
☆＝☆――――――――――――――☆＝☆ 

 特許庁採用情報メールマガジン VOL.６７ 

 

※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。 

 

今年も残すところ僅かとなりますが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。 

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 

・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 10 日（木） 女性のための公務研究セミナー 

・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）＞ 

・3 月 1 日（火）霞ヶ関 OPEN ゼミ 

↓詳細はこちらから↓ 

https://www.jinji.go.jp/saiyo/event/event_top.html 

 

 

 

 

 

 

 



■□■―――――――――――――■□■ 

 ２．～特許審査官採用関係情報～ 

■□■―――――――――――――■□■ 

☆全体スケジュール（予定）☆ 

12 月 大学等オンライン業務説明会 

1 月  知財ゼミ（審査実務編）＠対面（特許庁）・オンライン併用 

    大学等オンライン業務説明会 

    公務研究セミナー＠広島、仙台 

2 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＠京都、東京 

女性のための公務研究セミナー@東京 

3 月  知財ゼミ（座談会（若手職員）編）＠対面（特許庁）・オンライン併用 

 

↓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 

・1 月 14 日（金）審査実務編＠対面（特許庁）・オンライン併用 

・2 月 10 日（木）知財行政編＠対面（特許庁）・オンライン併用 

・3 月 11 日（金）座談会（若手職員）編＠対面（特許庁）・オンライン併用 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 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！ 

・12 月 20 日（月） 京都工芸繊維大学 

・12 月 20 日（月） 名古屋工業大学 ※お問合せは PA2190@jpo.go.jp まで 

・12 月 21 日（火）、22 日（水） 東京大学（新領域ジョイントワークショップ） 

・12 月 22 日（水） 岐阜大学 ※お問合せは PA2190@jpo.go.jp まで 

・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）☆ 

1 月 大学等オンライン業務説明会 

2 月 意匠ウィンタープログラム（1Day インターンシップ）＠オンライン 

女性のための公務研究セミナー＠東京 

公務研究セミナー＠東京 

↓詳しくはこちら↓ 

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/isho/event/index.html 

 

☆イベントスケジュール☆ 

① 意匠ウィンタープログラム（1Day インターンシップ）＠オンライン 

2 月 1 日（火） 

↓詳細とご予約はこちらから↓ 

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/isho/event/winter-program.html 

 

② 個別業務説明（随時受付中！） 

意匠審査官って何者？どんな仕事をしているの？ 

そんな皆さんそれぞれの気になることに合わせて 

個別に意匠審査官の業務内容を説明します！ 

マンツーマンで行いますので、 

聞きたいことを思う存分聞くことができます。 

 

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！ 

 



③ 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！ 

 

・1 月 7 日（金） 長岡造形大学  

・1 月 11 日（火） 早稲田大学 

・1 月 12 日（水） 女子美術大学 

・1 月 13 日（木） 多摩美術大学 

・1 月 17 日（月） 東京都立大学 

・1 月 18 日（火） 東北芸術工科大学 

・2 月 22 日（火） 京都市立芸術大学 

 

■□■――――――――――――――――――■□■ 

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）☆ 

1 月～ 公務研究セミナー  

2 月～ 大学等オンライン業務説明会 

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！ 

 

・2 月 18 日（金）  神奈川大学 

・2 月 19 日（土）  東京アカデミー 

 

 

 



■□■――――――――――――――――――――■□■ 

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。 

 

今月は事務職員 3年目 Hのこれまでの部署遍歴について。 

調整課・会計課・秘書課の 3部署に配属された私の実体験に基づいて、それぞれの仕事

内容や雰囲気、魅力等についてお話しします！！ 

 

① 審査第一部調整課企画調査班（2019.4-2020.3） 

調整課はより高品質な特許審査を実現するために、特許審査部における各種施策の

企画・立案を行っています。 

 

調整課では、国内外の特許出願件数等の統計データの取得や、特許審査部に在籍す

る非常勤職員の採用・管理を主に行いました。 

特許に関する業務について幅広く関わることになるので、「特許庁」で仕事している

のだなと強く実感することができました。 

 

また、特許審査官の方と一緒に仕事をすることになるため、業務を通じて特許に関

する知識をより深めることができます。 

当時お世話になった特許審査官の方とは、今でもランチに行くくらい仲が良いで

す！ 

 

事務職員であるにもかかわらず、特許審査官の方に囲まれて仕事をすることができ

る貴重な 1年間だったとしみじみ思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 会計課給与班（2020.4-2021.9） 

会計課の最大の魅力は、お金の動きを管理することで、特許庁全体を数で把握でき

ることだと思います。 

 

なぜなら、会計課では出願人からの出願料や特許料、その他様々な物品の購入とい

った特許庁に関する様々なお金の業務に携わることができるからです。 

お金を扱うような管理業務は、一見地味ではありますが、お金を管理する力を付け

ることで、他課室でお金を使用する際にも役立てることができます。 

 

私が所属していた給与班では、特許庁職員の給与支給をメインに業務を行っていま

した。 

毎月正しい金額を期限内に職員に支給するために、班内でのコミュニケーションは

もちろん、Excelやシステムを駆使することが求められます。 

 

着任したては覚えることが多く苦労しましたが、上司の方々のサポートによって

徐々にですがスムーズに業務を遂行できるようになりました。 

 

③ 秘書課任用班（2021.10-） 

秘書課では、人事関係業務や職員への研修、初任給決定業務等、特許庁職員が働く

上で欠かせない様々な業務を行っています。 

 

私が現在所属している任用班では、主に人事関係業務と採用活動を担当していま

す。 

人事関係業務では、部署異動や育児休業等といった人事異動を、必ず上司に確認を

したうえで発令をしないといけません。 

そのため、発令日までに上司の許可を取る必要があり、スケジュール管理能力や正

しく資料を作成する力が求められます。 

 

一方で採用活動では、参加者の皆様に特許庁の魅力や業務内容を正しく理解しても

らう必要があります。 

そのために説明や資料の工夫はもちろん、私自身がより詳しく特許庁のことについ

て理解しないといけません。 

 

まだまだ勉強不足な点も多いですが、困った時には優しい上司や先輩が助けてくれ

るので、非常に温かい部署であるなと実感しています。 

 

 

 

 



※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 2022 年 1 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 

☆＝☆――――――――――――――――――――☆＝☆ 

 


