
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/

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

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



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。

建物は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。
それらも備えておくべき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機器等はもちろん、
他の建築設備も動力である電気がなければ機能を
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、寒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るのが空気調和設備です。
新鮮な空気を建物内に取り入れ、
温湿度を調節する空気調和機。
空気を加熱・冷却する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。

『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方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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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



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

仕事です。

換気設備 空気調和設備

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



庄司 智之

Ｈ28年 入省

営繕部整備課
建築設計審査係

近 茉莉子

Ｈ26年 入省

営繕事務所技術課
技術係

６：３０ 起床

８：３０

９：１５

１０：００

１１：００

１３：００

１５：００

部内の有志で参
加するようなイ
ベントもありま
すよ！左の写真
はリレーマラソ
ンに参加した時
の写真です。

※安心してください。
強制ではありません。

宿舎について
東北地方整備局には宿舎もあります。
左の写真の宿舎は、地下鉄の駅から徒歩数
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。宿舎は若手職
員が多く、安心して暮らせると思いますよ。

通勤

メール
チェック

資料
作成

昼休み

打合せ

資料
修正

終業後

明日の
準備

図面の
チェック

１８：００になったら終業です。急ぎの仕事が
あれば残業もしますが、基本的には定時で帰り
ます。本当です。家に帰ったら子供と一緒にお
風呂に入り、おいしいご飯を食べて一日の疲れ
を癒やします。
定時で帰り、有給休暇もしっかり取得できるの
で、家族との時間も充実しています。

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！

設計事務所から送られてきた図面のチェックや
打合せ資料の準備をしているとあっと言う間に
午前中が終わっています。

７：３０

９：３０

１２：００

１３：００

１５：００

１７：３０

起床 ６：３０

移動

昼休み

現場
事務所

移動

出勤
準備営繕事務所

勤務時間 ８：３０～１７：１５

左の写真は、国の建物の現状
の確認をしている様子です。
建物を調査し、施設を利用し
ている方から困っていること
を聞き、助言します。

８：３０

現場に行く前に資料や今までのやり取りを振
り返り、話し合う内容を再確認しておきます

公用車での移動が多いです。現場によっては
新幹線やバス等の公共交通機関の利用もしま
す。移動の時間に車内で今日の流れを確認し
たり、分からないことを教えて貰ったりもし
ます。

現場周辺でお昼ご飯。青森県、秋田県、岩
手県内を移動するので色々なお店で食事で
きます。

現場にて打ち合わせ。施工業者や監理業者、
施設を利用する職員などが参加します。安全
にも気を配りながら工事が滞りなく進むよう
に話し合いをします。

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

打合せの内容をまとめ、資料の修正等を行います。
設計事務所の担当者に議事録を作成してもらいま
すが、自分でも要点をまとめるように心がけてい
ます。

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

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！！

１８：００

１２：００

Web打合せ中！

07 08

現場
準備

終業後

チェックした図面で設計事務所と打合せをして
設計内容について打合せをします。最近では、
Web会議で打合せをすることもありますよ！

１７：００

通勤

車内で今回の課題や次に必要な作業、次の打
合せなど色々な話をしながら戻ります。

小見出し

施設見学中、真剣に！

(－建築職－) 青柳 樹

ーArchitecture－

営繕部整備課

建築設計審査係

R2年 入省

建築学専攻（大学院修士）

設計審査係として設計事務所さんやゼ
ネコンさんと協力しながら建物の新営
工事や修繕工事に携わっています。

(－電気職－) 平賀 史也

ーElectricity－

営繕部整備課

電気設計審査係

H30年 入省

情報システム工学科卒

建物の電気設備の設計に携わっていま
す。設計するための現地調査や設計図
面、計算書の審査を行っています。

(－機械職－) 野田 亨

ーMachine－

営繕部整備課

機械設計審査係

H30年 入省

機械工学専攻

建物の空調や衛生関係の設計に携わっ
ています。設計事務所と協力し、施設
入居者の使い勝手を考えながら、図面
の作成・審査を行っています。

Q.国家公務員になりたい！と思ったのは？

平賀:国の事業に携われたり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。建物関
係の仕事内容も面白そうと思って来ました。

