職員からのメッセージ
平成31年度
入省
（行政）
総務部

平成24年度
入省
（行政）

人事課

佐藤 拓丸

総務部 経理調達課 課長補佐
＜現：塩釜港湾・空港整備事務所
品質管理課 課長＞

福士 翔太

山内

福島河川国道事務所
阿武隈川上流緊急治水対策出張所

北上川ダム統合管理事務所
管理第一課 係長
＜現：河川部 河川計画課

髙森 優花

係長＞

私はこれまで、主に河川の整備に関する事業に携わってきており、現在は
ダムの維持管理や洪水時の操作に関する業務を行っております。ダムや堤
防は、地域の安全のために新たに整備していくことも重要ですが、整備し
た施設が洪水時に効果が発揮できるよう常に維持管理していくことも重要
です。また、かんがいや発電などの水の利用や公園などの水辺の利活用な
ど、河川やダムは普段から地域に必要とされており、「治水・利水・環境」
の総合的な管理を担っています。
地域から必要とされているものに対応するには、皆さんがこれまで学んで
きた土木の知識のほかに、行政としての視点も含めて調整や判断が必要と
なります。土木構造物の完成に携わる以外にも、地域との調整や判断に
よって地域に貢献できる機会もあり、やりがいを感じることができるかと
思います。
様々な仕事がありますが、当然1人では進めることができません。同じ組織
内の職員がチームとして協力していくことになります。皆さんの柔軟な考え
方も取り入れながら、よりよい仕事ができることを楽しみにしています。

山形工事事務所 道路管理第二課 入省
道路部 道路工事課 係員
福島河川国道事務所 調査第二課 係長
山形河川国道事務所 建設監督官
福島河川国道事務所 東北中央道維持出張所長

私は現在、東北中央自動車道の維持管理や相馬福島道路の工事
監督を担当しています。入省以来、主に道路事業の設計・積算、維
持管理、工事監督などに携わってきました。
国土交通省の事業は、安全・安心で快適な暮らし、地域の経済・
文化活動を支える重要な役割を担っています。
現在携わっている相馬福島道路は東日本大震災からの早期復興
を図るプロジェクトとして位置づけられており、間もなく全線開通
を迎えようとしています。日々現場が進んでいく様子を目の当たり
にする仕事は肌で感じやすく醍醐味でもあります。
整備局の仕事は地域の期待を背負っている分、大変なことも多い
ですが、やりがいや達成感を得ることができます。皆さんも一緒
に東北の未来をつくっていきましょう。

南三陸沿岸国道事務所
事務所長

五十嵐 俊一
歴

私は現在、令和元年東日本台風の災害復旧と、防災・減災対策を
行う「阿武隈川緊急治水対策プロジェクト」を担当しています。最
初は初めてだらけの仕事に不安を感じていましたが、今は様々な
立場の意見や想いに触れながら事業を進めていくことに大きなや
りがいを感じています。
「公務員は堅く静かな職場」と思われがち
ですが、土木の分野は、自分の考えや意見が尊重される機会が多
くあります。また、転勤で地元を離れることを不安に思っている方
も多いと思います。実際、転勤は大変ですが、地域の新たな魅力
を見つけたり、新しいことを始めるきっかけになったりと、良い側
面もたくさんあります。楽しむ力があれば、転勤を不安に思うこと
はありません。
大規模な事業から地域に寄り添った事業まで、幅広い仕事が出来
る東北地方整備局には、皆さんが活躍出来る場面がたくさんあり
ます。東北の未来のために、一緒に働ける日を心待ちにしていま
す。

平成4年度
平成17年度
平成23年度
平成29年度
平成31年度

50代 幹部クラス

経

係員

髙橋 大輔
歴

歴

入省

私は現在、最上川ダム統合管理事務所で、副所長として事務の総
括を担当しています。
東北地方整備局には、東北６県に多数の勤務官署があります。私
は子供の成長とともに、通勤範囲を広げながら、仕事を続けてく
ることができました。
また、東北地方整備局では、働き方改革及びワークライフバラン
スを推進し、仕事と生活の両立支援を中心に取組が進められてい
ます。
「テレワーク」
「フレックスタイム制」
「仕事と育児・介護の
両立支援制度」などにより、生活に合わせた柔軟な勤務をするこ
とが可能で、とても働きやすくなっています。
東北地方整備局で、あなたも一緒に思いっきり仕事をしてみませ
んか。お待ちしています。

平成2年度
入省
（土木）

福島河川国道事務所 東北中央道維持出張所長
＜現：宮城南部復興事務所
工務第二課 課長＞

経

経

歴

企画課

福島河川国道事務所
阿武隈川上流緊急治水対策出張所

平成16年度 福島河川国道事務所 調査第一課 入省
平成25年度 河川部 河川計画課 係員
平成27年度 国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課 係員
平成29年度 仙台河川国道事務所 調査第一課 係長
平成31年度 北上川ダム統合管理事務所 管理第一課 係長

