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第三部 内定者の官庁訪問 体験記  
 
 このコーナーでは、経験しなければなかなか実体が掴めない官庁訪問の様子をお伝え

します。後半に内定者の座談会も載せていますので、訪問前のイメージトレーニングに

是非お役立てください。 

 なお、掲載している情報はあくまで H28 年度官庁訪問における経験に基づき、内定者

の視点から語られたものであり、来年度以降の官庁訪問のシステムや内容は以下と異な

る可能性があります。（例：グループディスカッションは無かった年もあります。） 
 

－ 環境省の官庁訪問（総合職試験）の簡単な流れ － 

 

官庁訪問 約 5 日前  

国家公務員総合職採用試験 合格発表（※H29 年度は日程の大幅な前倒しの予定が発

表されているため、大きく異なる可能性があります。） 

↓ 

官庁訪問前  

環境省の HP から環境省官庁訪問申込票をダウンロードし、記入しました。 

↓ 

官庁訪問初日 8：30（9：00） 

 官庁訪問申込票を持参して環境省へ。受付終了後は控え室で待機しました。 

↓ 

官庁訪問期間中 

面接は複数回行われました。（人によって異なりますが、それほど遅くない時間に解

放されました！） 

 

－ 環境省の官庁訪問（総合職試験）の面接 － 

  

面接は人によって異なりますが複数回行われました。面接では官庁訪問申込票をもと

に質問されたり、自己 PR を求められたりしました。また説明会では聞けないような具

体的な業務内容を聞いたり、政策について議論したりすることによって、しっかりと環

境省の業務内容を理解することができました。時間は 1 回 30 分から 1 時間程度でした。

面接時間よりも待ち時間の方が長いと思いますので、その間は控え室で他の訪問者や職

員の方と話したりノートを見返したりしながら、リラックスして面接に備えましょう。 

H28 年度は集団討論（グループディスカッション）もありました。 

 

－ 環境省の官庁訪問（総合職試験）の服装 － 

 

 訪問者は、男女ともにほとんどの人がスーツを着用していました。しかし H28 年度の

官庁訪問はクールビズ期間中で軽装が推奨されており、ジャケットを羽織っている人は

ほとんどいませんでした。体調管理に気をつけて、無理のない格好で訪問されることを

お勧めします。 
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－ 環境省の官庁訪問（総合職試験）の体験記(座談会) － 

-----総合職試験に見事合格！それで、官庁訪問って実際どんな感じ？----- 

 座談会形式のためフランクな文体ですがご容赦ください。 

 司会は、PN 野球は観る専門（以下、観る専門に省略）です。少し長いですが、最後

まで読んでいただければ幸いです。 

 

【官庁訪問前に準備した事は何ですか？】 

観る専門 ：じゃあ、官庁訪問前に準備したことから話そうか？説明会は行ったとして、合

格発表以降に何した？ 

のびしろ ：宿の準備は苦労した。発表前に宿をとってたから、試験に落ちてたらどうしよ

うかと。 

ジャグラー：僕は夜行バスの手配をしたな。宿はカプセルホテルだったので苦労はせえへん

かった。 

観る専門 ：地方の人はそういう面でも不安が多そう。 

しろくま ：千葉在住だけど、カプセルホテル取ったわ。朝から夜遅くまで面接あるって聞

いてたから。 

観る専門 ：やっぱ毎日訪問だから近さは大事だね。そういう意味では、実家から毎日 1 時

間半くらいかかった僕は遠い方か。 

くろ   ：私もまずは宿の手配した！集合時間が 9:00 とかだったらアクセス重視で。午後

集合のときは結構行くのに時間かかるけど妹の家から通った！ 

二日酔い ：ぼくも宿探しは相当苦労した。夏の官庁訪問でカプセルホテル泊まったけど、

泊まってる最中にぎっくり腰になった。 

ジャグラー：うそやん(笑) 

二日酔い ：ほんとにつらかった。それ以降、カプセルホテルには泊まらないことにした。 

セブ島  ：実家から 30 分だったから黙っとくね、、、 

ジャグラー：うらやましい…… 

観る専門 ：実家通いはとにかく面接カードを練った。あと環境白書に目を通した。 

のびしろ ：面接カード 5 回ぐらい書き直した。ワードで打てばよかった。 

セブ島  ：面接カードは絶対にワードの方が楽じゃない！？(笑) 

