
所在地：宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎Ｂ棟 8階

電 話：022-225-2171

H    P ：東北地方整備局 営繕部

http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00093/K00490/eizen/
盛岡営繕事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/moriei/

東北の未来を拓く東北のその先へ

国土交通省 東北地方整備局 営繕部
採用情報 パンフレット

問い合わせ先：全般・建築(内線：5151)
電気・機械(内線：5351)
※代表電話に内線番号をお伝えください



技術職公務員とは

選択肢 選択肢 選択肢

営繕の仕事内容 ～業務の流れ～

地方自治体

工事業者

設計事務所

・案件によっては、地域のまちづくり協議会
等で外部の意見を聞くこともあります。

・設計事務所に図面の作成を委託します。私
たちは設計事務所によって作成された図面の
審査をします。

・工事業者に工事を発注します。私たちは、図
面どおりに施工しているかチェックします。

企画

設計

工事

保全

・新築については、内
部での会議を重ね企画
資料を作成します。

・設計事務所に設計業
務を委託する資料作成
をします。

・主に現場監督業務を
行い、工事業者と円滑
に工事を進行します。

・数年に一度、建設した
施設の調査を行い、老朽
化などの評価をします。

民間と大きく違うと感じるのは、私た
ちは、建物の一生に関わる仕事である
ことだと思います。建物を企画して、
設計して、その後も建物の状態を調査
したり、そういう所にやりがいを感じ

ています!!

業務の流れ 関係相手

協議

委託

発注

皆さんは、公務員に技術職があることを知っていま
すか？いわゆる、皆さんが知っている戸籍や住民票手
続きの窓口業務等を行う公務員とは別に、土木や建築
など自分の技術を活かした仕事ができる技術職公務員
があります。
技術職公務員を目指したとき、建築、電気、機械等

の分野を学んできた方には、国土交通省の東北地方整
備局職員になる選択肢があります。私たちは東北地方
整備局営繕部に所属し、東北６県の国が所有する、合
同庁舎や税務署、ハローワーク等の建築物の営繕業務
を行っています。
営繕と聞いて、皆さんはピンとこないと思いますが、

営繕とは建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え
などを意味しています。公務員として、書類仕事も多
いですが、自ら設計をしたり、整備対象施設の調査の
ために出張をしたりと業務の内容は多岐に渡ります。

『公務員』

事務職

・土木職

・化学職

・農学職

・建築職

・電気職

・機械職

etc…

営繕技術職

エントランスホール

災害対策用ヘリポート

所在地 ： 宮城県仙台市
規模 ： 鉄骨造 地下2階 地上17階 延床面積 約38,000㎡
完成年度 ： 平成27年度

仙台合同庁舎B棟

仙台合同庁舎B棟には東北地方
整備局を含め複数の官署が入居し
ています。
仙台合同庁舎B棟は東北地方の
防災拠点としての活動ができるよう、
高い耐震性能や自家発電設備等の
防災機能の整備、災害対策用のヘ
リコプター「みちのく号」が離着陸でき
るように全国の整備局でも最大級の
ヘリポートの設置等をしています。

防災拠点としての業務継続性の確保

災害対策室

避難階段への案内サイン 津波避難ビルサイン

米代東部森林管理署上小阿仁支署石巻港湾合同庁舎

所在地 ： 宮城県石巻市中島町
規模 ： 鉄筋コンクリート造 地上5階 延床面積 約2,000㎡
完成年度 ： 平成26年度

石巻港湾合同庁舎は災害応急
対策活動の拠点として耐震安全
性と津波防災機能を備えていま
す。この庁舎は津波避難ビルと
なっており５階には避難スペー
ス、市の防災倉庫を確保し、外
からの避難ができるように独立
した屋外階段を設置しています。
また、太陽光発電装置、地熱

利用システムなどのエネルギー使
用の効率化等に資する様々な技
術を採用しています。

屋外避難階段

津波・省エネルギー対策

外観は山形市景観条例に基づ
き、明るく淡いグレートーンを基調と
したタイル張りとし、隣地と調和を
図っています。また、水平と垂直ラ
インを表し、壁面を分割化すること
で、周辺の建物とスケール感を調
整しています。
内部は吹き抜け空間を持った平

