
令和３年度採用 （一般職（大卒程度）行政）

（執筆時）九州総合通信局 電気通信事業課
（現職：九州総合通信局 陸上課）

■ 若手職員メッセージ

身近なところにつながる仕事

私は令和３年４月に採用され、電気通信事業課に所属しています。通信局の業務には

様々な分野がありますが、私はスマホやネット回線などの電気通信サービスに関わる消費

者保護やセキュリティ関係の業務を担当しています。主な業務はインターネットを販売する

店舗の届出受付や学校で行うインターネットセキュリティ講座への講師派遣の依頼などで

す。これら以外にも、年間を通して消費者センターと事業者の意見交換会やセキュリティ関

係のイベントなどを開催しています。

最初は消費者保護ルールやセキュリティに関する知識がほとんど無く、不安を感じてい

ました。しかし、研修や日常業務を通して先輩方が丁寧に教えてくださり、疑問にも答えて

いただけるので安心して働くことが出来ています。消費者保護は複雑で、解決が難しい問

題ばかりですが、苦情相談などで集められた情報はガイドラインなどに反映され、問題改善

に繋がっていきます。生活に欠かせないインターネットの安全安心な利用環境づくりに携わ

ることができ、やりがいを感じています。

働きやすい職場です

初めは職場になじめるか少し心配していましたが、実際に働いてみると気さくな方ばか

りで毎日楽しく働いています。基本的に残業が少なく、希望した日に休暇が取りやすいの

で私生活も充実しています。困ったときには先輩方に気軽に相談できるので、いつも恵ま

れているなと感じます。

九州総合通信局の業務は日常生活のあらゆる場面に関係している仕事です。大変なこ

ともありますが、やりがいがあり、職場の雰囲気もいいのでとても働きやすいです。課に

よって仕事内容が異なり業務の幅が広いため、色々なことに興味がある方にもおすすめ

です。少しでも気になった方は是非、官庁訪問に来てみてはいかがでしょうか。みなさんと

一緒に働くことができる日を楽しみにしています。



令和３年度採用 （一般職（大卒程度）行政）

（執筆時）九州総合通信局 情報通信連携推進課
（現職：九州総合通信局 航空海上課）

■ 若手職員メッセージ

ICTで国や地域のために貢献できる

私は令和３年４月に採用され、現在はICTの利活用促進を担当しています。具体的には、九

州のICT利活用を促進するセミナー・イベントの開催やBeyond ５G（６G）の研究開発の促進

などが主な業務です。私は高校・大学ともに情報通信分野を専門的に学んでいたため、ICT

の知識を活かし、地元である九州に貢献したいという思いがありました。今では、最先端の

ICTに触れながら地域活性化や地域課題解決へアプローチする仕事が出来ているため、と

てもやりがいを感じています。…ここまで聞くと、入局までに「理系の専門的な知識」が必

要なんじゃないかと不安に思う方がいるかもしれませんが、全然心配しなくて大丈夫です。

面倒見の良いベテラン職員さんがしっかりと若手職員をサポートしてくれる職場環境に

なっているだけでなく、専門的な研修も充実しているため、入局前に「知識０」でもしっかり

働いていけます。

また、九州総合通信局は、事務系・技術系どちらの採用区分でも双方の分野の業務に携

わることが出来るので、「ICTの最先端技術に携わりたい方」はもちろんのこと、「文系だけ

ど理系のことに興味がある方」にもおすすめ出来る職場です。「ICTという今後も成長し続

ける分野で、国や地域のために貢献できる」そんな職場はいかがでしょうか。

職場環境の良さと熊本の住みやすさが魅力

職場の風通しも良く、様々な点で職場環境の良さを感じるのですが、職場環境だけでな

く熊本の住みやすさも大きな魅力の一つだと思います。「熊本は、生活関連施設や交通機

関が充実していて利便性の高い街」これは、地元である長崎から熊本に来た時に感じた印

象で、その印象は今でも変わっていません。また、熊本は九州の中心付近に位置していると

いうこともあり、九州各県へアクセスしやすいため、地元が九州の方は気軽に帰省出来る

のではないでしょうか。職場環境・生活環境ともに良いので、特に就職を機に一人暮らしを

始める方は安心出来ると思います。

公務員試験は長く・辛いものですが、もう少しの辛抱です。試験を乗り越えたみなさまと