一同   ：ワード推奨！ 

ジャグラー：環境省の人は手書きか PC 入力かって気にせん気がする。 

セブ島  ：最後まで面接カードは見られるよね。 

しろくま ：研究室の先輩に添削してもらったら、元の痕跡がなくなるほど直してくれた

(笑) めっちゃ感謝してます。 

くろ   ：私は同期にも見てもらってた！ 

観る専門 ：ということは、事前準備は宿の手配と面接カードと白書を見てのネタ探しくら

い？ 
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ジャグラー：せやな！面接練習とかはせんやろし。 

二日酔い ：環境白書の前に重点施策みた！ 

のびしろ ：白書読んだの思い出した。行きの新幹線でずっと読んでた。 

くろ   ：白書で気になるところリストアップしてた。全部はとても見きれなかったけど。 

観る専門 ：全部は読めないね、説明会で職員さんに相談したら子供向け白書勧められた。

読んでみたらわりとためになった！ 

くろ   ：面接カードみながら、自分の言いたいことちゃんと言えるようにシュミレーシ

ョンしてた！ 

観る専門 ：まわりに同じ状況の人いなかったからひたすら本番のイメトレだったな。 

二日酔い ：志望動機は何度も覚えたわ。 

セブ島  ：志望動機は覚えるものじゃないよね(笑) 

観る専門 ：面接カードに書いたことと矛盾しないようには気をつけたよね。 

くろ   ：セルフ面接練習は、言いたいことをあんまり詰まらずに言うために大事だなー

って思った。 

しろくま ：うん、話してみると意外と詰まるよね。  

 

【官庁訪問全体の印象はいかがでしたか？】 

観る専門 ：じゃあ、官庁訪問全体の印象は？他省庁でもいいよ！ 

のびしろ ：早く帰らされた省庁があって結構へこんだ！！ 

観る専門 ：午前か午後のどっちかで終わるように設定されている省庁もあるみたい。 

セブ島  ：いろんな省庁に行けて楽しかった感もあるなー 

くろ   ：最初の原課面接はすごく面白かった！ 

ジャグラー：それ！１・２クールめっちゃ楽しかった！ 

観る専門 ：なんとなく長く残される方が嬉しいというか安心感あるよね。 

二日酔い ： 環境省は帰る時間は評価にあんまり関係なさそうだけどね 

しろくま ：面接に呼ばれるのを待つ間は地味にしんどかったよね？ 

ジャグラー：めっちゃしんどかった、、、てかずっと緊張してたかも(笑) 

観る専門 ：官庁訪問はまわりのみんなと仲良くなった方が絶対いい！ 

くろ   ：隣になった人とかと話すと結構気楽になれたかな。 

ジャグラー：待合室のメンバーで仲良くなっていく感じがよかった。 

セブ島  ：それね！他省庁の情報とかも聞けるよね！ 

観る専門 ：環境省はそういった意味で本当に良かった。 

しろくま ：クールビズもよかった！ 

のびしろ ：ジャケットいらなかった。 

観る専門 ：環境省は面接場所によっては暑かった。 

セブ島  ：でもお茶あるのは嬉しかったよね。 

二日酔い ：自由に飲めるのは良かった！うちわもあったし！ 

観る専門 ：お茶は良かったね。コンビニいける時間が限られてたから午前中の食べ物とか
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は事前に買っといた方が良いよね。 

セブ島  ：あの待合室の雰囲気とかで省庁のカラーが見えるよね。 

しろくま ：確かに。 

ジャグラー：他省庁の待合室と比べてどうやった？ぼくは環境省しか行ってないねんけど？ 

くろ   ：環境省では、最初は結構自由に質問できたけど、第 3、4 クールはかなりしん

どかった…… 

セブ島  ：環境省の先輩たちは、お昼休みに遊びにきて緊張解してくれたよね！ 

ジャグラー：あーそれな！気遣いが見えた。 

観る専門 ：職員さんが来てくれたのは良かった！経験談とかその場で聞けた！ 

二日酔い ：名前は覚えられないけど、色々話せてよかった！ 

 

