
☆＝☆――――――――――――――☆＝☆ 
 特許庁採用情報メールマガジン VOL.６５ 
 
※本メールマガジンは、御登録いただいた 
アドレス宛てに配信しております 
☆＝☆――――――――――――――☆＝☆ 
こんにちは。特許庁採用担当です。 
秋も深まり、過ごしやすい日々になってきましたね。 
今号も各種採用情報をまとめて 
お届けしてまいりたいと思います。 
ぜひ最後までご覧ください。 
 
１．共通の採用関係情報 
２．特許審査官採用関係情報 
３．意匠審査官採用関係情報 
４．事務職員＆商標審査官採用関係情報 
５．コラム（職員の色々教えちゃいます！） 
 
■□■―――――――――――■□■ 
 １．～共通の採用関係情報～ 
■□■―――――――――――■□■ 
セミナー型説明会（人事院等主催） 
・11 月 6 日（土） 公務研究セミナー＜東京地区（１回目）＞ 
・11 月 13 日（土）公務研究セミナー＜九州地区＞ 
・11 月 20 日（土）公務研究セミナー＜近畿地区（１回目）＞ 
・11 月 23 日（火）公務研究セミナー＜北海道地区＞ 
・11 月 27 日（土）公務研究セミナー＜東海・北陸地区＞ 
・12 月 1-3 日のいずれか１日 公務研究セミナー＜霞が関＞ 
・1 月 15 日（土） 公務研究セミナー＜中国・四国地区＞ 
・1 月 18 日（火） 公務研究セミナー＜東北地区＞ 
・2 月 6 日（日） 公務研究セミナー＜近畿地区（2 回目）＞ 
・2 月 15 日（火） 公務研究セミナー＜東京地区（2 回目）（技術系）＞ 
・2 月 17 日（木） 公務研究セミナー＜東京地区（2 回目）（事務系）＞ 
↓詳細はこちらから↓ 
https://www.jinji.go.jp/saiyo/event/koumu/koumu.html 
 
 
 
 



■□■―――――――――――――■□■ 
 ２．～特許審査官採用関係情報～ 
■□■―――――――――――――■□■ 
☆全体スケジュール（予定）☆ 
10 月 大学等オンライン業務説明会 
11 月 知財ゼミ（知財行政編）＠対面（特許庁）・オンライン併用 
    公務研究セミナー＠東京、福岡、大阪、札幌 
12 月 知財ゼミ（座談会（採用担当）編）＠対面（特許庁）・オンライン併用 
    ウィンタープログラム（2Days インターンシップ）＠オンライン 
    公務研究セミナー＠東京 
    大学等オンライン業務説明会 
1 月  知財ゼミ テーマ・形式未定 
    大学等オンライン業務説明会 
↓詳しくはこちら↓ 
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/index.html 
 
☆イベントスケジュール☆ 
① 知財ゼミ 
・11 月 12 日（金）知財行政編＠対面（特許庁）・オンライン併用 
・12 月 6 日（月）座談会（採用担当）編＠対面（特許庁）・オンライン併用 
・1 月 14 日（木）テーマ・形式未定 
知財ゼミの後には、技術分野別の相談会（希望者のみ）も実施します。 
↓ご予約はこちらから↓ 
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/event/chizai-zemi.html 
 
② ウィンタープログラム（2Days インターンシップ）＠オンライン 
・12 月 9 日（木）～12 月 10 日（金） 
※詳細は決まり次第お知らせします。 
 
③ オーダーメイド型 個別業務説明 
皆さんの都合の良い日時・知りたいこと 
に合わせて特許審査官の業務内容をご紹介します。 
特許庁庁舎での実施／オンラインが選べます。 
↓ご予約はこちらから↓ 
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/event/kobetsu-setsume.html 
 
 
 
 



④ 大学等オンライン業務説明会 
原則、開催大学等に所属する学生のみ参加可能です。 
詳細は各大学等でご確認いただくか、 
調整課採用担当 PA2190@jpo.go.jp まで 
お気軽にお問合せください！ 
・10 月 27 日（水） 慶應義塾大学 
・12 月 5 日（日）  名古屋大学 
・12 月 7 日（火）  中央大学（理工学部または理工学専攻の学生のみ） 
・1 月 6 日（木）  大阪大学（対面併用） 
 