面となっており、採光、換気に自然
エネルギーを活用しています。

所在地 ： 山形県山形市
規模 ： 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上4階 延床面積 約6,900㎡
完成年度 ： 平成28年度

山形法務総合庁舎

吹き抜けホール

周囲の建物や環境に調和した高さ・形態・色彩

一般道から建物への通行部分

建築×官庁施設
官庁施設とは、国家機関の建築物を指す言葉です。
私たち営繕部では、国家機関の施設を建築しています。紹介する施
設はほんの一部ではありますが、ここ最近で新築した施設です。

技術×公務員
意外と知られていない技術職公務員。その実態を若手職
員の言葉でわかりやすく紹介します！

選択肢

Question 東北地方整備局では、事務職と技術職の割合は何対何でしょうか？

Ⅰ ８：２ Ⅱ ６：４ Ⅲ ４：６

Answer Ⅲ 事務：技術＝４：６

解説 皆さんは公務員といえば、事務職が多いのでは？と思っているかもしれませんが東北地方整備局は

技術職員が多いです。皆さんのような理工系の学生を求めています。
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所在地 ： 秋田県北秋田郡上小阿仁村
規模 ： 木造 地上2階 延床面積 約530㎡
完成年度 ： 平成29年度

米代東部森林管理署上小阿仁支署

米代東部森林管理署上小阿仁
支署は、北秋田市と上小阿仁村の
米代川森林計画区南部の国有林
を管理しています。
木造庁舎であり、内装には秋田
県産の杉を多く取り入れています。
また、階段に設けられた杉板の意
匠壁や格子天井は、旧庁舎の会
議室天井で使われていた天然秋
田杉板を再利用してます。

階段ホール

木の温もりあふれる明るい空間づくり

事務室
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建物は主に 建築 と 建築設備 の要素で構成されています。

建築 はその名の通り 建物を建てる ことで、外観や室内、建物内のレイアウトなどのデザインを決めていきます。

建築設備 とはあまり聞きなれないかもしれませんが、大まかに言うと建物に 機能を持たせる ことです。

機能を持たせる の 機能 とは、たとえば建物を適温に維持することや適切な明るさに調整することなどを指しています。

その 建築設備 は 電気設備 と 機械設備 の２つに分かれています。

ここからは建物にどのような 機能 を持たせる 建築設備 が導入されているのかをいくつかの例を用いて紹介します。

大前提として建物を安全に使用できなくてはなりません。
万が一の火災に備えた消火設備・自動火災報知設備。
停電したときのための自家発電設備。
断水したときのための水槽設備。
そういったものを備えておくのも建築設備のひとつです。

安全な建物管理

現代において電気は生活に欠かすことの
できないものになっています。
普段私たちの使用するパソコンなどの機器はもち
ろん、他の建築設備も動力である電気がないと
機能を発揮することができないものが多々あります。
電気設備は電気を使用可能に整える重要な設備です。

電気環境の整備

暑かったり、埃っぽかったりすることのないように
建物内の空気環境を整えているのが空気調和設備です。
新鮮な空気を建物に入れ、温湿度を調節する空気調和機。
空気を冷却、加熱するための冷温水をつくる熱源機器。
目には見えない「縁の下の力持ち」な設備です。

温度湿度調整

蛇口をひねれば出てくる水。
トイレは水洗化され、清潔に使用できます。
そんな当たり前に使用できる水を不自由なく
使用できるように整えているのが給水・排水設備です。

水環境の整備

次のページ
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Question 営繕の建築職員になるために、専攻するべき科目は何でしょうか。

Ⅰ 構造力学 Ⅱ 都市計画 Ⅲ 建築史

Answer ありません

解説 建築を学んでいる学生であれば、皆さんが大学で何を専攻していようと優劣はないと思います。だから

といって大学での知識が役に立たないというわけではなく、仕事の中で上司が丁寧に教えてくれるので１

から勉強ができるという意味です。もちろん、電気職、機械職も専攻に優劣はありません。

太陽光発電

エレベーター

電気自動車用
充電設備

蓄電 自家発電
設備

受変電
設備

空気調和機高架水槽

照明器具(電灯設備)

厨房設備

トイレ(衛生器具設備)

熱源機器

消火設備 躯体(建築)

雨水利用設備

受水槽
給水設備

排水設備

冷却塔(空気調和設備) ルーバー(目隠し壁)

