


東北地方整備局の組織

事 務 所 等 所 在 地

人 員 構 成

東北地方整備局（本局）
青森港湾事務所
青森河川国道事務所
岩木川ダム統合管理事務所
高瀬川河川事務所
八戸港湾・空港整備事務所
北上川ダム統合管理事務所
岩手河川国道事務所
盛岡営繕事務所
三陸国道事務所
釜石港湾事務所
南三陸沿岸国道事務所
鳴子ダム管理所
鳴瀬川総合開発工事事務所
北上川下流河川事務所
仙台港湾空港技術調査事務所
東北技術事務所
塩釜港湾・空港整備事務所
仙台河川国道事務所
釜房ダム管理所
東北国営公園事務所

宮城南部復興事務所
七ヶ宿ダム管理所
能代河川国道事務所
秋田港湾事務所
秋田河川国道事務所
玉川ダム管理所
鳥海ダム工事事務所
湯沢河川国道事務所
成瀬ダム工事事務所
酒田河川国道事務所
酒田港湾事務所
新庄河川事務所
月山ダム管理所
最上川ダム統合管理事務所
山形河川国道事務所
摺上川ダム管理所
福島河川国道事務所
三春ダム管理所
郡山国道事務所
磐城国道事務所
小名浜港湾事務所
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防災室、災害対策マネジメント室

他
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総 務 部

企 画 部

建 政 部

河 川 部

道 路 部

用 地 部

事務所・管理所

港湾空港部

営 繕 部

人事課、総務課、会計課、契約課、厚生課、人事厚生室、経理調達課

企画課、広域計画課、技術管理課、施工企画課、情報通信技術課

計画管理課、建設産業課、都市・住宅整備課

水政課、河川計画課、地域河川課、河川環境課、河川工事課、河川管理課、水災害予報センター

路政課、道路計画第一課、道路計画第二課、地域道路課、
道路工事課、道路管理課、交通対策課、高規格道路管理センター

港政課、港湾管理課、港湾計画課、港湾事業企画課、港湾空港整備・補償
課、海洋環境・技術課、港湾空港防災・危機管理課、クルーズ振興・港湾
物流企画室、品質確保室、工事安全推進室

計画課、調整課、整備課、技術・評価課、保全指導・監督室

用地企画課、用地補償課、用地対策課

事務所・管理所41　－　出張所92

事務系職員
約1,080名
（39.0%）

技術系職員
約1,690名
（61.0%）

令和3年4月1日現在

職員の構成　総数
約2,770名
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私たち東北地方整備局は、人々の安全・安心な暮らしを守り、地域に活力を与え、
豊かな暮らしの実現に向けて、「河川」「道路」「港湾空港」「都市・公園」「官庁営繕」などの
社会資本の整備と維持管理を通じ、『東北の未来』をつくっています。

私たち東北地方整備局は、人々の安全・安心な暮らしを守り、地域に活力を与え、
豊かな暮らしの実現に向けて、「河川」「道路」「港湾空港」「都市・公園」「官庁営繕」などの
社会資本の整備と維持管理を通じ、『東北の未来』をつくっています。

本局? 事務所? 出張所?本局? 事務所? 出張所?
東北地方整備局は、6県の管轄エリアに41の事務所・管理所
があり、各地域で業務を行っています。41の事務所・管理
所では、様々な部署が連携しながら仕事をしています。

東北地方整備局（仙台合同庁舎B棟）

事務所（新庄河川事務所） 〈河川国道事務所の例〉

出張所（石巻国道維持出張所）
道路パトロール 道路の維持管理

出張所とは?出張所とは?
より地域に密着して社会資本整備や維持管
理を行うため、92の出張所を各地域に配置
しています。
出張所には、パトロールや補修工事、許認
可など維持管理を行う出張所や新たな社会
資本整備のみ行う出張所があります。

：主に事務系職員のいる部署 ：主に技術系職員のいる部署

事務所の一般受付窓口、職員
の福利厚生に関する事務、総
務関係事務

予算及び財産の管理、工事・
設計・物品購入等の契約及び
支払

事業に関する土地の取得、物
件移転等の補償

河川の占用・水利権に関する
許認可

広報広聴・地域づくりに関す
る業務

河川の維持管理、河川管理施
設の修繕工事等

道路情報板等による情報提
供、道路に関する許認可

道路の維持管理に関する設
計・協議・工事発注

河川・道路の現場の維持管理

河川改修・環境整備事業・災害復
旧事業等の設計・協議・工事発注
道路改築事業等の設計・協議・工
事発注

事
務
所
長

総　　務　　課

経　　理　　課

用　　地　　課

河川整備に関する調査、計画並びに
洪水予報、水防警報等の洪水対策
道路の交通量、環境調査等の基礎調
査をはじめとした事業計画調査

調　　査　　課

工　　務　　課

計　　画　　課

河川占用調整課

河 川 管 理 課

道路管理第一課

道路管理第二課

災害対策用機械、建設機械、
機械設備、電気通信設備の整
備・運用・維持管理

防　　災　　課

出　　張　　所

地域とひとをつなぎ 東北の未来をつくる地域とひとをつなぎ 東北の未来をつくる
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川と暮らす人たちの安全を確保し、にぎわいのある水辺を創出川と暮らす人たちの安全を確保し、にぎわいのある水辺を創出
堤防整備による災害に強い居住環境の確保と合わせて、市民の方々の集いの場、憩いの場となる
水辺空間の整備を地域と共に取り組んでいます。
堤防整備による災害に強い居住環境の確保と合わせて、市民の方々の集いの場、憩いの場となる
水辺空間の整備を地域と共に取り組んでいます。

石巻地区かわまちづくり（宮城県石巻市）
東北地方整備局では、東日本大震災で被災した石巻市街地に新たな河川堤防を整備し、災害に強く地域の方々が安全に生活でき
る居住環境の確保とともに、市民の方々や石巻市を訪れる人々が賑わい、集い、交流できる水辺空間を創出するため、石巻市と協
力しながら親水護岸や散策路、休憩施設等の整備を行っています。

東北地方整備局の仕事東北地方整備局の仕事
東北地方整備局管内水系図

砂防堰堤 海岸整備

堤防・護岸整備

ダム事業

遊水地整備堤防除草・点検

重要な東北地方の一級河川（12水系）において、洪水被害や土砂災害等
の防止、水辺空間の創出・保全、水資源開発等に係る河川・ダム・砂
防・海岸等の整備や維持管理・補修等を行っています。
また、地方公共団体が行う河川関係事業について、整備計画や予算業
務、技術審査、指導、監督を行っています。

河川

想定氾濫
区域内人口

河川延長比

想定氾濫

の割合の割合
区域内人口

河川延長比

■ 東北地方整備局が担っている河川とは？■ 東北地方整備局が担っている河川とは？
～東北地方最大の流域面積を誇る北上川の場合～

～地域の方々と共に水辺をデザイン～ ～新たな水辺の利用を推進～

最盛期のダム建設プロジェクトに携わって
工藤　　陸 成瀬ダム工事事務所　工務課（令和２年度入省）

T O P I C S

私は、成瀬ダム工事事務所に採用されて２年間、成瀬ダム建設に関
する設計・積算を担当しています。
採用された直後は、仕事の進め方や専門用語が分からず不安な毎
日でしたが、上司や関係者の方々から熱い指導を受け、自分の技
術力を磨く機会が非常多く、成長することができました。
現在、成瀬ダム建設は最盛期であり、令和８年度竣工に向けて施工
しています。ダムを建設している現場は少ない上、成瀬ダム建設
は、本体の打設を無人の重機で行
う自動化施工など最新技術を導入
した大規模プロジェクトです。この
ような大規模プロジェクトに携わ
ることができ、やりがいを感じてい
ます。
みなさんが仲間の一員として一緒
に働き、インフラ施設を造りあげ
ていくことを楽しみにしています。

成瀬ダム
完成イメージ

堤体打設の様子北上川周辺に住む人の８割 約50万人の生命を守っている!!

