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周辺環境がいい！ 

 捜査・公判部門では、捜査担当と公判担当が分かれて 

いないため、一つの事件に捜査から公判まで一貫して携 

わることができます。また、岐阜地検は全国的にも比較 

的繁忙庁であり、取り扱う事件も多種多様であるため、 

様々な事件に携わることができます。 

 検務部門や事務局部門では、担当する事務が細分化さ 

れておらず一人の職員が携わる事務が幅広いことや、場 

合によっては担当の垣根を越えて他の事務に関わることもあるため、いろいろな経験を積む機会が多く、早期

に知識とノウハウを習得することができます。 

 岐阜地検の職員数は１５０名程度とそれほど多くはありませんが、その分職員ひとりひとりの顔が見え、職

場の雰囲気は明るくアットホームな感じであるため、仕事やプライベートで困った時は気軽に同僚や先輩に相

談することができます。   

 また、職員はワークライフバランスへの取組にも積極的であり、年次休暇の取得や定時退庁の励行への意識

が高く、メリハリを付けて仕事と私生活を充実させています。 

 さらに，野球、バレーボールなどの部活動も盛んに行われており、老若男女問わず仕事以外でも職員同士の

コミュニケーションが活発に行われています。 

 岐阜地検の近くには、岐阜城を頂に構える金華山と鵜飼いで名高い清流・長良川に囲まれた岐阜公園、伝統

工芸品の店舗やモダンな飲食店が並びレトロな雰囲気が魅力の川原町界隈、図書館やギャラリーなどが入る複

合文化施設「ぎふメディアコスモス」など、市民の憩いの場として愛されている施設があり、天気の良い日に

散策すればリフレッシュできること間違いなしです。また、ＪＲ、名鉄電車、岐阜バスといった公共交通機関

が充実しているため、岐阜県外からも通勤圏内の場所にあり、特に、岐阜バスを利用する場合は、庁舎の目の

前にバス停があるため、雨の日もストレスをほとんど感じることなく通勤することが可能です。 

 管内の支部も、周りは自然に囲まれており、高い建物が少なく見晴らしの良い心落ち着く抜群の環境の中に

あります。そして、大垣、多治見、御嵩支部はＪＲ又は名鉄電車が通っており、最寄駅からも徒歩圏内である

ため県外からの通勤も可能です。また、高山支部は令和２年１１月に新庁舎が完成しており、気持ち良く仕事

ができる環境が整っています。 

いろいろな経験ができる

  岐阜地検ってどんなところ？ 
広報キャラクター 

 ウーピー 

働きやすい職場環境！！！ 



検務部門・徴収担当 （大卒程度試験採用１年目、男性） 

  
  ・担当する業務の内容を教えてください？ 

  罰金の未納者から話を聞いたり生活状況などを調査して確実かつ適切な刑罰の執行を行っています。 

 
 ・採用される前と後で検察庁のイメージは変わりましたか？ 

 採用前は犯罪捜査に関わるということで体育会系のイメージを持っていましたが、実際にはデスクワークが多 

く、罰金納付のための戦略を練るといったような頭脳労働も多かったことが意外でした。 

 

 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  罰金の未納者に対して、数か月間におよび生活状況を調査したり、本人と連絡を取って説得・交渉を続けた結 

 果納付が完了したときに達成感を感じました。 

 

 ・検察庁を目指す後輩に伝えたいことはありますか？ 

  検察庁の業務は小さなミスが重大な人権侵害をもたらすこともあり得ます。そのため、採用後も知識や経験者 

 の知見を積極的に吸収する姿勢が重要です。そのような貪欲な姿勢を持っていてもらえると嬉しいです。 

採用１,２年目の職員に聞きました！！！ 

捜査・公判部門・事件管理担当 （大卒程度試験採用１年目、女性） 

  
  ・担当する業務の内容を教えてください？ 

  主に取調べに立ち会う通訳人の手配や公判記録の閲覧謄写に関する事務を担当しています。 

 
 ・岐阜地検を志望した動機を教えてください？ 

 ドラマで見た検察事務官役の女優に憧れて志望しました（笑）。 

 