外灯

樹木

『たてもの』＝『建築』×『建築設備（電気設備・機械設備）』～全体編～

ただ快適であればいいのではありません。
これからは持続可能な社会を目指して
環境にも配慮していかなくてはなりません。
クリーンエネルギーを生み出す太陽光発電設備。
環境汚染の少ない電気自動車用充電設備。
雨水をトイレなどの排水に利用する雨水利用設備。
環境負荷低減技術が積極的に導入されています。

環境負荷低減技術

建物の印象を決める明るさ。
薄暗いより明るい建物のほうが印象はいいですよね。
でも明るすぎると居心地は良くはありません。
電灯設備は建物内を快適にする環境作りだけではな
く建物の印象を左右させます。

明るさの調節
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身近な室内で『建築』・『建築設備（電気設備・機械設備）』について見ていきましょう！

『たてもの』＝『建築』×『建築設備（電気設備・機械設備）』～室内編～

照明設備

室内を明るく照らしてくれる照明設備

にも色々な種類があります。部屋の用

途に応じてふさわしい照明設備を選ぶ

ことも私達の仕事のひとつ

です。

換気設備 空調設備

扉 電源 窓

室内の空気環境を快適に保つためには

なくてはならない設備のひとつです。

キッチンなどにある換気扇が

身近なものですが、執務室等

にも必要な設備です。

一番身近なもので言えばエアコンのこと

です。室内の暑い寒いを調整してくれる、

なくてはならない設備のひとつです。温

度だけでなく、湿度、空気洗浄度などの

条件によって、必要

な設備を選択します。

部屋の用途などに応じて大きさ、材質、

防音など色々な条件があり、

その条件に応じてどんな扉

を使うか選択します。

執務室の中では電線をどう通すかが重

要になってきます。一般的には天井裏

に配線しますが、OAフロア(２重床)の

場合は床下に空間をつ

くり、そこに配線を通

します。

換気をするため、光を取り入れるため、

日射を遮るためなど、

色々な条件により

様々な種類の窓から

適切なものを選択

します。
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Question 1年間で有給休暇は何日間あるでしょうか？

Ⅰ ０日間 Ⅱ １０日間 Ⅲ ２０日間

Answer Ⅲ ２０日間

解説 有給休暇は１月１日に付与されるため、採用年は１５日間になります。２０日までは翌年に繰越が可

能で最大４０日までです。私たちの職場は有給休暇をとり易い環境でもあり、1時間単位で休暇を取

得することも可能です。05 06



中里 明希美

Ｈ27年 入省

営繕部整備課
建築設計審査係

小川 智輝

Ｈ26年 入省

営繕事務所技術課
技術係

７：００ 起床

８：４５

９：１５

１０：００

１１：００

１３：００

１５：００

１７：００

休日には若手職員同士で
ちょっとした旅行に行っ
たりもしました。温泉に
入ったり、美味しいもの
を食べたりでとてもリフ
レッシュできました^ω^

宿舎について

私は独身用宿舎に住んでいます。地下鉄駅か
ら徒歩数分に位置し、６畳ワンルームの部屋
になっています。各部屋にキッチン、トイレ、
お風呂が整備されていますので、一人暮らし
には十分な生活ができます。私が住んでいる
宿舎は女性職員が多く、仲の良い同期もたく
さんいますので安心して暮らせますし、時々

遊びに行ったり、体調悪いときは助けてもらったり…、楽しい宿舎ライ
フを送ることが出来ます(^_^)

通勤

メール
チェック

打合せ

昼休み

工事
発注
資料の
準備

会議

終業後

資料
修正

図面の
チェック

仕事終わりは、友達とご飯に行ったり、買い物
したり…。新しいおしゃれなごはん屋さんを見
つけては行ってみて、長時間おしゃべりしてま
す（笑）友達と時間が合わないときは、ジムに
行って汗を流し、ストレス発散したりします。