【環境省の面接で苦労した点や印象に残ったやりとりは何ですか？】 

しろくま ：面接ではどんな話が印象に残ってる？志望動機とか聞かれた？ 

セブ島  ：やっぱり志望動機は最初から最後まで聞かれるよね。 

二日酔い ：志望動機はほぼ毎回聞かれてたと思う。あと、おれは留学経験の話とかもし

た！ 

観る専門 ：春あたりの民間就職活動の経験は活きたよね。 

くろ   ：民間就活の経験は、毎回話してた！ 

しろくま ：僕は職員の人に質問を結構したからあまり志望動機は聞かれなかったんやけど、

一度深掘りされて泣きそうになった。君の本音が見えない！！って。 

一同   ：つら、、、 

ジャグラー：それになんて返したん？ 

しろくま ：本音で話してるつもりだったからもう一度丁寧に説明した。伝わったかは微妙

だけど。でも、最後に励ましの言葉もらったし、志望動機をもう一度考え直す

きっかけにもなったわ。感謝してる！ 

観る専門 ：困ったときも黙ったらダメだよね。そこは気をつけた。 

ジャグラー：せやな「勉強不足でした」なりなんなり、言ったほうがいいな。 

くろ   ：ちょっと時間もらっても、ちゃんと考えてから答えてた。 

ジャグラー：観る専門の失敗したことは？ 

観る専門 ：暑さと焦りで汗が止まらなかった面接があった。あと、なんか実際の事例とか

をもとに話が展開していくと聴く一方になっちゃうってことはあったな。政策

とかの知識が「無」だったから、面接というか勉強だった。 

のびしろ ：それは俺もあった。必死にメモってた。 

ジャグラー：職員さんの話おもしろいもんな。 

二日酔い ：政策の単語とかはわからない時が多々あったからめっちゃ困ったかな。でも、

その都度聞けば詳しく教えてくれたからよかったけど。ただ、勘違いで違うこ

と言ってしまった時はヤバかった。理解してない雰囲気が漂った。 

セブ島  ：気まずいな、、、 

しろくま ：知らないことは、素直に聞いた方がいいよな。 

観る専門 ：一度学んだことはその日の最後の面接までに整理したよね。面接で聞いたこと
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は必死に思い起こしてメモ帳に書いた。 

二日酔い ：面接の都度、終わったら見返してたわ。基本的知識と専門知識の境界がわから

なかったからできる限りは面接の後に調べたかな。 

セブ島  ：学生って実際の経験が無い中で政策とかを述べないといけないから難しいよね。 

ジャグラー：ほんまそうよなー。知識でしか知らないもんな。セブ島は社会人経験を活かせ

たんじゃない？ 

セブ島  ：やっぱり事業者の視点を持ってるっていうのが大きかったかな。それを知らな

いと政策もつくれないだろうし 

しろくま ：それは学生ではなかなか気づけないよね。 

ジャグラー：なるほどなー！法律・政策を適用される側やもんな。 

セブ島  ：無理やりでもサークル活動とかに結びつけると話しやすかったりするけどね！ 

観る専門 ：趣味の欄は話が広がるネタあった方がいいね。 

のびしろ ：面接で政策の勉強もさせてもらったよ。ばーって資料渡されて、どういう法律

がいいと思う？みたいな。 

観る専門 ：的確な政策を提案するより、とにかく自分なりに考える姿勢が大事なのかなー

とも思った。 

観る専門 ：くろはなんか、女性ならではの対策とかある？ 

くろ   ：女性ならではってことは特に意識はしてなかったかなー。確かに、待合室にい

る理工系志望の女性の数は少ないとは思ってたけど、研究室に入った段階でも

理系だとそういう傾向はあるなって思ってたから、気にしてなかった！ 

二日酔い ：女性で環境省って珍しいの！？？それとも、ただ、理系は男性が多いから？？ 

くろ   ：若い世代は結構女性職員も多いと思う！ 

話変わるけど、個人的に失敗したことは、集団討論かな！あの短時間で自分の

意見をまとめて端的に説明するのがすごく難しかった。 

セブ島  ：グループディスカッション（以下「GD」という。）は面接とは違う緊張感あっ

たよね。 

観る専門 ：あの緊張感が期間中で MAX だった。 

のびしろ ：題材が考えやすくて助かった。 

二日酔い ：たしかに考えやすかった。ただ、答えがある感じではなかったね！ 

のびしろ ：何を見られてたんだろ？ 

二日酔い ：ある日の最後の面接のときに採用担当の人と話したけど、理論的に話せるかと

かを見てた感じのこといわれた！ 

セブ島  ：３人の GD はキツかったね、、、 

観る専門 ：GD のメンバーとある程度仲良くなれたあとだったから少しやりやすかった。

公務員試験で一度、経験あったのも大きかった。 

ジャグラー：GD は民間就活の経験が活きたかな 

セブ島  ：他の省庁でも GD あるとこはあったなー 

しろくま ：(春は GD なかったので黙ってます。） 

観る専門 ：自信持って発言するのも大事ね。 

セブ島  ：大きい声重要だよね(笑) 
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のびしろ ：そうかも。場をかき回しすぎって言われたけど今ここに残ってるし。 

ジャグラー：きみはのびしろ採用や(笑) 

