時、記載内容を確認し、上司と相談の上で
回答を行う。

17:00

帰宅後は、美味しい晩ご飯食べて寝る！

20:30退庁
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若手職員の一日

国際業務担当の若手職員の例
時差出勤を選択しているので、朝はゆっくり。
留学に応募したいので、英語の勉強に充てる。

朝

まずはメールのチェック。
時差があるので、海外関係者からのメール
は夜に来ていることが多い。

10:30出勤

昼食。省内には食堂が複数あるので、その日
の気分で選択。
お弁当の移動販売もあるので便利！

昼休み：12:00～13:00

海外の漁業管理機関から質問票が届いて
いるので、作業のスケジュールと方針を
上司に相談。
他課にも作業に協力してもらう必要があ
るので、説明と協力依頼の打合せ。

14:00

海外の漁業管理機関の作業部会（Web会議）
の準備。時差があるので、会議は夜や早朝に
行われることも。

15:00

空いた時間で、２週間後に控えた別の国際
会議（Web会議）の資料の確認。
対処方針を作成する上司に、気付きの点を
伝えられるよう、よく集中して読む。

16:00

Web会議。発言などの対応は幹部と上司が行
うので、自分はメモとりに専念！
会議は今週中は毎晩開催される。

19:00～21:00

帰宅後はリラックスタイム！

21:30退庁
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ビジョンステートメント・行動規範

農林水産省 ビジョンステートメント

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、

常に国民の期待を正面から受けとめ

時代の変化を見通して政策を提案し、

その実現に向けて全力で行動します。

➢ つかんでいますか。（ニーズ、現状、本質…）
➢ 向き合っていますか。（問題、国民、自分…）
➢ 想像していますか。（影響、期待、未来…）
➢ 創造していますか。（自分の考え、提案、信頼…）
➢ 挑戦していますか。（前例、先入観、課題…）
➢ 変えていますか。（視点、行動、意識…）
➢ 愛していますか。（国民、日本、農林水産業…）

７つの問いかけ
～農林水産省職員行動規範～
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求められる人材

◆周囲の人と力を合わせ、
仕事をやり遂げることができる人物

◆新たな課題にも
積極的に取り組むことができる人物

試験の合格順位よりも面接を重視し、
出身大学や専攻分野は関係ありません。
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キャリアパス

入庁後は、概ね２年程度のサイクルで異動します。

水産庁本庁、漁業調整事務所のほかにも、農林水産省の他部局、
地方自治体、他省庁、在外公館、他機関で勤務する者も多数です。
➢ 本庁（霞が関）を中心に勤務
➢ 漁業調整事務所勤務、地方自治体への出向で地方勤務をする人も
➢ 大使館・領事館、国際機関への出向で海外勤務になる人も
➢ 専門知識を活かしエキスパートになる人も

係
員
ク
ラ
ス

係
長
ク
ラ
ス

課
長
補
佐
ク
ラ
ス

室
長
ク
ラ
ス

課
長
ク
ラ
ス

５年目以降 ９年目以降 17年目以降
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総合職

一般職 ８年目以降 17年目以降 33年目以降



入
省

H24.4 水産庁 資源管理部 漁業調整課 指定漁業第３班

H2４.11 水産庁 資源管理部 国際課 国際協定第１班

省内部署横断的に取り組むプロジェクトへの併任
H30.6～ 政策Open Lab「衛星GISデータの活用」
R1.4～ 農山漁村アイデアソン「農村インポッシブル」
R1.7～ 「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」