本局

勤務時間 ９：１５～１８：００

仕事開始。まずはメールのチェックから。設計
事務所、工事受注者、他の課の方々など多くの
人と関わるのでメール連絡もたくさん！

仲の良い同期や後輩と食堂でランチタイム。たま
には外に出ておしゃれなお店で女子会やったり♪

設計図の見直しをしたり、工事の現場説明書
（入札・見積参加者に対して、設計図書に示さ
れていない請負条件の説明資料）を作成したり
と、資料の準備をしていきます。

８：３０

９：３０

１２：００

１３：００

１５：００

１７：３０

起床 ７：３０

事務所

移動

昼休み

現場
事務所

移動

準備営繕事務所

勤務時間 ８：３０～１７：１５

入省すると1ヶ月近くに及ぶ、
研修でじっくりと仕事を学べ
る機会があってしっかりと力
がつきます。他にも座学や現
場学習の機会も年間を通して
ありますので馴れない現場で
も安心！

９：００

監督職員として現場に行く前には 前回の指
摘事項や、現場代理人からの相談内容を確認
しておきます。また定例打合せがスムーズに
いくよう現場進捗状況もしっかりと事前に確
認します。

公用車での移動です。現場によっては新幹線
やバス等の公共交通機関を利用する事もあり
ます。移動の時間を活用して車内で標準仕様
書、監理指針、監理業務資料集を確認。

現場にて施工業者や監理業者、施設を利用
する職員などと打合せを行います。工事が
滞りなく進むよう施工確認や安全確認も重
要です。

現場が遠い場合は戻ってくる時間が遅くなっ
てしまうことも･･････ ただ、行き先によって
は職場に寄らず直接帰ることもあります。

Question 居住に関して、してはいけないことはどれでしょうか？

Ⅰ 民間アパートを借りること Ⅱ 公務員宿舎に暮らすこと Ⅲ 実家から通うこと

Answer どれも大丈夫です

解説 公務員宿舎に暮らせば、民間アパートより安い家賃になりますし、民間アパートに暮らせば自分の好きなと

ころに、好きな間取りで暮らすことができます。好みもありますので皆さん自身で選択しましょう。
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出勤
準備

会議で出された意見をまとめ、資料を修正します。
また再度、メールや締切の確認をし、明日やるこ
とも確認します。忙しい時期は残業すること
も･･･ しかし急ぎの仕事が無い場合は、ノー残
業ですぐに帰ります。リフレッシュも大事ですの
で、無駄な残業はしません！

職員×スケジュール
ここでは、ある一日の仕事のスケジュールを若手職員2名に紹
介してもらっています！実際の業務を感じてみてください！

終業後

小見出し

施設見学中、真剣に！

会議中、和気藹々と！

職員×一問多声
建築、電気、機械の職員に就活中の皆さんが聞きたいと思う質問を
ぶつけ、会話形式で答えています。
働いている職員の生の声を聞いてください！！

(－建築職－) 近藤純子

ーArchitecture－

営繕部整備課

建築設計審査係

H29年 入省

環境建設工学科卒

庁舎の壊れた箇所の修復や、建物を長
く維持するための仕事をしています。
内容として設計事務所と打合せや図面
の依頼、チェックをしています。

(－電気職－) 幸坂隆磨

ーElectricity－

営繕部整備課

電気設計審査係

H29年 入省

電気電子工学科卒

工事する建物の電気設備（電灯や受変
電設備、通信設備、発電設備等）の設
計に携わっています。具体的に設計事
務所が設計した図面や計算書のチェッ
ク、現地調査を行っています。

(－機械職－) 石川誉大

ーMachine－

営繕部整備課

機械設計審査係

H28年 入省

機械工学専攻(大学院修士)