国管理区間

国が担当している延長は
わずか16％

※河川氾濫した際に被害を受ける可能性がある人口

16%

※

国管理以外の区間
84%

79% 21%

河川データブック2020

河川現況調査（H26）

一級河川 北上川（岩手県奥州市付近）

石巻中央地区の夜景

旧北上川河口の新たな河川堤
防の整備において、人々が憩え
る新たな空間の創設に向けて、
有識者からなる『旧北上川河口
かわまちづくり検討会』を設置
し、ワークショップなどの取り
組みを行い、地域の皆さんから
意見を伺い、検討をしつつ整備
を進めています。

水辺空間を整備するだけではなく、地
元の方々がこれまで以上に水辺空間
を利用し、にぎわいと活力のある水辺
を目指す「ミズベリング石巻」を立ち上
げました。
新たな水辺空間の利用を通じて石巻
を活性化したいという熱い思いを持つ
地域の方々とともに、「かわまち散歩」、
「みずべマルシェin北上川」、「水辺で
乾杯」等を開催して、ワクワクするよう
な水辺空間の利用を実践しています。
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東北の元気へ 復興の道 全線開通東北の元気へ 復興の道 全線開通
復興のリーディングプロジェクトとして事業化された復興道路・復興支援道路。
震災後10年で全線開通させることを目標に整備を進め、令和3年12月に全線開通を迎えました。
復興のリーディングプロジェクトとして事業化された復興道路・復興支援道路。
震災後10年で全線開通させることを目標に整備を進め、令和3年12月に全線開通を迎えました。

復興道路・復興支援道路
震災後、国土交通省では、三陸沿岸道路（三陸縦貫自動車道、三陸北縦貫道路、八戸・久慈自動車道）が「復興道路」として、また、宮
古盛岡横断道路（宮古～盛岡）、東北横断自動車道釜石秋田線（釜石～花巻）、東北中央自動車道（相馬～福島）が「復興支援道路」
として、新たに224㎞が事業化されました。全線開通により、移動時間が短縮するだけでなく、津波浸水区域を回避し、強靱で信頼
性の高い道路ネットワークが形成され、地域の産業や物流にも貢献しています。

東北地方整備局の仕事東北地方整備局の仕事
成長力・競争力の確保や地域の活性化に必要となる幹線道路ネット
ワーク整備、国道等の渋滞対策に係る事業や安全・安心の確保に必
要となる交通事故対策、防災・震災対策や維持管理等を行っています。
また、地方公共団体が行う道路事業について、予算業務や技術審
査、指導、監督を行っています。

道路

物流基幹
ネットワーク
物流基幹
ネットワーク
の割合の割合

東北地方における
道路延長比
東北地方における
道路延長比

■ 東北地方整備局が担っている道路とは？■ 東北地方整備局が担っている道路とは？

無電柱化（電線共同溝整備）

防災対策 交通安全対策自動車専用道路の整備

橋梁保全
鋼材の腐食状況

電線共同溝の
イメージ図

補修後の状況

※

東北地方整備局管内 高規格・地域高規格道路網図

～ 命の道 ～

私が所属している仙台河川国道事務所 調査第二課では、宮
城県内の道路が持つ課題を調査し、その課題を解決するた
めの新しい道路の計画や、整備後の効果の検討等を行って
います。
道路は、日常生活での移動だけでなく、物資の輸送や災害時
の避難等にも利用される重要な社会基盤です。例えば、県内
にある国道108号は、毎日の通勤通学の他に、山形県までの
飼料等の輸送や、東日本大震災時に内陸からの救援ルートと
しても利用され、重要な役割を担っています。その道路をよ
り良く計画・整備していくことは、将来地域の方々が安全で快
適に過ごせる生活をつくっていくことだと私は考えています。
これを読まれている皆さんと一緒に、東北に住む方々の未来
の生活をつくる仕事をできる日を楽しみにしています。

岩手県釜石市鵜住居地区において、津波襲来時に小学校・
中学校の生徒等５７０名が、防災教育を踏まえて適切な対
応と行動によって、一人の犠牲者も出すことなく、津波の
被害を逃れることができました。その、避難先となったの
が、震災６日前に開通したばかりの三陸沿岸道路の「釜石
山田道路」で、津波からの避
難場所、避難経路として機能
しました。
津波に影響を受けない三陸
沿岸道路は「命の道」として多
くの地域の方々からいち早い
開通を望まれています。 快適で安全安心に利用できる道路をつくる

西塚　　萌 仙台河川国道事務所　調査第二課（平成２9年度採用）
＜現：仙台河川国道事務所 設計課＞

三陸沿岸道路 気仙沼湾横断橋
（愛称：かなえおおはし と 冬の到来を告げる気嵐）
三陸沿岸道路 気仙沼湾横断橋
（愛称：かなえおおはし と 冬の到来を告げる気嵐）

生徒達の避難の様子（群馬大学 片田敏孝教授 提供）

三陸沿岸道路（釜石ＪＣＴ）

国際競争を担う物流の支えになっているのはほとんど高速道路と国道!!
道路情報便覧（2020年）

道路統計年報（2020年）

4%96%

県道・市町村道　95%

国道・高速自動車国道　５％

国が担当しているのは
わずか５％

※国際標準コンテナを運ぶトレーラーが通行可能な道路
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国際競争力強化のための物流ネットワークの形成、交流拠点機能等の確保
のため港湾整備事業、空港整備事業を行うとともに、国土を保全し、豊かで
潤いのある海辺を創造するための海岸事業を行っています。　
また、地方公共団体が行う港湾・海岸事業について、予算業務や技術審査、
指導、監督を行っています。

港港

コンテナ
取扱数の割合
（H28）

コンテナ
取扱数の割合
（H29）

■ 東北地方整備局が担っている港湾とは？■ 東北地方整備局が担っている港湾とは？
国で整備する港湾

33%
国以外で整備する港湾

67%

100%
約48万 TEU

港湾局港湾統計年報

防波堤の整備 空港整備

航路・泊地の整備 海岸事業

環　境

岸壁の整備

国民の生活にかかせない
コンテナ貨物を全部扱っている!!