昭和58年度 北上川下流工事事務所 庶務課 入省
平成18年度 北上川下流河川事務所 総務課 係長
平成29年度 東北技術事務所 経理課長
平成30年度 総務部 人事課 課長補佐
令和２年度 最上川ダム統合管理事務所 副所長

40代 管理職クラス

平成4年度
入省
（土木）

一井 利光

経
平成31年度 企画部

八戸港工事事務所 庶務課 入省
塩釜港湾・空港整備事務所 品質管理課 係長
塩釜港湾・空港整備事務所 総務課 係長
総務部 経理調達課 係長
総務部 経理調達課 課長補佐

松浦 陽子
歴

平成16年度
入省
（土木）

平成2年度
平成24年度
平成26年度
平成27年度
平成31年度

私は現在、経理調達課に勤務し港湾空港関係の入札及び契約業務を
担当しています。契約業務と言っても少額の購入から、港湾や空港を
建設するための工事など契約金額の幅も広く、契約方法も様々です。
入札契約事務は経済社会情勢の変化による制度改正が多いため、内
容の理解が難しかったり、業務の進め方で悩んだりすることもありま
すが、上司や同僚の方々に相談しやすい職場環境ですので、一人で悩
みを抱えるといった心配もありません。また、転勤により勤務地が変わ
ることもあり、私も何度か経験していますが、東北はどこへ行っても
「住めば都」で、それぞれの地元の良さを感じながら仕事をすることが
できます。地方整備局の仕事は、道路・河川・港湾・空港など幅広く、ど
れも私たちの生活を支える重要なものです。安全安心で魅力ある東北
のためにみなさんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

30代 係長クラス

平成31年度
入省
（土木）

恵

最上川ダム統合管理事務所
副所長

経

管理第一係長

私の勤務している盛岡出張所では河川の維持管理をしており、そ
の中で河川許可や水質事故、出水等の緊急対応を主に担当してい
ます。係員から係長となったことで業務の幅が広がり、求められ
る役割や責任が増しました。
初めての仕事は全く分からない状態でスタートしますが、職場の
同僚や上司がアドバイスしてくださったり、自分で解説書を開いて
勉強していくことで少しずつ理解し、仕事を進めることが出来る
ようになっていきます。初めての仕事で不安に思うことがあるかも
しれませんが、頼れる仲間がいますので安心してください。
とても働きがいのある職場だと思いますので、私たちと一緒に東
北地方整備局で働きませんか。

20代 係員クラス

令和2年度

三陸国道事務所 経理課 入省
三陸国道事務所 総務課 係員
秋田県大館市 出向
総務部 人事課 係員
岩手河川国道事務所 盛岡出張所

歴

平成24年度
平成26年度
平成27年度
平成29年度
平成31年度

経

歴

歴

自身が東日本大震災で被災していることから、東北の復興から発
展の過程を1番近くで見続けられる職場であり、災害から人々を助け
る側の存在になれる仕事である、という理由で東北地方整備局へ
入省しました。
現在は、各職員の給与・諸手当の認定等を担当しており、現場の最
前線で働く職員がより快適に働ける環境作りをしています。新たな
知識を数多く得られ、そして頼もしい上司の下で、仕事ができてい
る現在は、入省前の予想とはまた違った充実感を得られています。
近年は災害の激甚化や、多様な社会ニーズ等、今までの既成概念に
とらわれることの無い、柔軟な対応が求められていると感じていま
す。行政職（事務官）は、そのような課題に、法律・通知等を駆使
し、より安心安全で住みやすい東北を実現していく仕事だと思って
います。目的・志をお持ちの方であれば、必ずその期待に応えてくれ
る職場ですので、いつか、まだ見ぬそのような方々と一緒に働ける
日が来ることを待っています。

昭和58年度
入省
（行政）

岩手河川国道事務所
盛岡出張所 管理第一係長
＜現：青森河川国道事務所
弘前国道維持出張所 管理第三係長＞

経

経
平成31年度 河川部 水政課 入省
令和３年度 総務部 人事課 係員

平成2年度
入省
（行政）

平成２年度 山形工事事務所 調査第二課 入省
平成20年度 郡山国道事務所 調査課 課長
平成28年度 道路部 道路計画第一課 課長補佐
平成31年度 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
観光・地域づくり事業調整官
令和３年度 南三陸沿岸国道事務所 事務所長

東日本大震災から10年を迎えました。私は10年前、盛岡市で震災
を経験し、その後は主に、復興からのリーディングプロジェクトで
ある三陸沿岸道路等の復興道路・復興支援道路の整備に携わっ
てきました。震災からほぼ10年でこのビックプロジェクトを成し
遂げたことを誇りを感じています。地域の皆様のご協力あっての
ものですが、整備局の力を結集した成果です。そして、現在は、完
成したこの道路の維持管理等を担当しています。
整備局の仕事は、地域づくり、災害対応、社会資本の整備や維持
管理などソフト面からハード面まで多岐にわたります。東北の将
来に向けた仕事なので難しいことも多いですが、地域の皆様から
感謝の言葉を頂いた時には達成感が得られるとてもやりがいの
ある仕事です。整備局で東北の将来を一緒に考えましょう。
※職員の経歴は一部抜粋しています。
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