 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  小さなことになりますが、希少言語などで通訳人の手配が困難な事案で、無事通訳人を手配できた時は達成感 

 があります。 

 

   ・今後の目標を教えてください？ 

  自分の仕事は抜かりなくスマートにこなし、周りへの気遣いができる事務官になることです。  

 

 ・検察庁を目指す後輩に伝えたいことはありますか？ 

  検察庁は優しい方々に囲まれて楽しい職場です。社会人になるに当たって不安を感じることも多いかと思いま 

 すが、今は残り少ない学生生活を悔いのないように過ごしてください！ 



検務部門・事件担当 （高卒者試験採用１年目、男性） 

採用１,２年目の職員に聞きました！！！ 

事務局部門・主計係 （高卒者試験１年目、女性） 

  
  ・担当する業務の内容を教えてください？ 

  事件の受理・処理を行っています。新聞記事になるような事件を受理することもあるため、検察庁の第一線で 

 仕事をしているんだと感じています。 

 
 ・岐阜地検を志望した動機を教えてください？ 

  業務説明会で紹介された非日常的な業務内容に興味がわいたことと、職員の話している姿を見て、イメージし 

 ていた職場の雰囲気が一掃されたのがきっかけで志望しました。 

 

 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  １日に１００件近く事件が送致されたことがあり、すべての受理手続が終わったときは、とても達成感を感じ 

 ました。 

 

 ・検察庁を目指す後輩に伝えたいことはありますか？ 

  苦労はしますが、法律は仕事をしながら学べばいいので、少しでも検察庁の仕事に興味がある方は、是非検察 

 庁の採用面接にきてください。応援しています! 

  
  ・担当する業務の内容を教えてください？ 

  主に罰金などの徴収金の収納といった歳入事務や、職員の出張旅費、通訳人の手配をした際に発生する費用等 

 の歳出事務をしています。 

 
 ・岐阜地検を志望した動機を教えてください？ 

    とりあえず、という軽い気持ちで業務説明会に参加しましたが、職員の方の雰囲気も良く、幅広い業務に携わ 

 ることができる点に魅力を感じたことが志望するきっかけになりました。 

 

 ・採用される前と後で検察庁のイメージは変わりましたか？ 

  研修がとても丁寧で充実していると感じました。講義以外にも実際に業務を体験させていただくことができ、 

 業務の流れや手順のイメージがわきやすかったです。 

 

 ・検察庁を目指す後輩に伝えたいことはありますか？ 

  私は現在、事務局部門に配属されており、検察庁らしい仕事には携わっていませんが、充実した研修や頼りに 

 なる上司・先輩のおかげで検察庁の役割や業務について学ぶことができています。もし、検察庁を目指す中で不 

 安を感じても、検察庁を目指す道を閉ざさないでほしいです。 



支部勤務・庶務担当 （高卒者試験採用１年目、男性） 

採用１,２年目の職員に聞きました！！！ 

支部勤務・立会事務官 （大卒程度試験採用２年目、男性） 

  
  ・担当する業務の内容を教えてください？ 

  郵便物の受付や発送、消耗品の管理、交通事件の受理・処理などを行っています。 

 
 ・採用される前と後で検察庁のイメージは変わりましたか？ 

  厳しい上下関係のあるイメージでしたが、実際に入庁してからは先輩や上司から優しく仕事を教えていただけ 

 ましたし、メンター制度もあり職員に対するケアも厚いと感じました。 

 

 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  任せられた仕事を自分で考えて実行してミスすることなく遂行することができたときは、とても嬉しかったし、    

 やりがいを感じることができました。 

 

 ・検察庁を目指す後輩に伝えたいことはありますか？ 

  検察庁は幅広く様々な業務に携わることができることが他にはない魅力だと思います。 

  一緒に働けることを楽しみにしています！ 

  
  ・担当する業務の内容を教えてください？ 

  副検事の立会事務官として取調べの立会や、捜査や公判に必要となる各種書類の作成をしています。 

 
 ・岐阜地検を志望した動機を教えてください？ 

    検察庁に憧れがあったので志望しました。検察庁に興味を持ったきっかけは、小学生のときに検察を扱ったド 

 ラマを観たことです。 

 