港湾構成比港湾構成比

仙台塩釜港（仙台市）

東北地方整備局の仕事東北地方整備局の仕事 東北の経済と暮らしを支える「みなと」東北の経済と暮らしを支える「みなと」
東北経済を再興・牽引する物流・産業拠点を形成するとともに、安全・安心な港湾の実現、
港湾空間の有効活用による賑わい創出や豊かな環境の形成を目指します。
東北経済を再興・牽引する物流・産業拠点を形成するとともに、安全・安心な港湾の実現、
港湾空間の有効活用による賑わい創出や豊かな環境の形成を目指します。

青森港新中央埠頭整備（青森県青森市）
岸壁延長を３６０ｍに延伸することで、大型クルーズ客船の着岸が可能となるほか、災害時には、緊急物資輸送船が２隻同時に着岸
することが可能になり、防災機能が強化されます。

岸壁の整備

船会社への事業概要説明

青森港では、年々増加する大型クルーズ船の入港に対応した施設の改良や、老朽化し
た施設の延命化を図る事業を進めています。私が所属する工務課では、事業を実施す
るための計画や予算管理、事業実施上の関係機関との調整、設計に関する仕事などを
行っています。まだ入省したばかりということもあり、
分からないことがたくさんある中で仕事をしている
状態ですが、貨物船やクルーズ船の寄港時に当所で
整備した施設が利用されているところを見ると、これ
らの大きな事業に携わっていることをうれしく思い、
とてもやりがいを感じています。

－東北の「みなと」の賑わい・交流人口の拡大を目指して－
【事業実施編】 筒井　聡哉 青森港湾事務所 工務課（平成３１年度入省）

＜現：青森港湾事務所 海洋利用調整室＞

私が所属する企画調整課では、地域住民や港湾関係者の方にとどまらず、より多くの人に港湾の魅力を
知っていただくための広報活動を行っています。私は、青森港での総合学習やイベントの時に行われる港
内見学の説明などを担当しています。その他にも、青森港について興味を持っていただくために青森港
へのクルーズ船寄港実績や青森港と函館港の間を就航するフェリーの貨物量を整理し、PRパネル展や
HP上で情報発信を行っています。また、港全体を活性化させ、身
近に感じてもらえるようなイベント開催に向けた準備や打ち合
わせに参加したり、港湾施設を利用して釣りができる環境づくり
などの取り組みをしています。仕事をしてみて、見学者から感謝
の言葉をいただいた時やクルーズ船が寄港した時、釣りで賑わっ
ている様子を見ると、仕事のやりがいと港湾の魅力を感じます。

－東北の「みなと」の賑わい・交流人口の拡大を目指して－
【賑わい・まちづくり編】 田村　佳弘 青森港湾事務所 企画調整課（平成31年度入省）

＜現：秋田港湾事務所 建設管理官室＞

08 09



道の駅とは

インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ） とは

地域の魅力を伝え、
「にぎわい」のあるまちづくりを支援
地域の魅力を伝え、
「にぎわい」のあるまちづくりを支援

インフラツーリズム とは

▲鳴子ダムライトアップ（宮城県）

▲福島西道路現場見学（福島県）

▲インフラツーリズムポイントガイドの
発刊

http://www.thr.mlit.go.jp/infra/
▲「インフラツーリズム」ウェブサイト

インフラ分野の
デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）
インフラ分野の
デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）

橋、ダム、港などのインフラ（公共施設）を地域固有の財産と位置づけて、観光を通じた地域振興に資するインフラ活用の取組で
す。東北地方整備局では、建設中のダムや監査廊など、普段なかなか入る機会のないインフラ施設を公開・開放して、施設に来て、
見て、聞いて、触って、体感していただく「非日常」を楽しめる機会を推進しており、インフラツーリズムへの参加者は年々増加して
います。インフラ周辺施設にある地域との連携や周遊観光を促す情報発信もしています。

東北地方の建設業界全体の様々な課題解決に向け、デジタル技術や３次元データ、IoT等の徹底活用により、業務プロセスや働
き方の抜本的な変革に取り組む体制を整備し、インフラDXを推進します。

道の駅で地域を興す道の駅で地域を興す
道の駅の数が1,000を超える中、道の駅自体が目
的地となり、まちの特産物や観光資源を活かしてひ
とを呼び、地域にしごとを生み出す核へと独自の進
化を遂げ始めています。

道の駅 上品の郷（宮城県石巻市）

道の駅 たのはた
（岩手県下閉伊郡田野畑村）

道の駅 大谷海岸
（宮城県気仙沼市）

～地域外から活力を呼び、雇用を創出 地域の好循環を生む道の駅～～地域外から活力を呼び、雇用を創出 地域の好循環を生む道の駅～
Close
Up!

駐車場、トイレ
（24時間無料）

道路情報、

道の駅

地域産品の販売等

観光情報等 休憩機能

情報発信
　機能

地域連携
　機能

平成５年度より始まった道の
駅制度は発足から20年全国各
地に広がり、現在1000を超え
る施設が登録されています。
当初は、通過する道路利用者
へのサービスが中心でしたが、
近年は、農業・観光・福祉・防
災・文化など、地域の個性、魅
力を活かした様々な取り組み
が進められています。

道の駅は、地方自治体等が設置者となって申
請し、国土交通省が登録しています。東北地
方整備局は、道路管理者として駐車場やトイ
レ・情報提供施設や大規模災害に備え、災害
用トイレ、非常電源等の整備も行っていま
す。

東北地方整備局の役割
道の駅の整備主体と整備内容

市町村等整備 道路管理者整備
（国又は県）

市町村等整備

又は

駐車場第２
駐車場

地域振興施設
休憩施設
トイレ

情報提供施設

Close
Up!

Close
Up!

①① 測量 ②② 設計・施工計画

③③ 施工

※２ IoT（Internet of Things）とは、様々なモノにセンサーなどが付され、ネットワークに
つながる状態のこと。

④④ 検査

※３ ネットワーク型ＲＴＫ法による単点観測法で用いるＧＮＳＳ受信機を備えた計測機器。

※１ ＴＩＮ（Triangulated Irregular Network）とは、地形や出来形形状などの表面形状を
３次元表示する、最も一般的なデジタルデータ構造。

▼3Dマップの活用（浸水想定区域） ▼橋梁工事における3D情報の活用
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東北地方整備局の仕事東北地方整備局の仕事
国営公園・都市・住宅関係

営繕関係

機械関係

電気通信関係

東北の広域的なレクリエーション需要等に対応するため、国営公
園の維持管理を行っている他、｢国営追悼・祈念施設｣について、
岩手県陸前高田市、宮城県石巻市では管理を、福島県双葉郡浪
江町では工事を進めています。
また、地方公共団体等が実施する都市基盤整備のための街路・
公園・下水道事業や土地区画整理事業・市街地再開発事業、高
齢者等にも配慮した良質な居住空間の整備に資する公営住宅建
設事業等について、整備計画策定や事業遂行の支援を行い、安
全で安心な都市づくりや良質な居住空間の形成を行っています。

▲国営みちのく杜の湖畔公園（宮城県柴田郡川崎町）

官庁施設（合同庁舎等の国
の建築物）の企画・設計・施
工といった施設整備の一連
の流れを担っています。
また、各省庁の官庁施設に
ついて、維持管理のための
予算要求の支援や保全に
関する指導や監督も行って
います。 ▲山形法務総合庁舎

（山形県）

道路除雪機械や災害対策用
の排水ポンプ車、照明車など
建設機械の開発導入、配備計
画、運用管理を行っています。
また、河川の水門設備、排水ポ
ンプ設備、ダムの放流設備、ト
ンネルの換気、消火設備など
の設計や設置工事、点検、維
持管理を行っています。

電源、無線及び光ネット
ワーク設備、防災情報シス
テム等の設計施工、システ
ム構築、維持管理を行って
います。
また、災害が発生した場合
には、衛星通信システムや
様々な通信機器により現
地状況把握のため、情報
収集に努めています。▲森林技術・支援センター