一緒に働ける日を楽しみにしています。



令和３年度採用 （一般職（大卒程度）行政）

九州総合通信局 有線放送課

■ 若手職員メッセージ

有線放送ってなに？

私は令和３年４月に採用され、有線放送課に配属されました。有線放送といわれても、ぴ

んとこないと思いますが、ケーブルテレビに代表されるような、ケーブル（有線）をつない

でテレビやラジオなどが視聴できるようにしているものです。

主にケーブルテレビ事業者の許認可業務や補助金の審査業務を担当しているのですが、

ケーブルなどがどう設置されているのかを確認することが多いので、図面を見る機会が

多いです。しかし、すぐに質問できる環境にあり、また、参考資料をいただけたり、施設見学

があったりなど学ぶ機会が豊富なので、難しそうだなと不安がらなくて大丈夫です。

また、補助金の審査業務では、事業者と国の架け橋的な業務で、伝えることの難しさを感じ

ながらも、日々取り組んでいます。

仕事のしやすさ

上司や先輩方は、優しく気さくな方ばかりで、気軽に質問ができ、フォローもしていただ

けるので、安心して業務が出来ます。

また、若手職員向けに他課の業務についての研修もあり、１年目から広く職場全体の仕事は

どういうものかを知ることが出来るので、これから自分がどういう仕事をしていくのかが

イメージしやすいです。

ワークライフバランスの充実

あたたかい雰囲気の職場環境であるという働きやすさだけでなく、制度的にも働きやす

いと思います。採用から３，４年目に本省勤務がありますが、それ以外は、基本的に熊本にあ

る合同庁舎で働くことが出来るので、様々なライフイベントに対応しやすく、人生設計が立

てやすいと思います。また、取得しやすい年次休暇からいっても、ワークライフバランスが

とりやすい職場だと思います。ぜひ、九州総合通信局を志望してみてください。



令和３年度採用 （一般職（大卒程度）行政）

九州総合通信局 電波利用企画課

■ 若手職員メッセージ

電波の有効活用を推進

私は、令和3年4月に採用され、電波利用企画課という部署の、企画推進ライン担当として働いて

います。電波は携帯電話をはじめ、ありとあらゆる分野で利用されており、有効活用するためには、

技術開発が必要となります。研究者の方々の技術開発を施策で支援したり、多くの方々に技術開発

に対する認識を深めていただき、研究意欲を高めてもらうために、支援施策やそのユースケースを

紹介するセミナーを開催したりすることが、主な業務内容です。

研究者の方々を招いた検討会やセミナーを一つ開くのに、こんなにやらなければならない業務・

調整があるのかと驚くこともありますが、今や人々の生活に欠かせないインフラである情報通信分

野に携わり、より利便性のある社会づくりの一翼を担う業務内容に日々やりがいを感じられます。九

州管内の研究者の方の興味深い研究内容や、情報通信分野のトレンドに触れられるといった面白さ

もあります。

私が担当している業務以外にも、当局には無線局に関する申請に対して審査や検査を行う許認

可業務、不法無線局を取り締まる業務等があり、一つの職場で多種多様な経験ができることも、当

局で働く魅力であると考えています。

充実したサポート・職場環境

当局で業務に従事するとなると、電波法をはじめとする法令や無線工学に関する知識が必要と

なりますが、これらの知識は、手厚い研修によって身につけることができ、同じ職場の方々から丁寧

に指導していただけます。業務を進める上でどのように処理して良いのかわからない時は、上司や

他部署の方々が相談に乗ってくださいます。テレワークの際でも、チャットや通話を利用して、気兼ね

なく質問することができます。また、休暇も比較的自分の好きなタイミングで取得しやすいので、私

生活を充実させたい方には、当局はおすすめです。私も祝日の前後に休暇を取得し、旅行に行くこと

があります。

職場全体として風通しが良く、親しくしていただける先輩方が大勢いらっしゃるので、興味のある

方は、是非当局の官庁訪問におこしください。皆様と一緒に働ける日を心待ちにしています。



令和３年度採用 （一般職（大卒程度）化学）

九州総合通信局 監視課

■ 若手職員メッセージ

社会生活に不可欠な無線通信

私は、誰もが安心してICTの恩恵を享受できる社会の実現がしたいという思いから通信局を志望