 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  事件送致前に警察署へ、朝早くパソコンを持って取調べに行ったときにやりがいを感じました。 

       「捜査部門で働いている！」ということを特に実感した場面です。 

 

 ・今後の目標を教えてください？ 

  色々な業務を経験して、求められる働きができるようになることです。 

  他部門の業務をよく理解することも目標です。 
広報キャラクター 

 ウージー 



支部勤務・検務担当 （大卒程度試験採用２年目、女性） 

採用１,２年目の職員に聞きました！！！ 

捜査・公判部門勤務・立会事務官 （大卒程度試験採用２年目、男性） 

  
  ・担当する業務の内容を教えてください？ 

  事件・令状・証拠品担当として、事件の受理処理、証拠品の受入、保管、処分などの事務をしています。 

      また、他の職員が不在の場合は、徴収や立会といった事務も行っており、幅広い経験ができています。 

 
 ・岐阜地検を志望した動機を教えてください？ 

  高校生のときに検察事務官の話を聞く機会があり、「私は弱きを助け、巨悪にも勇敢に立ち向かい、犯罪をな 

 くすために、熱意を持って仕事をしている。」という言葉に感銘を受け検察庁を志望しました。 

 

 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  令状事務は、被告人等の人権に関わる業務であり責任は重大です。そういった重大な業務を担当しているとい 

 うことに対してプレッシャーを感じますが、その分重大な業務に携われているというやりがいも感じます。 

 

 ・検察庁を目指す後輩に伝えたいことはありますか？ 

  法律や刑事制度は大変そう、難しそうというイメージがあるかもしれませんが、検察庁には法律のプロである 

 検察官や実務等に詳しい先輩や同僚が多く、勉強会や研修も充実している恵まれた環境ですので、高校や大学で 

 法律の勉強をしていないと不安に感じるかもしれませんが、安心して大丈夫だと思います。 

  
  ・担当する業務の内容を教えてください？ 

  検察官とペアを組み、事件の真相解明に向け、事件現場に赴いたり被疑者の取調べに立ち会ったりしています。 

 
 ・岐阜地検を志望した動機を教えてください？ 

    業務説明会の座談会などを通して感じた職員の方の人柄の良さです。親身に話を聞いて下さり、ここしかない 

 と決めました。 

 

 ・採用される前と後で検察庁のイメージは変わりましたか？ 

    最初は他官庁より厳格な印象がありましたが、業務説明会で感じた職員の方の気さくさは入庁しても変わらず、  

 とても働きやすい職場です。 

 

 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  立会事務官として、実際に捜査や公判の実務に携わったことです。検察庁の一員として働いていることが実感 

 できました。 



捜査・公判部門勤務・立会事務官 （大卒程度試験採用２年目、女性） 

採用１,２年目の職員に聞きました！！！ 

支部勤務・立会事務官 （大卒程度試験採用２年目、男性） 

  
  ・岐阜地検を志望した動機を教えてください？ 

  元々検察事務官に興味があり、実務をしながら検察官と同じような仕事ができる副検事への道も目指せると知 

 って志望しました。また、会計や人事などの事務仕事もできるという幅広い業務内容にも惹かれました。 

 

 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  検察官と一緒に犯行現場を見て回ったり、犯行状況が撮影されている防犯カメラの映像を見たりして、どのよ 

 うに犯行が行われたのか解明したことです。ドラマみたいだなぁと思いながら仕事をしていました。 

 

 ・今後の目標を教えてください？ 

  今は検察官を支えながら捜査・公判に携わっていますが、いつかは私自身が捜査や公判に最前線で携わること 

 ができる副検事への道を目指しています。 

 