（青森県）
▲大型表示装置（東北地方整備局 災害対策室）

▲大旦川水門（山形県村山市） ▲排水ポンプ車の点検

▲防災通信機器設営（衛星小型画像伝送装置）

佐々木 彩乃 東北国営公園事務所
調査設計課

私の所属する調査設計課は東北唯一の国営公園における調査・設計、岩手・宮城・
福島にある追悼・祈念施設の維持管理・設計を行っています。追悼・祈念施設はそれ
ぞれに基本方針・理念があり、東日本大震災の記憶、教訓を伝承するために作られ
ています。設計に復興への意志をどのように反映させるか、調整するのが私の仕事
で重要な部分です。建築・造園・土木分野の職員、地域の皆様など、多くの人と一つ
の目標を成し遂げることが楽しいです。
東北国営公園事務所は、東北３県に現場がある珍しい事務所ですので、現場で各地
域の復興を感じることができます。さらにその土地の美味しいものも食べられます。
ぜひ、一緒に仕事をしてみませんか。お待ちしております。

震災の記憶、追悼の想いを後世に伝える公園に

保志　優太 営繕部 整備課
平成30年度入省

私が所属する営繕部整備課では、主に建物の設計、積算、工事発注及び工事現場の
対応を含めた、設計から施設完成までを担っています。
私たちの仕事は、多くの法や基準に適合させ、施設利用者の声を具現化することで
す。大変なこともありますが、数多くの公共建築を先導する良質な「建築」を創るこ
とを目指しています。
また、営繕部では、研修や勉強会も充実しており、自分自身の成長を日々実感でき
る職場だと思います。
こんな日々成長できる職場で、皆さんも一緒に働いてみませんか。

公共建築を先導する「建築」を仕事にしたくて

土田 嘉惟斗
令和3年度入省

山形河川国道事務所　
防災課

令和2年度入省

令和2年度入省

三陸国道事務所　
交通対策課

私が所属する防災対策係は、最上川上流の水門や排水ポンプ設備、一般国道、東
北中央自動車道のトンネル換気・消火設備や消融雪設備、除雪機械、災害対策用機
械などの管理・運営を行っています。
これらの設備、機械は地域の皆さんの安心安全な生活に欠かせないものです。その
ため、点検・整備を実施し、常に使用ができるように管理をしています。
また、私は機械設備工事の現場監督を行っています。日々の業務を通して仕事の流
れや知識を身につけることができ、自分が携わった設備が運用され、地域の役に
立っていくと考えると、とてもやりがいがある仕事だと思います。
ぜひ、一緒に人の役に立つ仕事をしてみませんか。入省お待ちしております。

「機械」で地域のくらしを支える

小松田 光哉

私が所属する電気通信係では、電気通信設備（照明設備や情報表示設備、道路監
視カメラ設備、トンネル非常警報設備、気象観測設備など）や、これらを繋ぐ高速光
ネットワークの整備・維持管理を行っています。多種多様な設備があるので、覚える
ことは沢山ありますが、どの設備も道路利用者の安全を守るために必要であり、そ
の必要性を感じながら仕事ができるので、とてもやりがいがあります。
また、工事監督などで実際に現場に行き、そこで得た知識を次の現場や業務に活か
すことができるので、デスクワークだけではないところがこの仕事の魅力だと思い
ます。
皆様と一緒に働ける日をお待ちしています。

電気通信技術で地域を守る仕事
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東北地方整備局は、災害が発生した場合には、被災地の安全・安心なくらしを一日でも早く取り戻すため、
災害の初期対応となる応急対応から復旧・復興における支援など、一連で対応を行っています。

東北地方整備局の仕事東北地方整備局の仕事 災害から地域を守る災害から地域を守る
安全・安心なくらしを確保することが私たちの使命安全・安心なくらしを確保することが私たちの使命

14 15

東日本大震災は、多くの尊い
生命と財産を奪い、私たちに大
きな爪痕を残しました。被災地
への思いを風化させることな
く、震災での活動で得られた経
験と教訓を忘れずに、多くの
方々や後世に伝える取り組み
が必要です。

T O P I C S

「震災伝承」の
取り組み

災害発生時の対応
災害対策現地情報連絡員（リエゾン）

緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）

災害発生時、東北地方整備局では、河川・道路・港湾をはじめとする国土交通省管理
施設の被害状況を把握し、国民生活への影響が最小限となるよう迅速に復旧を進め
ます。
また、東北管内の各県、市町村が管理する施設の被害情報も収集し、それらの施設に
対しても、各県・市町村からの要請に応じ、応急対応から復旧計画立案へのアドバイ
スなど技術的な支援を行い、東北地方全体の安全・安心な生活を守っています。

TEC-FORCEは、専門的知識や現場経験などを有した災
害対応エキスパートで構成する災害対策派遣隊です。
所管施設が被災した自治体の要請を受け派遣され、被
災施設の早期復旧のため、被災状況の調査など技術的
支援を行います。
土木施設の災害対応技術支援のほかにも、災害の形態
や段階に応じて、広域的に被災状況を調査できる防災ヘ
リコプターや災害対策用機械（排水ポンプ車、照明車、通
信衛星車など）を出動し、支援を行っています。

リエゾンは、災害が発生又は発生のお
それがある地方公共団体にいち早く派
遣され、地方公共団体に対し、国土交
通省が持つ災害情報の提供・助言を行
い、国土交通省と被災自治体との太い
パイプ役となります。
また、TEC-FORCEや災害対策用機械
の派遣調整を行うなど、的確な災害対
応を進める上で非常に重要な役割を
担っています。

～ Technical Emergency Control Force ～

私は普段、石巻市にある北上川下流河川事務所で東日本大震災により被
災した地域の復旧･復興工事の発注等を担当しています。
「平成28年台風第10号」の他、熊本県を中心に西日本から東日本の広い地
域が被災した「令和2年7月豪雨」では、TEC-FORCEの一員として、熊本県
の自治体へと派遣され、支援活動にあたりました。慣れない猛暑の中、被
災地の過酷な状況下での活動は大変でしたが、地域の方々からの感謝の
言葉を受け取ることもあり、微力ながら復興へ貢献出来ているのだなと
思い、やりがいを感じました。また、災害現場をまのあたりにすることで自
然災害からの被害を未然に防ぐため行っている普段の仕事が、東北の未
来を守るための大切でやりがいのある仕事だと再度実感しました。
自然災害が激化する中、私たちの仕事は人々の暮らしを守り社会基盤を
整備するとてもやりがいのある仕事です。皆様と一緒に東北地方整備局
で働ける日をお待ちしています。

国民の安心･安全をつくる事が出来る仕事です
福士　大雅 北上川下流河川事務所　工務課（平成２８年度入省）

＜現：仙台河川国道事務所　名取川出張所＞

私は青森河川国道事務所の藤崎出張所で岩木川上流と平川の改修・維
持工事の監督をしています。
令和３年８月に台風９号から変わった温帯低気圧の影響で、青森県内に
大雨被害が発生しました。
私は災害発生後、青森県庁へリエゾン（災害対策現地情報連絡員）とし
て派遣されました。青森県庁では、青森県内の被災状況や避難情報等、
国土交通省で保有している災害対策用機械の支援の有無について情
報収集を行いました。今回の災害派遣で出身地である青森県の災害対
応に携わることができ、また県庁の方から感謝の言葉を頂いた際には、
国土交通省職員として微力ながら尽力できてよかったと感じました。
近年、東北地方でも台風や大雨が頻発しています。洪水被害など様々な
災害が増えており、それに対応したインフラ整備が求められています。
東北地方の安全・安心な生活を守るために、皆様も一緒に東北地方整
備局で働いてみませんか。