しました。令和３年４月に採用され、現在は監視課に所属し、電波監視に係る業務に従事しています。

具体的には、消防無線、航空無線など社会的に重要な無線通信に妨害が発生した場合の発射源の

迅速な特定･排除を行う業務です。無線という目に見えないものを専用の測定器で可視化して妨害

の発射源を探るのですが、原因が判明したときの達成感は何ともいえないものがあります。さらに、

５Gへの妨害を対象とした電波監視というのも喫緊の課題ですが、いわば“最先端の課題”に取り組

めることにも使命や面白さを感じています。

試験区分を問わない

私は大学で化学を専攻しており、採用試験も化学区分で受験しました。化学区分って情報通信も

法律も関係なさそうだけど？とお思いになるかもしれませんが、通信局では試験区分を問わない

人物本位の採用を行っていますので、最初から専門知識がなくても問題なく選考対象になります。

また、事務系･技術系ともに採用後の職務内容は基本的に同じで、情報通信行政に幅広く携わること

が可能です。業務知識に関しては入局後４月から１ヶ月間の研修があり、国家公務員制度から電波法

や無線工学などの専門知識を基礎から丁寧に学ぶことができます。

人のためになる仕事がしたい

そんな思いはもちろんありましたが、働く上で私が一番に重視したいことは職場環境でした。国家

公務員と聞くと堅苦しいイメージがありましたが、説明会に参加した際の明るく和やかな雰囲気に

魅力を感じたことも、通信局を志望した決め手の一つです。入局してからは想像していたよりも風通

しが良く、１年目であろうと関係なく意見を聞いていただけるので、些細なことでもやりがいを感じ

られます。また、休暇に理解のある職場で、土日や祝日の前後に休暇を取得し、連続休暇を計画して

小旅行に行くなどリフレッシュも欠かせません。このように、公私ともに充実した毎日を送ることがで

きています。

最後に、進路選択に悩みはつきものですが、職場の雰囲気や自分のやりたいことができるのかを

知るために色々な職場の説明会に参加するといいと思います。その際、選択肢の一つとして九州総

合通信局をご検討いただければ幸いです。きっと魅力を感じられると思いますので、ぜひ説明会や

官庁訪問にお越しください。



令和２年度採用 （一般職（大卒程度）行政）

（執筆時）九州総合通信局 航空海上課
（現職：情報流通行政局 総務課）

■ 若手職員メッセージ

幅広い業務に携わることができる

私は令和2年4月に採用され、現在は情報通信連携推進課に所属しています。課の名前に

「連携」と付いている通り、様々な業務があります。各種セミナー開催、５G投資促進税制、

戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）、放送コンテンツの制作取引・海外展開事業、関

係団体との連携強化など多岐にわたります。

最近だと、話題の「テレワーク」に関する業務も行っています。総務省「テレワークサポー

トネットワーク」事業では、各地域に中小企業のテレワーク導入支援を目的とした窓口を立

ち上げ、テレワーク導入に関するミニセミナー、ICT・セキュリティ・労務管理などの相談を気

軽に行える相談会を実施しているところです。

「当局と外部の方々の繋ぎ役」として仕事をすることにやりがいを感じながら、業務に当

たっています。

人生設計が立てやすい環境

通信局は、国の機関でありながら転勤がほとんどありません。採用3、4年目で本省勤務

がありますが、それ以外はほぼないため、人生設計がしやすい職場だと思います。

また、仕事で悩んでいる時には、上司が親身に相談に乗ってくださいます。分からないこ

とがあり質問すると、優しく丁寧に教えてくださいます。業務説明会等でも聞かれるとは思

いますが、本当に風通しの良い職場だと感じています。メリハリをつけて仕事ができるので、

充実した日々を送ることができると思います。

本当に良い職場ですので、是非官庁訪問に訪れてみてください。みなさんと一緒に働け

る日を楽しみにしています。



令和２年度採用 （一般職（大卒程度）行政）

（執筆時）九州総合通信局 放送課
（現職：情報流通行政局 地上放送課）

■ 若手職員メッセージ

理系科目を避けてきた私でも

私は令和２年４月に採用され、テレビ、ラジオ等放送関係の無線局の許認可を担当する放