エアコンやトイレ等の機械設備につい
て設計事務所に図面などの資料の作成
を依頼したり、資料を審査しています。

１８：００

１２：００

Q.国家公務員になりたい！と思ったのは？

幸坂:大きな仕事ができそうというイメージがあっ
たからですね。それで国の仕事の中でも省エ
ネやZEBが面白そうと思って来ました。

石川:近藤さんはあえて国を選んだのは理由はある
かな？

近藤:インターンで東北地方整備局に来ていたので、
皆さんが仕事をする姿を見て入りたいと思い
ました。

幸坂:石川さんはすごい志望理由がありましたよね。
石川:機械を作るよりも、色々機械を組み合わせて

する仕事を大きいスケールでやってみたかっ
た。幸坂と少し似てるね。

Q.入省してみての感想を！

石川:うーん、こんなに図面を描くと思わなかった。
もう少し現場での作業が多いとは思ってた。

幸坂:まだまだこれから経験を積む感じですね、
そして良い上司と先輩が多かったです。

近藤:もっとピリピリして怖いところだと思ってい
たらフレンドリーでした。

Q.実際の職場環境はどうでした？

幸坂:休みは取りやすいですね。
近藤:確かに。1年目だからかも知れないですが、

何かあったときに休みが取りやすくて助かり
ます。

石川:急な予定が入っても対応できるよね。

Q.仕事をしてみて楽しかったこと辛かったことが
あったら教えてください。

近藤:まだ覚え切れていない仕事もあるので、
それに関しては何もできなくて辛いです。

石川:まあそれはあるかな、時期によっては辛い。
幸坂:あと飲み会の次の日は辛いですね（笑）
石川:辛い（笑）
近藤:ほどほどに（笑）そんな感じで、楽しかったこと

はありましたか？
石川:出張に行っておいしいご飯を食べたり、

帰りの新幹線で景色を楽しんだり。大きい建物
の設計に関わればはやりがいを感じたり出来るか
もしれないね。

幸坂:研修だと同期以外にも本省や他の職場の色々な
人に出会えます。

石川:確かにいろいろな人に会えるね。
近藤:あと仕事に限りませんが、毎日覚えることがあ

るのも楽しいと思います。
石川:その中で成果を感じると、より楽しくなるよ。

Q.転勤についてどう感じています？

近藤:分かってはいましたが本音を言うと不安です。
ただ皆さんを見ていて、転勤した先で楽しみ
を見つけてていくのだなと思いました。
今後の自分の気持ちに整理を付けて行きたい
ですね。

幸坂:まだ1年目なので周りの動き具合が全然わか
ってないですね。ただ転勤するとなかなか
行けない所に容易に行けるようになって色々
見てみたい人にとっては転勤こそ国家公務員
の醍醐味だと先輩が言っていました。

石川:思うところはありますが、職場が変わっても
そのときそのときの「今」を楽しんでいます。

会議中！！
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打合せ

終業後



Q クイズ内容

選択肢 選択肢 選択肢

イ
キ
ヌ
キ

ク
イ

ズ

女性職員×インタビュー
営繕部でも割合は少ないですが、女性職員が働いていま
す！そんな女性職員たちに、職場の働きやすさについて
伺ってきました！！

Question 機械設備工事に含まれるのはどれでしょうか？

Ⅰ スプリンクラー設備 Ⅱ レントゲン設備 Ⅲ 現金自動預払設備

Answer Ⅰ スプリンクラー設備

解説 機械設備工事種目の消火設備に含まれます。消火設備や火災報知設備の

工事にあたっては、各エリアの消防署との事前調整が重要になります。

Q.早速質問です、女性職員は多いですか？

中里:営繕部職員約70名の中で女性は10名程度ですね。
断然、男性職員の方が多い。

近藤:少ないです。でも今私が働いている係は女
性が多いですね。

中里:最近は私、近さん、近藤さん含め、女性の技術
職員は増えている感じはしますね。

Q.更衣室やトイレはどんな感じですか？

近藤:女性用更衣室やフロアにあるトイレも綺麗
だと思います。ただロッカーが狭いですね。

近:  それと他部だと女性用更衣室のあるフロア
と仕事するフロアが違う場合があるので
ちょっと大変ですね。

中里:普段の生活している職場では多少不満はあ
るけど概ね使いやすい職場環境だと思います。
ただ、工事現場へ行ったときなどは少し苦労
することがあるかも。

近藤:確かに工事現場で作業服に着替えたりすると
きは困りますね。

中里:トイレも男女兼用で、仮設の小さなトイレの
場合は、嫌でしたね～

近藤:最近は女性用トイレを設けたり、綺麗で使いや
すい「快適トイレ」などの導入が増えてきてま
すから、今後は改善されていきそうですね。

Q.職場での服装は何を着ていけば良いですか？
オフィスカジュアルな服装でしょうか。

近藤:女性職員は私服で大丈夫ですよ。でも私は入
りたての頃は緊張してしばらくスーツでした。
今はとりあえず持ってる私服で間に合わせて
ます。ほとんど学生時代からの使いまわしな
のでコーデの才能が欲しい！

中里:私も最初は公務員の固いイメージからジャケ
ットなどしっかりとした服や、全体的に黒や
紺といった暗い色じゃないとダメかと思って
いましたが、実際は雑誌に載っているような
素敵女子がたくさんいまして・・・。
私もまだまだオフィスファッション勉強中です。