東北の安全・安心を守る仕事
滝田　真子 青森河川国道事務所　藤崎出張所（平成２８年度入省）

3.11伝承ロードのイメージ

３．１１伝承ロード
ホームページ

▲災害対策本部 ▲TEC-FORCE総合指令部 ▲防災ヘリコプターによる調査の様子

▲河川氾濫箇所での排水作業▲橋梁崩落箇所での復旧技術支援

▲被災状況を説明するリエゾン▲自治体の災害対策本部会議に出席するリエゾン





職員からのメッセージ職員からのメッセージ

20代 係員クラス20代 係員クラス 30代 係長クラス30代 係長クラス 40代 管理職クラス40代 管理職クラス 50代 幹部クラス50代 幹部クラス

総務部　人事課

平成31年度
入 省
（行政）

佐藤  拓丸

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＞

平成24年度
入 省
（行政）

福士  翔太

経
　
歴

平成24年度　三陸国道事務所　経理課　入省

平成26年度　三陸国道事務所　総務課　係員

平成27年度　秋田県大館市　出向

平成29年度　総務部　人事課　係員

平成31年度　岩手河川国道事務所　盛岡出張所　管理第一係長

経
　
歴

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

経
　
歴

平成2年度　  八戸港工事事務所　庶務課　入省

平成24年度　塩釜港湾・空港整備事務所　品質管理課　係長

平成26年度　塩釜港湾・空港整備事務所　総務課　係長

平成27年度　総務部　経理調達課　係長

平成31年度　総務部　経理調達課　課長補佐

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。

経
　
歴

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

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 と々一緒に働ける
日が来ることを待っています。

経
　
歴

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

経
　
歴

平成4年度　  山形工事事務所　道路管理第二課　入省

平成17年度　道路部　道路工事課　係員　

平成23年度　福島河川国道事務所　調査第二課　係長

平成29年度　山形河川国道事務所　建設監督官

平成31年度　福島河川国道事務所　東北中央道維持出張所長

経
　
歴

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

経
　
歴

平成31年度　企画部　企画課　入省 

令和2年度　福島河川国道事務所

　　　　  　阿武隈川上流緊急治水対策出張所　係員

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。

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。

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。

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。

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。

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31年度
入 省
（土木）

髙森  優花

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　係長＞

平成16年度
入 省
（土木）

一井  利光

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＞

平成2年度
入 省
（行政）

山内  　恵

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。

最上川ダム統合管理事務所　

副所長

昭和58年度
入 省
（行政）

松浦  陽子

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＞

南三陸沿岸国道事務所　

事務所長

平成4年度
入 省
（土木）

髙橋  大輔

平成2年度
入 省
（土木）

五十嵐 俊一

※職員の経歴は一部抜粋しています。
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ある１日のスケジュールある１日のスケジュール
平日／9時15分～18時00分平日／9時15分～18時00分

行
　
政

若手職員の一日若手職員の一日

12:00 昼食
・お弁当を持参しています。

13:00 打合せ
・係内で給与支払いのスケジュールについて確認します。

17:30 明日の準備
・作成した資料を明日すぐ提出できるように整えておき
　ます。

18:00 退庁
・明日の準備が終わったら、退庁します。

ある１日のスケジュールある１日のスケジュール
平日／８時30分～17時15分平日／８時30分～17時15分

土
　
木

8:15 出勤

8:30 始業

・宿舎から車で通勤。スケジュールや業務の優先順位を
　確認してから、新聞に目を通します。

・本局へ提出する予算要求や事業評価の資料を作成しま
　す。

・課内での担当業務の確認や見学会対応の準備をします。

10:30 見学会対応

・内容を理解し、的確に答えられるよう心がけています。難しい
　内容は上司に相談してから回答し、間違いがないようにします。

10:30 問い合わせ対応

9:30 打合せ

・認定簿を作成し、認定内容の入力をします。
9:30 諸手当認定業務

・釡石港の見学に来た人達を、事務所の船に乗って案内
　します。港の役割や防波堤の工事について説明します。

12:00 昼食
・昼食はいつも安くてボリュームたっぷりの仕出し弁当
　を食べます。

13:00 広報資料の作成
・見学会の様子をSNSに投稿する原案を作って課内で打
　ち合わせをします。いつも堅いと指摘されます。

15:00 Web会議
・業務の進捗状況等について受注者と会議を行い、終了
　後は議事録を作成します。専門用語が難しい（汗）

17:15 退庁
・翌日の打合せの準備を済ませてから退庁します。

ある１日のスケジュールある１日のスケジュール
平日／9時15分～18時00分平日／9時15分～18時00分

土
　
木

9:00 出勤
・始業時間15分前を目処に出勤し、始業前の準備

9:15 始業
・1日のスケジュールを確認し、メールの確認及び書類作成

9:15 始業
・メールと今日のスケジュールを確認します。

・工事現場にて作業状況の確認や施工業者さんとの打ち合わせ
10:00 現場立ち合い(1)

・工事現場にて作業状況の確認や施工業者さんとの打ち合わせ
11:00 現場立ち合い(2)

12:00 昼食
・出張所内で注文した弁当を食べる

・施工業者と工事の進捗や今後の工程の確認、懸案事項等の相談
13:30 工程会議

・入力された内容が合っているか最終確認を行います。
13:30 入力内容の確認

15:00 WEB会議
・工事をする上で関係してくる自治体等との打ち合わせ

15:00 資料作成
・他の課に提出する給与振込関係資料を作成します。
　提出が遅れないよう予め準備しておきます。

16:30 書類作成及び確認
・工事書類の作成や施工業者から来た書類の確認

18:00 退庁
・本日作業のやり忘れや明日の予定確認し、本日の業務を終了

総務部
人事課

平成31年度入省
佐藤　汐凪

釡石港湾事務所
企画調整課

令和２年度入省
遠藤　秀一郎

私が東北地方整備局への入省を決めた理由は、東日本大震災の津波により祖父の家
が被災したことをきっかけに、防波堤等の整備に携わり命を守る側に立ちたいと
思ったからです。元々釣りが好きで、海や港にはよく出かけていたので、親しみが
あったところもあります。
私は現在、予算要求の資料作成や見学会への対応、SNSを活用した港湾の利用振興
などの広報業務を担当しています。大学では土木分野を学んでいましたが、港湾施
設や波の特性については予備知識の少ない状態からのスタートとなりました。はじ
めは分からないことが多く不安でしたが、業務や上司からの優しい指導を通して、
港について新しい知識を得る毎日に楽しさを感じています。
海外とつながる玄関口となって地域の産業や市民生活を支える港湾を整備する仕事
に、一緒に取り組んでみませんか。

ある１日のスケジュールある１日のスケジュール
平日／８時30分～17時15分平日／８時30分～17時15分

機
　
械

8:15 出勤（宿舎から車で30分以上かけて出勤）

8:30 設計資料作成

・15分前には到着するよう心がけている。
　一日のスケジュールを確認

・担当工事の設計変更資料作成

・担当工事の現場立会

12:00 昼食

9:00 現場立会

・出前の弁当で昼食

13:00 打合せ
・受注者と今後の工事に関する打合せ

14:00 設計照査
・成果品の確認

17:15 退庁
・明日の予定を確認して退庁

成瀬ダム工事事務所　工務課
＜現：企画部　施工企画課＞

平成28年度入省
高坂　怜平

地域の生活基盤を作る仕事。
地元だけでなく、いろいろな地域で仕事がしてみたいという想いから、私は東北地
方整備局に入省を決意しました。
高校では機械科に在席していましたが、現在携わっているダム建設の仕事はわから
ないことだらけです。様々なダム建設用機械設備や普段見ることがない大きさの重
機、所内業務等学ぶべきことは多くありますが、優しい先輩方の指導の下、未知の
分野の知識を習得する日々に楽しさと充実感を感じています。
国土交通省は土木の職場という印象が強いかと思われますが、機械職員や電気通信
職員も多くいます。いつか、この文章を読まれている皆さんと一緒に働くことがで
きたらとても嬉しいです。