 ・検察庁を目指す後輩に伝えたいことはありますか？ 

  事件が発生した後、捜査から判決が出るまで、最初から最後まで一つの事件に携わることができるのは岐阜地 

 検の大きな魅力だと思います。非日常の連続で毎日が新鮮で面白いです。是非一緒に働きましょう♪ 

  
  ・岐阜地検を志望した動機を教えてください？ 

  刑事ドラマ好きが高じて法学部で刑法などを勉強していたため、刑事司法に関わる仕事に就きたいと思い志望 

 しました。 

 

 ・採用される前と後で検察庁のイメージは変わりましたか？ 

    立会事務官以外にも様々な業務があることです。入庁前は立会事務官のイメージしかありませんでしたが、全 

 体から見れば立会事務官の人数は多くなく、他にも多くの職員が一つの事件に携わっていることを知りました。 

 

 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  裁判所に提出する起訴状の起案を任せてもらっており、自分が起案した起訴状のまま公判請求（起訴）まで行 

 えた際に達成感を感じます。 

 

 ・検察庁を目指す後輩に伝えたいことはありますか？ 

  検察事務官は、やりがいがありつつも、労働環境が過酷ということもなく、バランスがとれた良い職場だと思 

 います。一緒に働けることを楽しみにしています！！ 



捜査・公判部門・立会事務官 （高卒者試験採用２年目、男性） 

採用１,２年目の職員に聞きました！！！ 

検務部門・記録担当 （高卒者試験２年目、女性） 

  
  ・岐阜地検を志望した動機を教えてください？ 

  通っていた専門学校からの卒業生が多くいて、その先輩方も含め官庁訪問などでお話した職員の方々や職場の 

 雰囲気などが良いなと感じ志望しました。 

 
 ・採用される前と後で検察庁のイメージは変わりましたか？ 

  堅いお役所仕事で職員も堅い方がいるのかなというイメージを持っていましたが、職場の雰囲気も明るく、職 

 員も仕事で困ったことがあったら、手助けしてくれる優しい方々ばかりで毎日楽しく仕事に取り組めています！ 

 

 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  普段の日常業務の中で一度も訂正なく事件を処理できたときや、学生時代に培った知識や経験を事件の捜査に 

 いかして処理できたときに達成感を感じました。 

 

 ・検察庁を目指す後輩に伝えたいことはありますか？ 

  実際に検察庁に官庁訪問に来ていただければ、どんな仕事をしているのかとか、どんな方々が勤務しているの 

 かなどよくわかると思うので、興味のある方は是非来てみてください。 

  
  ・担当する業務の内容を教えてください？ 

  主に事件記録の保管や貸出の事務を担当しています。日々記録倉庫の整理整頓を心掛けて、収納場所を見直す 

 などして事件記録の適正な管理を図り、記録事務の効率的な遂行に努めています。 

 
 ・やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？ 

  上司から「これについてどう思う？」と聞かれたことがあります。それまでは、「知識も経験も浅い自分が意 

 見を言うなどいいのだろうか。」と思っていましたが、自分の意見を伝えられる環境にあることで、検察庁の一 

 員として業務に取り組んでいるという実感がわき、やりがいにつながっています。 

 

 ・今後の目標を教えてください？ 

  まだまだ半人前なので様々な部署で懸命に働いて経験を積み、一人の検察事務官として成長していきたいです。 

 