近: 私も最初の時スーツで出社してましたね。
女性の方に服装について聞いたら、「そんな
に厳しく言われないよ。このぐらいのスカー
ト丈でも大丈夫なんだよ」と言われましたね。
その方は膝より短い丈でした。それからは
スーツは会議の時位しか着ませんね。

Q.男性職員の方が多くて苦労はしませんでしたか？

近藤:大学が工学部で男子が多かったため慣れてい
ましたし、事前に男性の多い職場なのだなと
いう印象で入ったので気苦労はあまりなかっ
たです。

中里:反対に私は女性が多い学校だったため、少し
戸惑いました。飲み会などもノリもちょっと
ビックリしました（苦笑）。

近藤:分かります。しゃべるのが苦手なので最初は
何を話せばいいか困りました。だんだん慣れ
てきましたけど。

中里:ただ普段仕事では優しく接してもらっています。
近藤:とてもありがたいです。

Q.最後に一言をお願いします！

近藤:このように書きましたが、すごく働きやすく
居心地が良い職場です。公務員を目指してい
る方は是非、ご一考ください。

中里:最近は女性の技術職員がほんと増えてきてま
す！子育て・家事をしながら、仕事と両立し
ている素晴らしい先輩方がたくさんいます。
女性職員の声も届きやすい環境ができてきて
いますから、男女関わらず、ぜひ一緒に働い
てみませんか！！

近:  大変な事もありますが、その分やりがいがあ
る仕事だと思います。お子さんがいる女性職
員もいますし、長く働く事を選択肢として考
えることの出来る職場だと思います。

中里さん、近藤さん、近さんにお話を伺いました！

資料の打合せ、
内容チェック！

インタビュー
ありがとうございました！

東北地方整備局×採用後
東北地方整備局営繕部に採用された後の配属先、研修内
容、若手職員の勉強会について紹介します。ＨＰで探すこと
ができなかった情報があるかもしれません！！

配属先について

営繕職員の勤務地は、主に東北地方整備局、盛岡営繕事務所の2箇所です。また、仙台河川国道事務所、
岩手河川国道事務所といった土木に関する営繕業務を行う事務所にも勤務することがあります。
その他にも、国土交通本省、全国にある各地方整備局等、いろいろな所に転勤してみたい人は希望を出す
ことで様々な地域で勤務することも可能です。(希望が全て通るわけではありません)

研修・OJT

イ
キ
ヌ
キ

ク
イ

ズ

新規採用職員研修

新規採用職員研修(技術)

初級課程営繕科研修

建築実務研修

専門課程研修

採用直後の9日間程度

採用年の5月～6月頃の3週間程度

採用年の6月～7月の7日間程度

随時（採用2年目以降の係員）

随時（主に係長）

東北技術事務所(多賀城市)

東北技術事務所(多賀城市)

国土交通大学校(東京都小平市)

各所

各所

国家公務員としての心構え、マナー講習等

国土交通行政(河川・道路・港湾)の基礎知識習得、現場見学等

営繕業務の基礎知識の習得

営繕業務の実務能力の養成

建築計画、設備計画、工事監理等テーマごとの専門知識の習得

研修の種類 時期・期間 場所 内容

営繕部若手職員勉強会

営繕部女性職員の
皆さんです！
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若手職員対象座学会 図面勉強会

東北地方整備局では、技術力強
化を図るため、多くの研修の機
会を提供するとともに、OJT(職
場内の実務を通じての教育訓
練)に力を入れています。

若手職員を対象に月２回程度（１～２時間）行われています。
座学の内容は予算・設計・積算についてなど幅広く、営繕業務の様々な知識を身に付けることができます。

若手職員で見学してみたい施設を決め、見学します。直接施設を見ることでイメージが湧き、
設計業務に生かすことができます。また、自分の専門分野にとらわれず様々な知識を習得できます。

若手職員で学習内容を検討し、今年は自分の専門分野の図面についてお互いに教え合う勉強会を行っています。
勉強会を通し、自分の専門分野以外の図面の基本的な見方について学ぶことができます。

若手職員対象
座学会

施設見学会

図面勉強会

※実施内容は年ごとに変わる場合もあります

施設見学会