青柳:野田さんはあえて国を選んだのは理由はあり
ますか？

野田:平賀君と同じく規模の大きな仕事がしたいと
思ったからです。それに、自分の携わった建
物が後世に残る事も魅力的に感じました。

平賀:青柳君はすごい志望理由があったよね！？
青柳:学生時代に建築分野を学んでいたため建築関

係の公務員を目指しました。そこで日本建築
の先駆けである国土交通省で働きたいと思い
ました。

Q.入省してみての感想を！

野田:書類はすごい多いですね。
平賀:設計したり専門的な知識が必要な技術的な業

務もあるけど、事務的な仕事も多い。
青柳:技術的な内容と事務作業と覚える事は多いで

すが、やりがいは感じますね。

Q.職場環境はどうですか？

平賀:休みは取りやすいですね。
野田:確かに。１時間単位で休暇が取れるから、何か

あったときに休みが取りやすくて助かります。
青柳:フレックス勤務や早出遅出勤務など、勤務時

間を自由にシフトできるのは驚きました。
平賀:自分の生活に合わせて働けるように、働き方

が変わってきてますね。

Q.仕事をし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。

青柳:毎日知らない知識との戦いですね(笑)
一日でもはやく仕事をこなせるようになりた
いです。

平賀:最初の頃は辛いよね。あと繁忙期は大変かな。
野田:たしかに繁忙期は大変ですね。大変な時もあ

りますが、楽しいと思うこともありますよ。
青柳:詳しく教えてください！
野田:それなりに知識が身につけば、打合せにも付

いて行けるようになり、自分の意見が通った
時は嬉しいですね。

平賀:あとは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
物の設計に携わって、工事が無事に完了した
時にはやりがいを感じたり出来るかもしれな
いね。Q.転勤についてどう感じています？

青柳: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。

平賀:転勤は不安ですが、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回れる
のは転勤の醍醐味だと思いますね。

野田:私は希望して関東からこの職場へ異動して来
ましたが、心機一転して仕事に取り組み、プ
ライベートも楽しんでいます。



Q クイズ内容
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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？

鎌田:営繕部は職員約70名の中で女性は10名くらいですね。
山口:技術系職員はまだまだ男性職員の割合が多いですが、

最近は女性職員も増えてきています。
近 :今の盛岡営繕事務所は11人中4人が女性ですが、技術

系に女性は少ないですね。

Q.更衣室やトイレはどんな感じですか？

鎌田:女性用更衣室がちゃんとあります。トイレは庁舎が
新しいこともあってきれいですし、各フロアに女子
トイレフロアに女子トイレもあります。

山口:工事現場の仮設トイレも、最近は男女別に設置する
こと設置することが増えてきています。快適さにも
配慮され使いやすくなってきています。

近 :女子トイレも女性用の更衣室も同じ階にあります。
新しくはありませんが、女性用の更衣室は畳敷きで
着替え等に使用するのには充分かと思います。

鎌田:更衣室・トイレについては、今後さらによくなって
いくように思います。

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。

山口:服も靴も指定はありません。男性がスーツが多めな
ことに比べても女性の服装はゆるやかだと思います。
大きな会議はジャケット着用もしますが、普段は自
分が仕事に集中できるすごしやすいものを選んでい
ます。

鎌田:永遠の課題です。言えるのは、毎日スーツじゃなく
てもよいですよ、くらいです。ファッション雑誌が
よい答えをたくさん持っていると思います。

近 :そこまで服装に厳しい環境の方では無いかと思いま
す。入省した最初の時は分からないのでスーツで出
勤してましたが、もうスーツは会議の時位しか着ま
せんね。今から考えるとそんなに気にしなくて大丈
夫だったなと思います。

Q.男性職員の方が多くて苦労はしませんでしたか？

山口:男性が多い職場と知って入ったこともあり苦労と感
じたことはありません。
営繕部は建物の設計に携わる方が多いため、
“すごしやすさ”への配慮があることも一因かと思
います。

鎌田:男性職員のみなさん優しいので、女性だからという
苦労はしたことありません。
ただ女性職員のほうが人数が少ないので、こういう
企画ものに、出る機会が多くなりますね。

近 :特にこれがというのは思い当たりませんね。
周りの男性職員の方の気遣いもあったからこそだと
思いますが。

Q.最後に一言をお願いします！

山口:フレックスやテレワークなど働き方に多様性も加わ
り、自由度は上がってきています。仕事に、家庭に、
趣味に、自分の大切なものを守りながら働くことが
できる職場だと思います。

鎌田:最近は女性の技術系職員が増えてきていると実感し
ています！そして、子育てしながら、仕事をしてい
る女性職員もいます。女性職員が働きやすい環境で
あると思いますので、前のページまで読んで興味の
ある方は、ぜひ♪

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。

営繕部整備課 鎌田さん、保全指導・監督室 山口さん、
盛岡営繕事務所 近さん にお話を伺いました！

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(仙台)、盛岡営繕事務所の2箇所です。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が。。。)

研修・OJT
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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

09 10

若手職員対象座学会 図面勉強会

東北地方整備局では、技術力の
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

～子育てと仕事の両立について聞いてみました～
Q.小さいお子さんがいるなかでの働き方を教えてください。

鎌田：今は、子どもを保育園に預けて仕事をしています。
育児制度がいろいろあるので、育児時間やお昼休
みの短縮などを取得しなから仕事をしています。
制度だけでなく、職場内に理解がありので働きや
すい環境です。ちなみに、育児制度は、女性だけ
でなく男性にもありますよ。

Q:そうなんですね！男性も育児を進んでする時代ですもんね。
出産の時はどうでしたか？

鎌田：私は、産前産後休暇の後、１年ぐらい育児休業を
取得しました。育児休業は子どもが３歳になるま
で取得することができるので、自分のライフスタ
イルをどうしたいかによって、復帰時期は色々な
育児制度を利用することで選ぶことができます。

参考になります。
これからも子育てと仕事の両立頑張ってください。

現場担当での打合せ中！
白熱した議論が！！

設計担当と現場
担当で色決め
の打合せ中！


