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法務局はこんな仕事をしています

会社を設立した
いけど・・・
設立登記の手
続って？

不動産登記

国際結婚するん
だけど手続はど
うすればよい？

亡くなった
父の家を

相続した・・・
登記した方が
いいのかな？

不動産登記の窓口へ
不動産に関する情報を登記情報システムに

記録し、公示することで、国民の権利の保全
を図り、不動産の取引の安全と円滑を図って
います。

会社を
起業したい・・・
設立登記って
しないと

いけないの？

商業・法人登記の窓口へ
会社・法人が法人格を得るための条件とな

る設立登記をはじめ、会社・法人の重要な情
報を登記情報システムに記録し、公示するこ
とで、会社の信用を維持し、取引の安全と円
滑を図っています。

日本国籍を
取得したい・・・

手続は
どうすれば
いい？

戸籍・国籍の窓口へ
外国人の帰化許可申請などの受付、審

査を行う国籍業務、また、市町村で取扱う
戸籍事務への助言等を行っています。

大家さんと
家賃の値上げで
トラブルに・・・
家賃を支払う
方法はあるの？

供託の窓口へ

子どもが
学校でいじめに
あっている・・・
悩みを相談できる

所は？

人権相談の窓口へ
人権擁護委員と連携して、人権侵害によ

る被害者の救済を図る調査救済活動や、
人権尊重の理念を広めるための人権啓発
活動などを行っています。

供託には、弁済供託を始めとして様々な
種類があり、これらの供託の申請を受付、
審査することで国民の権利保全や紛争予
防等を図っています。

そのほか、国を当事者とする訴訟等の代理人として訴訟活動を行う訟務
事務や庶務・人事・会計など組織の運営を担うための各種事務を行って
います。
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会社を設立した
いけど・・・
設立登記の手
続って？

不動産登記

国際結婚するん
だけど手続はど
うすればよい？

法務局が目指すこと・求める人材

正確で質の高い
行政サービス

の提供

高松管内の法務局・地方法務局では、真に国民に必要とされる組織
を目指すため、組織として重点的に取り組む基本方針・共通目標を定
め、活力ある職場づくりを職員一人一人が実践しています。

法務局が所掌する業務は、国民の皆様と直に接する登記等の業務か
ら、国の代理人として法廷に立つ訴訟の業務まで、実に多岐に渡りま
す。そこで、法務局では、様々な業務に興味関心を持って主体的に行
動ができる、

を求めています。
なお、法務局は、人物本位の採用を行っているため、年齢、新卒、

既卒、出身校や出身学部等が選考に影響することはありません。
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健康で
活力のある
職場づくり

職員の
専門能力
の向上

重要施策の
着実な推進

国民の
信頼と期待
に応える

好奇心旺盛な人材



法務局は公私ともに充実した
職員の生活を支援します

各種研修制度
職場でのＯＪＴや法務局が実施する地方研修、法務本省が実施する各種中

央研修のほか、高松法務局管内では、新規採用時から計画的に法務局職員
として必要な知識を習得させるとともに、幅広い業務に対応できる人材を育成
するため、独自の育成プログラムに基づいた研修を実施するなど、職員の成
長を後押ししています。

ワーク・ライフ・
バランスの推進

年次休暇の
取得日数の
向上

定時退庁日
完全実施の
取組推進

超過勤務
の縮減
に向けた
業務効率化
の推進

育児や
介護の
ための
制度利用
推進

さまざまな制度を活用する取組を推進することにより、働きながら育児や介護を
する職員を支援します。

転勤（異動）

転勤は、職員の適性や職員本人の希望、出産や育児をはじめとする職員の生
活環境等を考慮した上で、１年～数年間のサイクルで行われます。
基本的には県内又は四国内ですが、本人の希望等により、四国外や法務本省

への転勤も可能です。転勤は、新たな職場で人間関係や視野を広げ、自分自身
が成長できる絶好の機会です。
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充実した研修制度

転勤は
成長へのBig Chance!



不動産登記

国際結婚するん
だけど手続はど
うすればよい？

高松法務局
丸亀支局
安藤 汐里

令和３年度採用

２ 職場の雰囲気は？

分からないことや困ったことがあっても上司や
先輩が優しく、快く相談に乗ってくれるため、
一人で抱え込むことなく、とても働きやすい職
場です。また、仕事外のことでも気さくに話す
ことができるため、職員同士良い関係を築くこ
とができる職場です。

１ 法務局で働いてみたいと思った理由は？

法務局は、登記、戸籍、人権など国民の生活に
密着した、幅広い業務を行っています。業務を
通じてそれぞれの分野で専門性の高い知識や経
験を身に付けることができ、自分自身の成長に
もつながると思い、志望しました。

３ 法務局を希望する方へのメッセージ

法務局は多様な業務を扱っており、国民の皆様
と関わる機会も多くあります。そのため専門的
な知識の習得は必要不可欠となりますが、その
分社会に役立っている実感を得られるやりがい
のある職場だと感じています。ぜひ、法務局で
一緒に働きましょう。