 ・検察庁を目指す後輩に伝えたいことはありますか？ 

  法律の知識が乏しいことで検察庁で働くことに不安を感じている人がいるのなら安心してほしいです。私も法 

 律の知識が全くない状態で入っていますが、多くの研修や勉強できる機会がありますし、周りの先輩方が学び方 

 のヒントを優しく教えてくれます。検察庁で是非一緒に働きましょう！！！ 



　採用後はおおむね１年から２年のサイクルで様々な業務を経験するほか、本人の希望や適性を考慮して、他の検察庁などでの勤

務を経験することで検察事務官として成長していきます。

　研修は採用時から一貫した研修プログラムが用意されており、採用直後には、検察庁職員として必要な基礎的知識や技能の修得

を目的とした初等科研修が行われ、その後一定期間を経過した後に中等科研修、専修科研修といった経験年数に応じた研修が実施

されています。その他にも、外国語、簿記、デジタルフォレンジック（電子データの保全、解析）、裁判員裁判の専門知識を深め

るための研修など時代の要請に応じた様々な研修が実施されています。

　また、一定の資格基準に達して試験に合格すると副検事に任官することができ、さらに、副検事として一定の勤務経験を積んで

試験に合格すると検事に任官することもできるなど、検察事務官から副検事・検事への道も開かれています。

　被害者が亡くなられた交通事故の被害者参加事件（被害者

やその遺族が刑事裁判の手続に関与できる制度）で、被告人

の裁判が終わった後、被害者遺族の方々から「本当にありが

とうございました。」とお礼を言われたとき、検察官になっ

て社会貢献ができたと思いました。

岐阜地検を志望したきっかけを教えてください？

　社会生活の安全を守ることができる仕事だと思ったからで

す。警察でも同様の仕事ができると思いますが、業務説明会

に参加したり官庁訪問などでいろいろと見聞きしていくうち

に、検察庁の方が捜査、裁判、刑の執行などに携わることが

でき、より社会の力になれると思ったので検察庁を志望する

ようになりました。

やりがいや達成感を感じた経験を教えてください？

　捜査･公判部門でいろいろな事件に携わることができたこと

や、一つ一つの事件を適切に処理していくことにやりがいを

感じました。その中でも、連続事件や事件関係者が多く事実

関係が複雑な事件を検察官と一緒に意見を交わしながら捜査

を進め、最終的に被告人の有罪が確定したときには達成感を

感じることができました。

今後の目標を教えてください？

　中堅事務官として若手職員をフォローをする立場になった

ので、積極的に若手職員とコミュニケーションをとり、上司

との仲立ちとなることを意識して風通しのよい職場の醸成す

ることです。また、個人的には自ら主体的に捜査する業務を

経験したいので、それに関する知識も深めていきたいです。

副検事試験の勉強方法を教えてください？

副検事としてやりがいを感じた経験を教えてください？

　検察事務官として採用後、立会事務官として捜査・公判業

務に従事している際、検察官が被害者のために犯人の取調べ

をしたり裁判を行っている姿を見て、検察庁の主役は「検察

官」であると感じたことから、自分も被害者や社会貢献のた

めであったり、自分自身のやりがいのために検察官の仕事が

したいと思い目指すことにしました。

　過去問をひたすら解きました。解くと言っても副検事試験

は論文試験であることから、過去問の模範答案を自分自身で

参考書（書店で購入できる司法試験用の参考書）を読みなが

ら作成したりしました。また、よく使用する規範や作成した

模範答案をスマホの中に入れるなどして、いつでも見ること

ができるようにして勉強しました。

「キャリアパス」　～異動・昇進・研修ってどんな感じ～

 検察事務官（３０代男性）

　平成２０年　検察事務官　採用
　　　　　　　【勤務地】　本庁勤務　　　　８年
　　　　　　　　　　　　　支部勤務　　　　４年
　　　　　　　　　　　　　高検勤務　　　　２年
　　　　　　　【経歴内訳】捜査・公判部門　９年
　　　　　　　　　　　　　検務部門　　　　３年
　　　　　　　　　　　　　事務局部門　　　２年

　平成１６年　検察事務官　採用
　　　　　　　【経歴内訳】捜査・公判部門　１０年
　　　　　　　　　　　　　検務部門　　　　　２年
　　　　　　　　　　　　　事務局部門　　　　１年
　　　　　　　　　　　　　企画調査課　　　　２年
　平成３０年　副検事試験　合格