仙台河川国道事務所
名取川出張所
＜現：河川部　河川工事課＞

平成29年度入省
竹内　崇暁

私は就職する際に「人々の生活を支える仕事がしたい。」という思いがあり、さま
ざまな企業説明会に参加しました。その中で自分が住んでいる東北地方で人々の生
活を支える仕事ができる東北地方整備局に入って仕事がしたいと思い、入省いたし
ました。
現在は主に宮城県を流れる名取川、広瀬川、笊川の堤防や河川敷などの維持管理や
工事監督をしております。東北管内でも随一の人口密集地域を流れる河川というこ
ともあり、住民の皆様からご意見・要望を受ける機会が多く、その都度対応しなが
ら仕事をしなければなりません。そうした中でも、少しずつ工事が進んでいく過程
を見られることが今の私のやりがいになっております。
東北地方の河川、道路、港湾の各分野で地域の人々のためになる仕事がしたい方は
東北地方整備局への入省をお待ちしております。

私は給与の支払手続や諸手当認定などの給与事務に携わっています。諸手当認定で
は、法令や規則に則って考えなければならない上に、職員によって認定内容が異な
るので様々な事例に対応できるよう日々勉強し、適正に処理するよう心がけていま
す。職員の給与に直接関わるため責任を感じる業務ですが、給与が振り込まれてい
るのを確認してほっとすると同時に毎月達成感を感じます。また、上司や先輩方が
親身になってサポートしてくださるので、自信を持って仕事に取り組むことができ
ます。
東北地方整備局の業務は多岐にわたり、災害対応や復興支援などの緊急時だけでは
なく、私たちの日常を支える大きな役割を担っています。そして事務官の業務も多
岐にわたり、様々な分野で先輩たちが活躍しています。ぜひ私たちと一緒に東北を
支える仕事をしませんか。
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▲ラオス国内のダム施設見学 ▲普段の業務の様子 ▲工事の完成検査

▲在ラオス タイ大使館での打合せ ▲現場見学会での説明 ▲公園管理の様子

東北地方整備局では、職員が他省庁・自治体等に出向し、
さまざまなフィールドで活躍しています。
人事交流によって相互理解を深め、整備局以外での経験による
広い視野を有する人材の育成など、自己のスキルアップにも繋がります。