H27.7 長期在外研究員（人事院の留学制度）

H29.6 水産庁 漁政部 加工流通課 水産貿易対策室

H30.5 水産庁 漁政部 水産経営課 金融第１班

R4.5 水産庁 漁政部 水産経営課 組織班

まぐろ交渉（CCSBT）、南極底魚交渉（CCAMLR）

いか釣り・さんま漁業国内対応

University of California, Los Angeles 公共政策学
FAO(国連食糧農業機関)にて短期インターン

WTO漁業補助金交渉、OECD水産委員会対応

漁業者向け金融、災害金融

漁協の経営指導、合併の推進

係長昇任

課長補佐昇任

5
年
目

10
年
目

（７ヶ月）

（２年間）

（２年間）

（１年間）

（２年間）

R2.2 産前・産後・育児休業取得

キャリアパス ～12年目中堅職員Aさんの場合～

大学の水産系学科卒業後、採用区分Ⅰ種（現：総合職）農学Ⅳで入省

留学制度に
応募



入省 H８.4 水産庁九州漁業調整事務所 振興課

H10.4 農林漁業信用基金へ出向

H13.４ 水産庁瀬戸内海漁業調整事務所、漁船検査官、調整課許可係、調整係

H12.4 水産庁 漁港部 計画課

H17.4 水産庁 漁政部 水産経営課 指導第1班係長

H19.7 在釜山日本総領事館 副領事

沿岸漁場を整備する公共事業を担当

水産金融（漁業者が融資を受ける際の補償保険）

大臣許可漁船の建造調整、完成検査、瀬戸内海沿岸各府県の漁業調整、取締

日韓漁業交渉の現地支援、韓国の水産業・水産施策の情報収集

H４.3 大学卒業、南太平洋で黒真珠の養殖を経験後に入庁

5
年目

（２年）

（２年）

（１年）

（約２年半）

係長昇任

（３年）

（４年）

H22.7 水産庁 資源管理部 国際課 企画班企画係長、海外漁業協力室 協力第1班係長

H27.4 水産庁 増殖推進部 研究指導課 研究開発班係長

Ｈ28.4 水産庁 漁政部 加工流通課 課長補佐（調整班担当）

国連、FAOでの漁業関係交渉、東南アジア諸国等への漁業協力（ODA）

福島県いわき市に駐在、福島第一原子力発電所の汚染水対策

（約５年）

（半年）

漁港整備長期計画の策定）

漁協系統金融機関の新BIS（自己資本比率）規制対応）

東日本大震災
震災対策室勤務

水産物の放射性物質モニタリング

H27.10 内閣府原子力災害対策本部 廃炉汚染水対策現地事務所 課長補佐 課長補佐昇任

登用制度に応募

（半年）

水産物の需給調整、水産加工業の振興

H31.４ 宮城県 水産林政部 水産業振興課長

（３年）

県の水産基本計画策定、水産業・水産加工業の復興など

R３.４ 水産庁 増殖推進部 栽培養殖課 課長補佐（内水面指導班担当）

R３.４ 水産庁増殖推進部漁場資源課課長補佐（総括班担当）

（２年）

10
年目

15
年目

20
年目

25
年目

内水面漁業の振興、活性化

課の業務の取りまとめ

県庁管理職へ出向

キャリアパス ～26年目ベテラン職員Bさんの場合～
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キャリアパス ～1８年目中堅職員Ｃさんの場合～