徳島地方法務局
登記部門
谷田 達也

令和３年度採用

法務局では幅広い業務を取り扱っているため、全て国
民の生活と関係のある重要な業務となっており、やり
がいを感じられます。また充実した各種研修制度があ
り、専門的な知識や様々な経験を積むことができるの
で、自身の成長につながります。皆さんと共に仕事が
できることを、楽しみにしています。

若手先輩職員からのメッセージその１

大学で法律を学び、学んだ知識を活かせられる
仕事に携さわりたく、法務局に関心がありまし
た。官庁訪問などを通して、職場の暖かい雰囲
気や多種多様な業務により、国民の生活に幅広
く関わっていることに魅力を感じ、志望しまし
た。

仕事をする上で疑問や分からないことについて、上
司や先輩職員にいつでも相談することができ、それ
に快く対応して下さるので、若手職員にとっては安
心して業務に取り組むことができます。また、仕事
以外でも他愛もない話をすることもあって、コミュ
ニケーションが活発な職場だと感じています。
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１ 法務局で働いてみたいと思った理由は？

２ 職場の雰囲気は？

３ 法務局を希望する方へのメッセージ



不動産登記

国際結婚するん
だけど手続はど
うすればよい？

高知地方法務局
会計課

島岡 竜哉
平成３０年度採用

業務の中で分からないことや疑問に思うことにつ
いて、法律の根拠を示しながら、論理的に教えて
くださる経験豊富な上司や先輩が多くいます。そ
のため、不安を感じずに仕事に取り組むことがで
きるほか、職員同士のコミュニケーションが取り
やすいと感じています。

法律に携わることのできる職種への就職を希望し
ており、業務説明会に参加した際に、登記業務や
人権擁護事務など、法律と社会生活の根幹に関わ
る行政サービスに携わることができる点、また、
職員の方の明るい雰囲気に魅力を感じ、志望しま
した。

法務局は研修制度が充実しており、着実に自分
の能力を成長させていくことができる職場だと
思います。また、ワークライフバランスの充実
にも力を入れていますので、休暇を取得したい
時にはしっかり休むことができます。是非法務
局で一緒に働きましょう。

松山地方法務局
大洲支局

萩野 明日香
令和元年度採用

法務局は、登記、戸籍、供託、人権擁護、訟務など、
多様な業務がありますが、充実した研修や勉強会、
上司のサポートにより、各専門知識を習得すること
ができます。やりがいや成長を感じられる職場なの
で、ぜひ、法務局で一緒に働きましょう。

法務局では、職員一人一人がワークライフバラ
ンスを大切にしながら、登記、戸籍、供託、人
権擁護、訟務などの幅広い分野でいきいきと活
躍しているとの話を聞いて魅力を感じ、志望し
ました。職員の方々の温かい対応も決め手でし
た。

業務の中で、分からないことや疑問に思うことが
あれば、一人で抱え込むことなく、上司や先輩に
気兼ねなく相談できます。一緒に問題を解決して
くれる職員がいる心強い職場です。また、年齢の
近い職員との横のつながりもあるので、情報を共
有したり、お互いに助け合うこともできます。

若手先輩職員からのメッセージその２
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１ 法務局で働いてみたいと思った理由は？

２ 職場の雰囲気は？

３ 法務局を希望する方へのメッセージ

１ 法務局で働いてみたいと思った理由は？

２ 職場の雰囲気は？

３ 法務局を希望する方へのメッセージ



採用担当幹部からのメッセージ

徳島地方法務局総務課
〒770-8512 徳島市徳島町城内6番地6

徳島地方合同庁舎
電話：088-622-4171（代表）
ＨＰ：http://houmukyoku.moj.go.jp/tokushima/

高知地方法務局総務課
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号

高知よさこい咲都合同庁舎
電話：088-822-3331（代表）
ＨＰ：http://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/

松山地方法務局総務課
〒790-8505 松山市宮田町188番地6

松山地方合同庁舎
電話：089-932-0888（代表）
HP：http://houmukyoku.moj.go.jp/matsuyama/

６

高松法務局職員課
〒760-8508 高松市丸の内1番1号

高松法務合同庁舎
電話：087-821-6191（代表）
ＨＰ：http://houmukyoku.moj.go.jp/takamatsu/

各局採用担当
私たちが皆さんをお待ちしています

法務局の業務は，不動産登記や商業法人登記をはじめ
として，戸籍，国籍，供託，訟務，人権擁護など多岐に
わたっていますが，その特色は，国民の権利や財産を守
る業務を行っているところです。
そして，国民の皆様と直接接することが多く，国民か

ら信頼されることを組織目標として掲げています。また，
社会情勢の変化に応じて，社会のニーズに対応すべく新
規施策を多く展開しています。
行動力があり，チャレンジ精神旺盛な方をお待ちして

います。私たちと一緒に働いてみませんか。

高松法務局総務管理官 玉井由紀江
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