出向者からのメッセージ出向者からのメッセージ

出向先の例 復興庁、環境省、外務省、県、県警、市や町などの自治体

り組んでいる「インフラシステム海外展開」の推

進を目的に、日本企業による海外事業の受注拡

大を支援し、我が国の成長へつなげることも重要

な使命としています。業務が幅広い分野に及ぶこ

とは大変ですが、同時にやりがいでもあります。

大使館で働いたことによる気付きは、より一層全

体を見渡してプロジェクトを捉え、より丁寧な配

慮をもった対応が必要であるということです。

これまで東北地方整備局から大使館への出向は

ありませんでした。しかし、国土交通省で会得す

る知識･技術･姿勢は十分に通用しますので、今回

の勤務を通じて、海外という新環境での経験を

望む後世への新たな足掛りとなることを願ってい

ます。

私は現在、外務省に出向し、そこから東南アジア

のラオス人民民主共和国に出向き、在ラオス日本

国大使館で外交官をしています。国土交通省で

は道路分野を中心に従事しておりましたが、現在

携わる分野は「道路、鉄道、空港、交通政策、ダ

ム、上下水道、スマートシティ、都市開発、物流、

災害支援、防災、観光、電力」と多岐にわたって

います。

業務は相手国の大臣･局長級、国際機関、各国大

使館、現地日系企業と、さらに日本の外務省･関

係省庁、関係機関、企業と協議･調整を行い、その

上で担当案件を成立させて施策を実現し、相手国

を成長･発展に導く効果的な運営を図ることを任

務としています。また、日本政府をあげて現在取

出向先：外務省 在ラオス日本国大使館石田 正俊 平成10年度入省（土木）

り前など、考え方が違うため、関係者の意見を調整

してまとめていくのは難しくもありますが、相手方

の「視点」を持っていると、相手の考えに配慮する

ことができるため、調整等が行いやすくなります。

出向先の郡山市も、重視する点など市としての「視

点」を持っており、東北地方整備局の経験で染まっ

ていた私は、今回の出向で市役所の「視点」を得る

ことができました。今後の自身にとって、とても貴

重な経験であり、東北地方整備局に戻った際にも、

業務の中で活かされると感じております。

採用となった後も、様々な機会をを与えてくれる職

場ですので、自身のキャリアアップの為にもなると

思います。私たちと一緒に東北地方整備局で働き

ませんか。

私は、現在、東北地方整備局から郡山市に出向して

います。郡山市では、新規路線を整備するための

計画・調査・設計や、市内の渋滞解消を目的とした

対策検討、無電柱化やアイコンストラクション推進

など幅広に業務を行っており、他機関との調整が

多い職場です。

今回、他機関に所属するというのは初めての経験

で、ルールやシステムなども違うため、全くわから

ない状態でのスタートとなり、とても不安でした

が、出向者ということもあり、上司や同僚から手厚

くサポートしていただき、仕事を順調に進められて

います。

公務員の仕事では、国や県、市町村等の他機関と

調整することも多く、それぞれが重視する点や当た

出向先：郡山市 交通建設部 道路建設課遠藤 史隆 平成26年度入省（土木）

わたるため、港の整備事業ひとつとっても、そこ

に至るまでに携わる関係者の思いは一枚岩では

なく、整備計画に至るプロセスなど、俯瞰した視

点で改めて勉強させていただいています。

整備局の仕事は、地域の期待を背負っている分、

実現に向けて大変な場面もあると思いますが、イ

ンフラ整備のハード的な側面だけではなく、県や

市、地域の方々と連携して港を元気にするソフト

的な側面を含めて、多岐にわたる仕事に携わるこ

とができる、非常にやりがいのある仕事だと思い

ます。

皆さんと一緒に「より良い東北」をつくれるよう、

地域のお手伝いができる日を楽しみに待ってい

ます。

私は現在、山形県にある酒田市役所へ出向し、

港湾とエネルギーに関する仕事を担当していま

す。主に、利用しやすい港づくりや、現在トレンド

となっている2050年カーボンニュートラル社会

の実現を見据えた港湾振興、再生可能エネル

ギー導入（風力発電事業の誘致や、そのための酒

田港利用）に向けた検討を整備局や、山形県と

連携して取り組んでいます。

整備局からの出向者として求められる仕事の広

がりに驚きつつ、今まで整備局の職員として培っ

てきた広域な視点や、経験してきた専門知識を

活かせる場面が多く、非常にやりがいを感じてい

ます。

また、地域からの要望は幅広く、関係者も多岐に

出向先：酒田市 地域創生部 商工港湾課伊藤 尚斗 平成13年度入省（土木）

働いてもうすぐ1年が経ち、公務の立場は変わり

ませんが、市民の生活に貢献していることを感じ

られるという点で、国では体験できない業務にも

携わることができ、日頃からご指導いただいてい

る大館市には感謝しています。また、市役所には

他省庁所管事業の部署もあり視野や人脈が広が

るため、東北地方整備局へ戻った際には、外部

の調整や事情の把握など幅広く役に立つものと

感じています。

東北地方整備局も、上司や各部署の風通しが良

く、自分の意見も発言しやすいため、楽しく経験

を積める職場であると感じています。東北地方

整備局で、河川や道路などの大規模で迫力ある

事業を身近に感じながら、一緒に働きましょう。

私が担当している主な業務は、日沿道の期成同

盟会事務局の運営です。日沿道とは、「日本海沿

岸東北自動車道」の通称として呼ばれていて、新

潟から青森までを結ぶ高速道路であり、沿線地

域の活性化などの整備効果が期待できる道路で

す。期成同盟会事務局の運営業務では、日沿道

の全線開通を目指している大館市をはじめとし

た県北９市町村と関係団体の要望をとりまとめ、

安定的・持続的な予算確保のため、国交省・財務

省などへ要望活動を行っています。コロナ禍で従

来どおりに活動できないこともあり、調整が難し

いですが、市長の考えを直接伝えられる場面も多

く、活動の可能性を閉ざさず見出していくことに

やりがいを感じています。

出向先：大館市 建設部 都市計画課佐々木 大二郎 平成30年度入省（行政）
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Work Life balance

9:00 12:00 12:30 17:15

3h 4.75h

Aさんの勤務時間　8:00～14:45
　　　    (昼休み12:00～13:00)Ａさんの場合

★職場へ復帰

★職場へ復帰

Bさんの場合

※通常の勤務時間　8:30～17:15
　　　    （昼休み12:00～13:00）

Bさんの勤務時間　8:00～16:15
　　　    (昼休み12:00～12:30)

育児時間産前休暇
（6週間）

産後休暇
（8週間）

育児休業
（１年活用）

早出遅出勤務

妊 

娠
出 

産 歳
1

歳
6

休憩時間短縮産前休暇
（6週間）

産後休暇
（8週間）

育児休業
（3年を上限）

早出遅出勤務

妊 

娠
出 

産 歳
3

歳
6

出産する場合 生後１年未満の子を
養育する場合

３歳未満の子どもを
養育する場合

産前６週間及び産後8週間の
休暇が与えられます。

子が１歳に達するまで、１日２回
それぞれ３０分以内の範囲で勤
務しないことができます。

育児休業育児休業 産前産後休暇産前産後休暇 保育時間保育時間

両立支援制度
仕事と子育ての両立を図る職員を応援します仕事と子育ての両立を図る職員を応援します
東北地方整備局には、男性・女性が共に仕事と育児・介護等を両立
しながらいきいきと仕事に取り組むための支援制度があります。
東北地方整備局には、男性・女性が共に仕事と育児・介護等を両立
しながらいきいきと仕事に取り組むための支援制度があります。

制度を活用し活躍している女性職員を紹介！制度を活用し活躍している女性職員を紹介！

両立支援制度両立支援制度

支援制度を活用した例支援制度を活用した例

小学校就学前の子どもを
養育する場合

小学校就学前の子どもを
看護する場合

小学校就学前の子どもを養育、放課後
児童クラブ等に通う小学生の子どもの
出迎え、又は父母等を介護する場合

小学校就学前の子どもを
養育する場合

配偶者、父母、子、配偶者の父母等
を介護など必要な世話する場合

小学校就学前の子どもを養育、又
は父母等を介護する場合

３歳未満の子どもを
養育する場合

配偶者、父母、子、配偶者
の父母等を介護する場合

１日の勤務時間の一部（２時
間以内）を勤務しないことが
できます。

年５日まで （対象となる子ど
もが２人以上の場合は年１０
日）休暇をとれます。

始業、終業時間を繰り上げ又
は繰り下げて勤務することが
できます。

勤務時間を1日３時間５５分
（週１９時間３５分）等に短縮
することができます。

年５日まで（対象となる要介
護者が２人以上の場合は年
１０日）休暇をとれます。

深夜勤務免除や、超過勤務
を月２４時間・年１５０時間以
内に制限できます。

本人の請求に応じて免除さ
れることができます。

６ケ月の期間内で必要と認め
られる期間休暇をとれます。

育児短時間勤務育児短時間勤務 育児時間育児時間 子の看護休暇子の看護休暇 早出遅出勤務早出遅出勤務

介護休暇介護休暇 短期介護休暇短期介護休暇 深夜勤務・
超過勤務制限
深夜勤務・
超過勤務制限 超過勤務の免除超過勤務の免除

Ｑ.入省を目指したきっかけは？Ｑ.入省を目指したきっかけは？
地域の発展のためインフラ整備事業に関わる仕事がしたいと思い志望しました。

きになるアレコレ聞いてみよう！きになるアレコレ聞いてみよう！

Ｑ.結婚出産による働きやすさはどうですか？Ｑ.結婚出産による働きやすさはどうですか？
早出遅出勤務や看護休暇などの制度が整っているだけで
なく、周りの方々の理解や協力もあるのでとても働きやす
い環境です。

Ｑ.仕事をする際に心がけていることはありますか？Ｑ.仕事をする際に心がけていることはありますか？
子供のお迎えまでの限られた時間の中で仕事を終わらせ
るため、優先順位をつけ、集中して仕事をすすめるよう気
を付けています。

Ｑ. 入省希望者へのメッセージＱ. 入省希望者へのメッセージ
整備局では事務官も幅広い業務を経験することができま
す。第一線で活躍している女性、育児と仕事を両立してい
る女性、お手本となる先輩方がたくさんいます。ぜひ一緒
に働きましょう。

東北地方整備局には、左記の両立支援制度を活用し、職場と家庭の両方で活躍している女性職員
が数多くいます。周囲も理解し協力し合う環境が整っており、各種制度を積極的に活用しやすい職
場です。ここでは、そのような女性職員の１日の勤務スケジュールや、入省を希望する皆さんへの
メッセージをご紹介します。

勤務
スケジュール
勤務
スケジュール

8:45

月・火・木
12:00 13:00 16:45

3.25h 3.75h

8:45

水・金

12:00 13:00 18:30

3.25h 5.5h

Ｑ.結婚・出産による働きやすさはどうですか？Ｑ.結婚・出産による働きやすさはどうですか？
両立支援制度を活用し、家庭の事情に合わせた働き方を選択することで、子供とふれあう時間が確
保でき、充実した生活を送っています。職場の上司や同僚もとても協力的で働きやすいです。支援制
度を活用して働いている職員はたくさんいます。

きになるアレコレ聞いてみよう！きになるアレコレ聞いてみよう！

Ｑ.仕事をする際に心がけていることはありますか？Ｑ.仕事をする際に心がけていることはありますか？
急に子供が体調を崩し、休まなければならないこともありますので、上司や同僚と日頃からコミュ
ニケーションを取り、業務の進捗状況をこまめに共有し、引き継ぎできるよう心がけています。

Ｑ.やりがいを感じるときは？Ｑ.やりがいを感じるときは？
課題解決のため、上司や同僚と一致団結して解決に取り組
み、成し遂げたときは特に達成感とやりがいを感じます。

Ｑ. 入省希望者へのメッセージＱ. 入省希望者へのメッセージ
多くの方のくらしを守る、支える、豊かにする、社会にとって
大切な仕事ができる職場です。皆さんと一緒にお仕事がで
きる日を楽しみにしています。