くろ   ：ある意見に関して、良いと思う、ここはどうなのかっていうことを単に言うだ

けなら、批評家になればいいっていう話をされてかなり衝撃を受けた。 

観る専門 ：実際、第 3、第 4 クールの面接も横にいる採用担当補佐の 3 人の視線が気にな

った。あの頃はひとつひとつの言動に大げさなぐらい反応してたね。 

くろ   ：それはすごく気になった！採用担当の方々が見てるのが、逆に緊張してしまっ

た。 

観る専門 ：そう！でも、第 4 クールでフィードバックしてくれたよね！僕はそこでお辞儀

の仕方を注意された。あ、これが失敗談や。 

二日酔い ：あれ、すごく身になった！照れ隠しの笑いはやめようって言われたわ。あと、

英語でも短いけど話したわ。 

セブ島  ：口癖とかも指摘してくださったよね！ 

観る専門 ：あと、けっこう何人か言われてたけど、声の大きさ。 

ジャグラー：僕もお辞儀注意された。緊張して早口とか声小さいとかも。 

くろ   ：確かに、フィードバックすごくありがたかった。困ったら笑う癖があるって指

摘されてしまった。 

のびしろ ：俺敬語できないって言われた。 

セブ島  ：敬語は論外(笑)  

ジャグラー：採用補佐の人らは味方よな。僕らがどうやったら進歩できるかアドバイスくれ

る。 

二日酔い ：結局、第 4 クール以降は、採用担当の人は味方。 

観る専門 ：みんな、次回の約束はどういうかたちでもらった？ 

しろくま ：電話かな。その日の最後の面接でなんとなくわかるけど。 

セブ島  ：最後の面接かメールだったなー 

くろ   ：私は、前半メールで、後半電話だった気がする。 

二日酔い ：後半は全て電話だわ。 

観る専門 ：第 5 クールの案内で電話来なかった奴 ww 

セブ島  ：俺 1 人だけ電話無かったわー。次のクールの案内方法はほんと人それぞれなん

だね！たぶん、、 

のびしろ ：めっちゃ焦ってたくせに。 

セブ島  ：ほら！みんな内定もらえて良かった！ 

 

【環境省の面接中に困った質問はありましたか？】 

ジャグラー：変化球（返答に困った質問）来た人おったらしゃべっとく？ 

二日酔い ：志望動機系統はあっさり終わって、税金の使い方とか民間との違いとかをぐい

ぐい聞かれた。あと、変化球ってほどじゃないけど、仕事めっちゃ大変でもや

っていける？って聞かれた。 

ジャグラー：といっても僕はあんまりなかったかな「ニュースとか本とか何についてでもい

いので 3 分でつたえて」ってのがあったくらい。 
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のびしろ ：それあった。控え室で、みんなでイスラム国の勉強した。 

観る専門 ：僕もそれ聞いて、天皇陛下の生前退位の勉強した。 

くろ   ：私はそのとき読んでた本で、里山資本主義っていう話を簡単にまとめて話した

よ。 

ジャグラー：僕はフェンシング界における太田選手の大事さを話した(笑) ちなみに職員さん

は「お、おおう、、、」みたいな反応やった(笑) 

観る専門 ：あ、僕もプロ野球を球場まで観に行くことの大切さを語った。 

のびしろ ：環境以外のことが聞きたいってことやからなんでもありやんね。 

ジャグラー：せやな、環境に関心あるのは当然としてそれ以外も話せるか、どんなことに関

心あるかっていうのを見られてたのかもな。 

のびしろ ：俺は 1 番最初の面接で、避難されていた住民の方が除染が済んだ地域に安心し

て帰還いただくためにはどう説明したらいい？っていうのが困った。 

セブ島  ：除染関連の話題は俺もあったなー。 

くろ   ：わりとオーソドックスな質問が多かったと思う。 

 

【環境省の訪問前後のイメージに変化はありましたか？】 

観る専門 ：官庁訪問前後で環境省のイメージ変わった？ 

しろくま ：業務の幅が思っていたより広かった。 

二日酔い ：みんな話しやすい人たちで和やかな感じがした。 

セブ島  ：中の人が活き活きと働いてたなー！もっとギスギスしてるものかと思ってた！ 

ジャグラー：結構説明会とかインターンとか行ってたから、個人的にはあんまり変わらんか

ったかな…… 

観る専門 ：はっきり言葉でどう変わったって言いにくいな。変わらないような、でも少し

理解度は増したような。 

ジャグラー：なんていうんやろう、環境に対してアツい人が多いのは再確認できた！ 

二日酔い ：たしかにそれある！！！ 

ジャグラー：それは２０人くらいに会う官庁訪問やからこそ感じ取れたとこかもしれん。 

観る専門 ：たしかに業務に誇りをもってる職員さんはたくさんいらっしゃった。 

くろ   ：静かでもアツいものを秘めている人が多いと思った！ 

ジャグラー：くろ、たしかに！「心は熱く、頭は冷静に」って表現が合う人が多かった！ 

観る専門 ：いい言葉がでたところでそろそろお開きにしましょうか。お粗末な司会で申し

訳ありませんでした。 

 