 副検事（３０代男性）

副検事を目指したきっかけを教えてください？

検察事務官のキャリアパス



事件受理手続

勾留請求手続

ランチ

事件処理手続

▼
▼

▼

▼
▼
▼

▼
▼

取調べ

公判準備

翌日の予定の確認

退庁

先ほど受理した事件について、検察官から勾
留請求書類が回ってきました。内容に誤りが
ないか確認した後、裁判所に勾留請求書など
を持って行きます。

午後からもしっかりがんばれるよう、おいし
いランチをいただきます♪

起訴する事件の起訴状などを点検した後、起
訴状を裁判所へ持って行ったり、不起訴とす
る事件の釈放指揮書を警察に交付します。

午前中に勾留請求した事件について、裁判所
から勾留状の発付があったので内容を点検し
ます。勾留状は検察官の指揮により執行され
ます。

勾留状の点検

１日の業務の最終確認

退庁

ランチ

▼

▼
▼

▼
▼
▼

▼
▼
▼

▼
▼
▼

▼
▼
▼

当日に処理すべき事件の処理がすべて完了し
たか最終確認し、翌日の事件の送致予定を確
認します。

帰宅後は家族と夕食をとったり子どもと遊ん
だり。元気な子どもに振り回されてヘトヘト
になりながらも、明日への活力をもらってい
ます！！

１８時頃には帰宅できました。玄関で長女の
出迎えを受け、娘２人を入浴させるのは私の
役目です。妻との夕食は子どもの寝た後にな
ります。娘の寝顔を見ていると一日の疲れが
癒やされます