入省 H16.10 水産庁 資源管理部 管理課 指導監督室 取締第一班

H18.4 水産庁 資源管理部 国際課 北東アジア班

H20.4 農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 水産安全室 水産安全班

H26.7 （独）農林漁業信用基金

H28.4 水産庁 増殖推進部 栽培養殖課 内水面漁業振興室 内水面企画班

H29.7 在モロッコ日本国大使館 二等書記官（領事）

外国漁船の取締に係る事務（用船契約、旅費、通訳採用等）

日韓漁業協定に基づく漁業交渉

生産段階における水産物のリスク管理（貝毒、ノロウイルス、放射
性物質等）

水産金融（漁業者が融資を受ける際の保証保険）

うなぎ養殖の大臣許可制度

5
年目

10
年目

（１年半）

（２年）

（４年４ヶ月）

（１年9ヶ月）

（１年３ヶ月）

係長昇任

出向

課長補佐昇任

水産系大学卒業後、採用区分Ⅱ種（現：一般職）水産で入省

H24.8 水産庁 増殖推進部 研究指導課 研究開発班

水産物に含まれる放射性物質に係る調査研究（委託事業、運営費交
付金）（２年）

R2.10 （国）水産研究・教育機構 開発調査センター 実証化企画室、業務推進課

R4.10 水産庁 漁政部 加工流通課 水産流通適正化推進室

日モロッコ漁業交渉の現地支援、領事業務（邦人保護、査証発給、
旅券作成等）、警備

調査研究成果の社会実装、海洋水産資源の開発及び利用の合理化を
図るための基本方針の改定

15
年目

（３年２ヶ月）

（２年）

出向

出向

出向

水産流通適正化法に基づく届出、証明書申請等に係る審査業務
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キャリアパス ～12年目中堅職員Ｄさんの場合～

入
省

H22.4 水産庁資源管理部 国際課 海外漁業協力室

H24.2 水産庁増殖推進部 漁場資源課 生態系保全室

H27.8 長期在外研究員

H25.7 水産庁漁政部 漁政課 総括班係長

H29.6 水産庁資源管理部 漁業調整課 かつお・まぐろ漁業班

H31.4 水産庁資源管理部 国際課 海外漁業協力室課長補佐

東南アジア漁業開発センターへの支援、二国間ODA

ワシントン条約、ウナギ関係国会合、レッドリスト関係業務

ボルドー政治学院 国際協力専攻修士過程

国会、部会対応、庁内調整業務（特に復興、国際担当）

かつお・まぐろ漁業者への支援、国際会議対応、省令等の改正と遵守確保

二国間ODA、日本漁船の途上国への入漁確保、東南アジア漁業開発センターへの支援

係長昇任

課長補佐昇任

5
年
目

10
年
目

（約２年）

（１年半）

（約２年）

（約２年）

専門官昇任
（かつお・まぐろ漁業企画官）

R3.4 水産庁漁政部 加工流通課 水産物貿易対策室 課長補佐

FTA・EPA交渉、Codex会議への対応

（２年）

（約２年）

水産系学部卒業後、青年海外協力隊での活動を経て、採用区分Ⅰ種（現：総合職）農学Ⅳで入省
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キャリアパス ～６年目若手職員Ｅさんの場合～

入
省

H29.4 水産庁資源管理部 漁業調整課 指定漁業第４班

H31.4 水産庁資源管理部 国際課 捕鯨室 小型鯨類係

R4.4 水産庁資源管理部 管理調整課 資源管理推進室 資源管理専門職

・かつお・まぐろ漁業の許可証の発行
・大学や水産高校による試験操業許可の発行
・WCPFCやIATTCへの漁船登録
・取締船乗船

・国際捕鯨委員会（IWC）科学委員会への参加
・IWC脱退に向けた準備
・国際会議のセッティング
・鯨類科学調査の実施に向けた準備

・クロマグロの漁獲可能量配分の都道府県間調整
・クロマグロの漁獲状況の集計及び公表
・TAC意見交換会のセッティング
・キンメダイやトラフグ等、TAC魚種拡大に向けた
調整

係長昇任

6
年
目

（２年間）

（３年間）

水産系大学卒業後、採用区分総合職（農業科学・水産）で入省

R1.7 商業捕鯨再開

働きつつ
修士号取得

２
年
目
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キャリアパス ～13年目中堅職員Fさんの場合～