送課という課で働いています。電波や無線通信など、文系出身の私にはピンとこないワー

ドが多く不安でしたが、いざ仕事にとりかかると、先輩方に本当に優しく教えていただけて

います。質問にも、この資料が役に立つなどと持ってきてくださったり、話を聞いていた先

輩方が声をかけてくださったりと、いつも親身になってくださる方ばかりで、安心して働き

成長していける、温かい職場です。

公務員は法律に基づき動くので、理系的な知識だけでなく、法律を読み解く文系的な力

が必要な場面も多くあり、総合的な力が養われます。理系科目が苦手で避けてきていたよ

うな私でも、今まで目を向けていなかった新しい知識を日々学んでいくことができ、そん

な知識を元に行う自分の業務が、地域の日々の生活を回していく一員となれる職場です。

地域活性化にアプローチ

私が通信局で働こうと決めたきっかけは、情報通信の分野から、地域活性化にアプロー

チする方法もあると知ったからです。はじめは、地域貢献といえば地方公務員と考え目指し

ていたのですが、説明会で話を聞き、ICTの活用を通して、農業や医療、地域問題など本当

に様々な分野の課題解決を図る手段となり得ると知り、今後も発展を続ける情報通信の分

野から地域、国を支える仕事をしたいと思いました。

また、東京での研修を除くと熊本にある合同庁舎からの異動がない点、先輩方の話を聞

きテレワーク勤務や有休取得などをしっかりと利用できる点に、私生活と両立して楽しめる

自分の将来像を想像でき、魅力を感じたことも理由です。



令和２年度採用 （一般職（大卒程度）行政）

（執筆時）九州総合通信局 航空海上課
（現職：国際戦略局国際戦略課）

■ 若手職員メッセージ

初めての分野にわくわくしながら挑戦

私は令和2年4月に採用され、現在は航空通信関係の無線局の担当をしています。具体的

には、航空機に搭載する様々な無線機、例えば救命に関わるものや飛行高度情報をやりと

りするものなどの許認可が主な業務です。申請を審査する中で関係法令を読み解いたり、

周波数を確認したり、という業務が中心ですが、電波の基礎知識に全く触れてこなかった

私でも問題なく受け入れてもらい、勉強しながら仕事にあたっています。むしろ、毎日新し

いことを知ることができ、初めての分野にわくわくしながら挑戦しています。

一方、無線局の検査のために九州のあちこちに出張するというアクティブな面もありま

す。九州各地で航空機に搭乗して飛行検査をする機会もあり、日々の仕事に飽きることは

ありません。

「航空機や船舶にとっては無線通信が唯一の連絡手段」入局後印象深く残っている言葉

です。つまり、人命に大きく関わる仕事に携わっていることになるので、もちろん責任もあ

りますが、それだけやりがいも感じています。

ちょっと珍しくて、ちょっとかっこいい？？

そして何より、職場の雰囲気が一番のアピールポイントだと思っております。どんなこと

でも相談にのってくださる職場の皆さんと、日々和やかな雰囲気で仕事をしています。入

局して1年未満ですが、この職場で良かったと何度思ったかわかりません！

皆さんの普段の生活に関わっていないようで、実はありとあらゆるもの・ことが電波・通

信に関係しています。そして、これからもその重要度は変わらぬまま、一方で変化を続ける

情報分野に合わせて仕事も変化していくことと思います。そんなちょっと珍しくて、ちょっ

とかっこいい九州総合通信局で一緒に働きませんか。皆さんの入局をお待ちしています。



令和２年度採用 （一般職（大卒程度）行政）

（執筆時）九州総合通信局 陸上課
（現職：総合通基盤局 電波部 移動通信課）

■ 若手職員メッセージ

通信局の仕事というと．．．

私は令和２年４月に採用され、現在、国や独立行政法人等の所有する無線局の許認可事

務を担当しています。無線局が使用されている現場へ出向いて、関係法令に則って運用さ

れているか検査を行うこともあります。大きな責任感も伴いますが、とても充実しています。

大学では情報通信系の勉強をしていたので、情報通信系の仕事に就きたいと思い、九州

総合通信局を志望しました。入局前は通信局の仕事というと、ネットワークやパソコンとい

うワードばかりが頭に思い浮かんでいたのですが、「電波」に関する業務も当局の基幹業務

です。携帯電話、テレビ・ラジオなどの放送局、その他様々な用途の無線局や高周波を利用