▼
▼

▼
▼

大好物のコンビニのチョコクロワッサンで午
後からの活力をチャージします♪♪

検察官による被疑者取調べに立ち会い、録音
録画機器の操作や供述調書の作成などを行い
ます。取調べに先立ち、事件記録を読み込ん
で事件の内容を頭に入れておきます。

次回の公判で判決が言い渡される予定の事件
の公判準備をします。判決に伴う事務処理の
必要書類を作成し、関係部署に回付して事前
点検を受けます。

▼
▼
▼

▼
▼
▼

▼

   採用１２年目。企画調査課、立会事務官、

   支部勤務を経験し事件・令状担当２年目。

   昨年長男が誕生し更に仕事に力が入ります！

   採用１４年目。徴収担当、国有財産係、支

   部勤務などを経験し今年度から立会事務官。

   冷静沈着で上司・後輩からの信頼も厚い男！

事件・令状担当　検務専門官 立会事務官　主任捜査官

翌日のスケジュールを確認し検察官に伝えま
す。警察などで取調べを行う場合は録音録画
機器など必要となる機材を準備します。

その日の取調べや公判の予定を確認し、必要
となる事件記録などを準備します。

事件の被疑者に対し精神鑑定が必要となりま
した。鑑定をお願いする医師の手配や押送の
段取りなど関係各所に連絡をして日程などを
調整します。

警察から送致された事件について、逮捕され
た被疑者の弁解を聞いて弁解録取書を作成し
た後、勾留請求書を作成して事件記録ととも
に令状担当を回付します。

１日の事件送致の把握、勾留期間満了を迎え
る事件の処理予定を確認します。
今日も１日がんばるぞ！

警察から事件の送致がありました。逮捕送致
手続に誤りがないか、証拠書類に不備がない
かなど細やかに点検した上で事件記録を検察
官に回付します。

出勤

▼
▼

鑑定の日程調整

弁解録取

出勤8:30

9:30

11:30

12:00

13:00

15:30

17:00

17:15

8:30

9:00

10:00

12:00

13:30

16:00

17:00

17:15

タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル ～ 職 員 の １ 日 に 密 着 ～



若手・中堅職員に「仕事をする上で心掛けていること（モットー）は何ですか？」と聞いてみました。

継続は力なり 自分を乗り越える事 失敗を糧にする

平常心 努力に勝る才能なし 初心忘るべからず

人にしてあげたことはすぐ

に忘れろ、人にしてもらっ

たことは忘れるな

ワークライフバランス 可能性は無限大 慌てず急ぐ

日進月歩 事前準備
１日の業務で何か

１つ以上学ぶ姿勢

自己研鑽 ファーストペンギン
聞くは一時の恥

聞かぬは一生の恥
深謀遠慮

忘れる前に行動
習慣化した努力を

才能と呼ぶ
頑固たる決意 反骨心

やってしまった後悔は段々

小さくなる。やらなかった

後悔は段々大きくなる

精励恪勤 省エネ 基本に忠実

臨機応変
相手の立場に

立って考える
岐阜の正義を守る 案ずるより産むが易し

岐阜地検職員のモットー

凡事徹底

感謝の気持ち

同じ失敗は二度としない



給与 勤務時間

　検察事務官の給与は、採用時は一般の国家公務員と同じ行

政職の俸給表が適用されますが、一定の勤務経験（大卒程度

試験採用は１年、高卒者試験採用はおおむね５年）後、職務

の特殊性が考慮され、金額的に有利な公安職の俸給表が適用

されます。その他、期末・勤勉手当（いわゆるボーナス）、

通勤手当、住居手当などの諸手当が支給されます。

【参考：標準的な大卒程度試験採用の場合】

　　　採用時　　　１８２，２００円

　→　採用１年後　２１２，３００円

　１日の勤務時間は

　　８時３０分から１７時１５分まで

　　（正午から１３時までは休憩時間）

の７時間４５分ですが、早出遅出勤務により３０分単位で勤

務時間を早めたり遅くしたりすることができるため、その日

の自分の都合や業務都合により勤務時間を柔軟に変更して働

くことができます。

　なお、宿直勤務はありません。また、時間外勤務をした場

合には超過勤務手当が支給されます。

休暇 ワークライフバランス

　休暇は、国民の祝日のほか土曜日・日曜日の週休二日制と

なっており，その他、有給休暇として

　　　年次休暇　年２０日（採用１年目は１５日）

　　　特別休暇（結婚、出産、忌引きなど）

　　　夏季休暇（７～９月の間に３日間）

　　　病気休暇（負傷・疾病）

などがあります。

　なお、土日祝日には休日勤務を当番制で行っていますが、

休日の日に勤務した場合には平日の勤務日を休日に振り替え

て休むことができます。

　ワークライフバランスを充実させるための取組として

　　　定時退庁日（毎週水曜日）の意識啓発

　　　月１日以上の年次休暇取得の奨励

　　　早出遅出勤務の積極的活用

などを行っています。

　また、３歳に満たない子を養育する職員は、男女を問わず

育児休業を取得することが可能であり、育児休業を取得した

職員に対しては、定期的に業務に関する情報提供を行ってス

ムーズに職場復帰できるようサポートをしています。

職員間の交流

　岐阜地検では、野球、バレーボールなどの部活動が盛んに

行われており、毎年行われる検察庁親善大会などで好成績を

挙げるために勤務時間終了後や休日に活動をしています。ま

た、部活動は幅広い年代の職員が所属しており、このような

場で他部署の職員と接点を持つことで職員間の交流を深めて

います。

　また、若手職員はＢＢＱ大会などを企画して懇親を深めて

おり、みんなが気持ち良く楽しく仕事ができるよう雰囲気作

りを積極的に行っています。

採用に関するアレコレ！！～採用担当者インタビュー ～

岐阜地検の求める人材は？ 面接ではどんな点を見てる？ 検察庁を目指す学生へ一言

業務説明会、採用に関する
お問い合わせはこちらまで

岐阜地方検察庁

　岐阜市美江寺町２－８

    ☎ 058-262-5149

検索 岐阜地検

  検察庁はマンパワーを結集し 

  て仕事を進めていく役所であ

  り「人の役所」と言われてい 

  ます。そのため協調性がとて

  も重要となり採用においても 

  この点を重要視しています。

  検察事務官として働きたいと

  いう意欲を見ています。なぜ

  検察事務官になりたいのか、

  どうして岐阜地検で働きたい

  のかという点は、必ずと言っ

  ていいほど面接で聞かれると

  思います。

  どんな仕事でも良い面と悪い

  面があると思います。いろい

  ろな官庁を見た上でやっぱり

  検察庁で働きたいと思っても

  らえたらうれしいです。体調

  管理に気をつけて就職活動を

  乗り切ってください！

　事務局総務課人事係

勤務条件とワークライフバランス