■□■―――――――――――――■□■ 
  ３.～意匠審査官採用関係情報～ 
■□■―――――――――――――■□■ 
☆全体スケジュール（予定）☆ 
11 月 公務研究セミナー＠東京、大阪 
12 月 公務研究セミナー＠東京 
 
☆イベントスケジュール☆ 
① 個別業務説明会 
意匠審査官ってどんな仕事をしているの？ 
そもそも意匠審査官とは何者？ 
そんな皆さんの疑問に答えるべく、 
個別に意匠審査官の業務内容を紹介します！ 
 
オンラインでも実施していますので、 
興味のある方は、 
意匠課採用担当 PA1530@jpo.go.jp まで 
お気軽にお問合せください！ 
 
■□■――――――――――――――――――■□■ 
４. ～事務職員＆商標審査官採用関係情報～ 

■□■――――――――――――――――――■□■ 
☆全体スケジュール（予定）☆ 
10 月～  大学等オンライン業務説明会 
11 月～  公務研究セミナー 

 
 
 
 



☆イベントスケジュール☆ 
【事務職員・商標審査官共通】 
① 業務紹介動画 
事務職員・商標審査官の業務内容を 
課室ごとに紹介した動画になっております↓ 
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/movie/index.html 
 
② 大学等オンライン業務説明会 
原則、開催大学等に所属する学生のみ参加可能です。 
詳細は各大学等でご確認いただくか、 
秘書課採用担当 PA0120@jpo.go.jp まで 
お気軽にお問合せください！ 
 
 ・11 月 9 日（火）  北海道大学 
・11 月 10 日（水） 法政大学 
・11 月 11 日（水） 大阪大学 
・12 月 3 日（金）  千葉大学 
・12 月 5 日（日）  名古屋大学 

 
■□■――――――――――――――――――――■□■ 

５. ～コラム（職員の色々教えちゃいます！）～ 

■□■――――――――――――――――――――■□■ 

・職員の 1日や 1週間 

・職員紹介 

・職員同士の対談 等々 

特許庁の雰囲気を感じていただけるような記事を 

配信していきます。 

今回は、意匠審査官Ｋのとある１日をご紹介します :) 

 

０８：３０ 登庁・メールチェック 

 

０８：４０ 先行意匠サーチ 

出願された意匠を審査する際は、 

庁内の意匠検索システムやインターネット等を用い、 

膨大な数の先行意匠（既に世の中に出ているデザイン）をサーチします。 

新しいデザインであるか（新規性） 

簡単に作れたものでないか（創作非容易性）に着目しながら、 

サーチを進めていきます！ 

 



１０：３０ 業界団体との打ち合わせ 

年に数回行っている業界団体との意見交換会では、 

審査官と企業の方とで意匠審査や 

業界のデザイン動向等に関する理解を相互に深めています。 

この日の打ち合わせでは、令和元年意匠法改正で 

新たに保護対象となった意匠の審査について、議論を行いました。 

 

１２：００ お昼休み 

あっという間にお昼になりました！ 

自席で食事をとった後は、 

ＳＮＳを見たり仮眠したりしています。 

 

１３：００ 午前中のサーチの続き 

 

１５：００ 起案 

サーチが十分に完了したら、各出願について 

起案（出願人への通知を作成すること）をします。 

登録と判断した出願には「登録査定」を起案し、 

何らかの理由によって、現時点では登録ができない出願には 

「拒絶理由通知」を起案します。 

出願人が通知の内容を理解しやすいよう、 

丁寧な文章にすることを心掛けています。 

 

１７：１５ 退庁 

お疲れ様でした！ 夕飯の献立を考えつつ帰ります ○゜ 

 
※配信にあたり、ご要望等がありましたら 
いつでも御連絡下さい♪お待ちしています！ 
 
☆＝☆――――――――――――――――――――☆＝☆ 
◆次号は 2021 年 11 月中旬頃に配信予定です。 
◆メールマガジンの配信停止や配信先変更の場合は、 
下記 URL より詳細をご確認ください。 
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/sns/index.html 
◆メールマガジンの感想・ご意見・ご要望もお待ちしております！ 
メールアドレス：PA0120＠jpo.go.jp 
◆本メールマガジンの無断転載を禁じます。 
 
 



【配信元：特許庁 総務部秘書課】 
特許庁 HP 
 https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/index.html 
採用担当ツイッター 
 https://twitter.com/jpo_recruit 
☆＝☆――――――――――――――――――――☆＝☆ 