する医療機器などなど、電波を利用する様々な無線設備を電波法という法律に基づき取

り扱っており、仕事をしていて、新たな発見のある毎日を送っています。

かなり特殊な知識が必要なのではないか、と心配される方もいらっしゃるかもしれませ

んが、職場や研修施設（東京都内）での研修がかなり充実していますし、先輩方も優しく丁

寧に教えて下さる方ばかりなので心配は無用です。

充実した毎日です

『仕事を始めたら、自分の時間なんてとれないのだろうな…』 学生時代はそんなネガ

ティブな事ばかり考えていましたが、九州総合通信局は希望した日に休暇が取りやすく、

残業も比較的少ないため、自分の時間も沢山確保することができます。今は感染症の流行

のため、外を出歩いたりすることが難しいですが、通常であれば仕事と私生活のオンオフ

を切り替えて、充実した毎日が送れるのだろうなと思います。

職場の雰囲気もかなり良好で、風通しの良い職場です。仕事もプライベートも充実した

日々を送りたい、そんなあなたに是非九州総合通信局をおすすめしたいです。



令和２年度採用 （一般職（大卒程度）行政）

（執筆時）九州総合通信局 陸上課
（現職：電気通信紛争処理委員会事務局）

■ 若手職員メッセージ

最先端に関わることができる

私は令和２年４月に採用され、携帯電話事業者の無線局の許認可業務や検査業務を担当

しています。最近CM等でも聞くことが多くなった５Gについても審査等を行っています。５G

は新しい技術が次々に出てきており、審査の項目や基準となる法律等も日々変化している

ので、審査が大変こともありますが、担当職員どうしで相談し合って、審査を進めていくこ

とにやりがいを感じながら業務を行っています。また、携帯電話という私たちの日常生活

に欠かせないものに関して、少しでも役に立てていることが、この業務をやっていて良

かったと実感するところです。

充実したテレワーク環境

現在、新型コロナウイルスの影響でテレワークを行う機会が多くあります。テレワークは

専用の端末を持ち帰って自宅で業務を行うのですが、私は入局してすぐにテレワークをせ

ざるを得なかったので、初めは不安でいっぱいでした。しかし、上司や先輩方からチャットや

ビデオ通話で、積極的に話しかけてくださったので、不安を解消することができました。

職場の雰囲気の良さ

九州総合通信局に入局して一番驚いたことは、職員どうしが仲良く、職場の雰囲気が明

るいということです。入局前までは、国家公務員＝堅苦しいというイメージがありましたが、

この職場は、いい意味で国家公務員っぽくない職場だと感じます。先輩方が優しく接してく

ださるので、毎日楽しく業務を行うことができています。また、サークル活動等も充実して

いるため、幅広い年代の方や他の部署の方とも仲良くなれることができます。

皆さんと一緒に働けることを心待ちにしております。



令和２年度採用 （一般職（大卒程度）電気・電子・情報）

（執筆時）九州総合通信局 監視課
（現職：情報流通行政局 放送技術課）

■ 若手職員メッセージ

情報通信業務に携わる事ができる

私は大学で情報セキュリティを専門に学んできました。地元である九州に貢献でき、情報

通信に関わることができる仕事を探していたとき、九州総合通信局を見つけました。九州

総合通信局について調べると、地域情報化や電気通信の発展、電波の利用・促進、電波利

用環境の促進、放送の普及・促進など、同じ情報通信分野でありながら、これまで学んでこ

なかった幅広い分野にも関わる事ができる業務に魅力を感じ、この職場を選びました。

九州総合通信局のことを気になっている方や、情報通信業務に携わってみたい方は、ぜ

ひ説明会に参加してみてください。

現在は電波監視に関する業務を担当しています。社会的に重要な役割を持つ消防や救

急、航空無線など、生活するうえで欠かすことのできない無線局に障害が生じた際などに、

迅速に妨害源を排除する業務です。

無線局が使用できないとそれぞれの業務機能がストップしてしまう可能性があるため、

人の役に立てていると実感しています。

楽しい職場です

公務員といえば堅苦しいイメージを持っている方が多いかもしれません。しかし九州総

合通信局の雰囲気は明るく、他部署の方にも気兼ねなく質問することができる職場です。

みなさんと一緒に楽しく働ける日を楽しみにしています。