勤務
スケジュール
勤務
スケジュール

9:00始業を
15分早めている 昼休みは通常どおり

終業時間を45分繰り上げて
保育所へ子どものお迎え

私がお迎え
担当の日

夫にお迎えを
お願いしている日

昼休みを
30分短縮

配偶者の就業等の
状況にかかわらず
取得できます。

仕事と家庭生活の
両立を支援するための
様々な制度が
あります！

9:15始業のところ
15分間始業時間を

繰り上げ

東北国営公園事務所
　工務課

工務係長

日景　郁江

総務部　人事課
管理係

豊島　珠実

24 25



Ｑ．初任給は？ Ｑ．過去の採用状況を教えてください。

Ｑ．勤務時間・休暇は？

Ｑ．学部・学科や専攻によって有利・不利は？

Ｑ．住宅は？

一般職（大卒程度）試験合格者
182,200円　

一般職（高卒者）試験合格者
150,600円　

　※令和4年１月現在。職歴加算あり
■このほか、通勤手当、超過勤務手当、扶養手当、住居
手当などが支給されます。

■ボーナス（賞与）は年2回。合計約4.3ヵ月。
■年１回の昇給

A 以下のとおりです。

■一般職（大卒程度）

■一般職（高卒者）

平日／８時30分～17時15分
（９時15分～18時）※（　）内は仙台市内の職場に勤務する場合

年次休暇／年間15日（４月採用者）
　　　　　２年目以降20日
※20日までは翌年に繰り越し可能。最大40日まで。
■特別休暇／結婚・忌引などの特別の場合は、規定の日

数を休むことができます。夏季休暇／７～
９月の間に連続した３日間

■病気休暇／負傷・疾病・生理のため療養する場合
■介護休暇／負傷・疾病又は老齢により２週間以上の期

間にわたり日常生活を営むのに支障がある
者の介護をする場合

独身・世帯用宿舎
が設置されています。

独身用宿舎や、家族で住める世
帯用宿舎が各地にあり、駐車場
も用意されています。
（一部では事情により対応できない場合もあります） 

毎年勤務地や職務に関する希望を全職員から提出しても
らうことにより、少しでもみなさんの希望に近づける努
力をしています。ただし、希望する部署でのポストの異
動状況、本人の適性などから必ずしも100％希望がかな
うわけではありません。

東北地方整備局は東北６県が管轄エリアになりますか
ら、東北６県に点在する事務所や出張所など全てが勤務
候補地になります。異動のペースは、平均２～３年程度
で、各分野の経験を積んでいきますが、転居を伴うもの
ばかりではありません。また東北エリア外ですが、本人
の希望なども考慮し、本省やその他の機関などへ出向し
て経験を積むことができる可能性もあります。 

残業の有無やその多少は、部署によって異なるので一概
にはいえません。 また災害対応などで土・日出勤や休日
出勤となる場合もあります。そのようなときは振替休日
などの制度もあります。

ケガや事故、病気などの万一の際や、結婚や住宅取得などの
ライフプランも国土交通省共済組合がしっかりと支援します。
■病気・ケガの場合／本人や扶養家族の医療費は一部負
担でＯＫ。
■資金が必要な場合／臨時の支出や、住宅取得の資金貸
付制度、財産づくりの貯蓄制度も充実。
■子供が産まれた時などには、各種給付金が支給されま
す。

東北地方整備局には、充実した研修制度があり、業務上
必要な知識やスキルを研修で習得できます。
一例を挙げると、事業の調査設計段階では水質や大気、
動植物系の環境調査を行うことがあり、幅広い分野の知
識が必要になります。また、河川・道路の施設整備や維
持管理には電気・機械の知識が必要なものが多数ありま
す。
採用にあたっては、人物重視の選考を行っていますの
で、気軽に説明会や現場見学会、官庁訪問等に参加して
ください。

A

A

A

やる気があれば、土木以外を専攻してい
る方でも、活躍できる場面はたくさんあり
ます。

A

●配属先 ●共済制度

●残業や休日出勤

●異　動

Q & A
みんなが気になる質問に答えます！

東北地方整備局職員採用東北地方整備局職員採用

※（　）内は女性の内数

 年度 行政 土木 電気 機械 建築 農学 農工 林学 物理 化学 合計

 R2 9（4） 18（5） 1 1 1  2 1 1  34（9）

 R3 24（8） 16（5）  2 1  1  1 1 46（13）

 R4 19（5） 19（1）  3 3（2） 4 2 1 1  52（8）

 年度 事務 技術 農土 合計

 R2 6（3） 19（5） 1（1） 26（9）

 R3 14（5） 37（5） 3 54（10）

 R4 8（5） 46（9） 6 60（14）

スキルアップをしっかりサポート！
人材育成制度人材育成制度
東北地方整備局では、担当業務や成長度に応じて、専門的知識の向上、自己のキャリア開発、マネジ
メント能力の向上などの人材育成を目的として、個々のスキルアップをサポートするため、さまざま
な研修の場を用意しています。

研修

若手技術職員育成プログラム

採用１年目に実施する研修

　研修は東北技術事務所研修所（宮城県多賀城市）、国
土交通大学校小平本校（東京都小平市）・柏研修セン
ター（千葉県柏市）等で実施しています。
　研修内容は、新しく整備局職員になられた方を対象
とする「新規採用職員研修」をはじめ、「新任係長研
修」、「新任管理職研修」などの各階層毎の必修研修の
他、実際に現地を見学し、現場力をつける河川・道路な
どの専門的能力の向上を図る研修・セミナーなどを数
多く設定しています。

　上記研修等のほか、若手技術職員が基
礎技術を習得することを目標にした「基礎
技術講習会」を開催しています。
　基礎技術講習会は、コンクリート・アス
ファルト舗装・水質調査など、分野別に実
技をメインとしたカリキュラムを設定して
おり、実際に見て触って体験してもらうこ
とにより若手技術職員の基礎技術の習得
に取り組んでいます。

　採用１～４年目の技術系職員の技術力・職務スキル向上を目的とし、
「若手技術職員育成プログラム」という取り組みを展開しています。
　プログラムでは、若手職員１人１人に対し直属の上司をアドバイ
ザー職員に任命し、日頃からのきめ細かな指導・助言を行い職場一
体となり若手の育成を見守る「育成カルテ」の他、若手自身が学び
たい内容を決定し、担当職務にとらわれず現地見学や座学によりス
キル向上を計る「若手勉強会」も実施しています。
　また、年一回発表会を開催しており、それまでの技術や知識の習得
状況、実際に仕事に取り組んで感じている問題・課題等を共有すると
共に、今後の目標などについて意見交換を行います。仕事に対する考
え方や取り組み方のコツなど、採用年度の異なる若手職員とも意見を
交わすことで、自己啓発の促進につながるよう取り組んでいます。

現地研修の様子

合材敷き均し温度の違いを体験

発表会の様子

若手勉強会での現地研修の様子

土に触れて含水状況を確認 水質簡易測定を体験

グループ討議の様子

基礎技術講習会

研修名 実施時期 期間 対象 研修内容

新規採用職員 ４月上旬 約１週間 事務・技術 国家公務員としての心構え、社会人としてのマナー・基礎
知識等の習得を行います。

河川・道路・港湾など国土交通行政に係る技術的基礎知識
を、講義や現地実習、演習を通して習得します。

新規採用職員
（技術） ６月 約１週間 技術

26 27