入
省

H22.4 水産庁増殖推進部 研究指導課海洋技術室 生産技術班

H25.5 水産庁資源管理部国際課海外漁業協力室

H28.4 農林水産省出向（大臣官房国際部国際地域課）

H29.4 水産庁資源管理部管理課漁船管理班

R.2.4 農林水産省出向（食料産業局輸出先国規制対策課）

R.3.4 水産庁資源管理部国際課海外漁業協力室 課長補佐

漁船に関する事業・制度や検査
東日本大震災復興対応（漁船の建造調整）

太平洋島しょ国のEEZで操業する日本漁船の入漁交渉
海外漁業協力

東南アジアとの農業協力、RCEP等の経済連携

漁船の建造許可、漁業無線やブロードバンド対応、飛翔体対応

EU向け水産物輸出のための加工施設、漁船の認定

二国間ODA、日本漁船の入漁確保、東南アジア漁業開発センターへの支援

5
年
目

10
年
目

（３年）

（約３年）

（１年）

（約２年）

（１年）

専門官昇任

係長昇任

他局へ出向

工学系大学院在学中、採用区分Ⅰ種（現：総合職）理工Ⅰで入省

課長補佐昇任

第二子誕生時に２か
月の育児休業。復帰
後はフレックス勤務
を継続中。

R.4.10 水産庁漁政部 加工流通課 水産物貿易対策室 課長補佐

（１年半）

FTA・EPA交渉、輸入割当への対応



研修・ワークライフバランス

研修制度
➢ 「現場主義」の考えから、

１年目：農林水産研究所（東京都高尾市、茨城県つくば市）
２年目：漁村研修（２週間～１ヶ月間、漁家に泊まり込み）
を実施。※コロナ対応のため本年は遅れて実施

➢ ３年目以降は、人事院が行う国内留学・海外留学に応募可能。

ワークライフバランス
➢ 男性・女性職員ともに、両立支援制度を活用し、仕事も家庭も充実した

生活を送っています。
男性職員も育児休暇・休業を取得するのは当たり前！

➢ フレックスタイムや時短勤務、テレワークも子育て世代を中心に活用！
➢ こちらのURLもご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/joinus/recruit/balance/index.html
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公務員試験について

総合職の場合
➢ 院卒者試験

行政、人間科学、デジタル、工学、数理科学・物理・地球科学、化学・生物・
薬学、農業科学・水産、農業農村工学、森林・自然環境

➢ 大卒程度試験
政治・国際、法律、経済、人間科学、デジタル、工学、数理科学・物理・地球
科学、化学・生物・薬学、農業科学・水産、農業農村工学、森林・自然環境

（参考）2023年度スケジュール
参照：人事院 国家公務員採用情報NAVI

2023年春 スケジュール

申込受付期間 ：
３月１日（水）～３月20日（月）

第１次試験日 ：４月９日（日）
第１次合格者発表日 ：４月21日（金）
第２次試験日（筆記）：５月７日（日）
第２次試験日（政策課題討議・人物）：

５月中旬～下旬
最終合格者発表 ：６月８日



28

公務員試験について

点数配分
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官庁訪問について（総合職）
官庁訪問は、受験者が志望官庁を訪問し、業務説明や面接を受けるもので、
志望府省等に採用されるための重要なステップ

（民間企業で言うところの「採用選考活動」）です。
【スケジュール（2023年）】
➢ 第1クール：6月12日（月）～ 6月14日（水）
➢ 第2クール：6月15日（木）～ 6月19日（月）
➢ 第3クール：6月20日（火）～ 6月21日（水）
➢ 第4クール：6月22日（木）

（内々定解禁：6月22日（木）17時以降）

第1クール：6月1日（木）～ 6月2日（金）
第2クール：6月5日（月）
第3クール：6月6日（火）
（内々定解禁：6月6日（火）17時）

2023年スケジュール
既合格者向け（※）6月期官庁訪問

※試験に合格すると５年間有効
例：学部４年で合格→Ｍ２年で官庁訪問

→民間で４年勤務後訪問
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公務員試験について（一般職）

➢ 大卒程度試験
行政、デジタル・電気・電子、機械、土木、建築、水産、物理、化学、
農学、農業農村工学、林学

➢ スケジュール（2023年）
一般職第１次試験：６月11日（日）
一般職第２次試験（面接）：８月２日（水）～８月４日（金）
最終合格日（水産）：８月25日（金）



相談窓口

水産庁技術系採用担当（水産系[水産・工学（造船）]）

➢ 水産庁水産経営課 福釜 知佳（直通：03-3502-8416）
➢ 水産庁加工流通課 橘田 繁樹（直通：03-6744-1867）

➢ 人事担当メール： jinji_suisan@maff.go.jp

➢ ホームページURL：
http://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/index.html

～お気軽にどうぞ！～
31

mailto:jinji_suisan@maff.go.jp
http://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/index.html

