
中国地方整備局
採用案内
〈行政区分〉

●勤務時間

●初任給【一般職試験】

●手当

●過去の採用実績

● 住居手当 … 借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者等に支給
● 通勤手当 … 交通機関を利用している者等に支給
● 地域手当 … 広島市・岡山市等に所在する官署に勤務する者に支給
● 扶養手当 … 扶養親族のあるものに支給
● 期末・勤勉手当 … いわゆるボーナス

土・日曜日及び祝日の休日等は休み

８：３０～１７：１５（７時間４５分）
広島市内に勤務する場合

９：１５～１８：００

● 大卒程度試験合格者　182,200円～　　● 高卒程度試験合格者　150,600円～

勤務条件等について

  男 女 男 女

 H29 8 6 1 1 16

 H30 3 3 1 1 8

 H31 11 9 3 1 24

 R2 22 13 1 2 38

 R3 23 13 6 2 44

行政

建設部門 港湾空港部門
計

年度

＊建設部門は、河川、道路、都市・住宅、営繕、公園等を担当します。
＊港湾空港部門は、港湾、空港等を担当します。
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このパンフレットでは、中国地方整備局で働く職員の中から行
政区分の職員（事務官）の仕事にスポットを当てて、若手職員
のインタビューを中心に、人々の暮らしを支える「事務官のチ
カラ」をご紹介していきます。

中国地方整備局の仕事全体の流れが下図のようになります。この中で、事務
官の仕事は総務グループ・用地グループ・管理グループに分けることができ
ます。

中国地方整備局で働く
事務官のチカラ 事業の流れ

中国地方整備局の事業
中国地方整備局では、中国地方各地の社会資
本（インフラ）を整備しています。河川堤防や
道路など、普段の生活で身近にあるものにも
深く関わっています。

事務官の業務
インフラを整備するため、事務官は様々な仕
事を行います。組織運営の仕事や事務手続
き、ときには現地に赴くこともあります。詳し
くは、次のページをご覧下さい。

職員の内訳
中国地方整備局の職員のうち、概ね
４割程度が行政区分（事務官）です。
「河川堤防や道路を造っているな
ら、技術区分の仕事？」と感じるか
もしれませんが、実際には事務官も
大いに関わりのある仕事です。

技術系職員の仕事 事務系職員の仕事

企画・計画

工　事

維持管理

調査・設計

管理事務

契　約

用地取得

建設部門
（河川、道路、都市・住宅・公園、営繕）

港湾空港部門
（港湾・空港）

技
術
系
区
分

技

行
政
区
分

行

※行：行政区分
　技：技術系区分

約1,800名
  行政区分：約4割、
  技術系区分：約6割

職員数
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組織運営の仕事（総務グループ）には様々な業種が含まれますが、ここで
は「給与事務」を紹介します。
名前の通り、働く職員の給料に関わる仕事で、職員のやる気に直結する、
非常に重要な業務です。
給与には通勤手当や住居手当も含まれるため、それらの支給について判
断したり、職員が育児に関する特別休暇を取得するときの相談を受け付
けることもあります。

池田事務官からのメッセージ
　例えば「パパのおしごとってなぁに？」と聞かれたときに、整備局の仕事
は小さな子供でもイメージがしやすいのではないでしょうか。道路や川は、
必ずみんなが知っていて、使ったことがあるものだから。
　身の回りにいる祖父母や親、家族、友人、恋人…そして後世まで続く子孫た
ちも、意識はしていなくとも実は整備局の支えを受けているはずです。一見地
味に思えるかもしれませんが、誰にとっても欠かせない大切な仕事です。そして
その成果はこれまでも、これから先の未来でも、形となって残っている。…ちょっ
と素敵じゃないですか？

profile　池田 綾乃  総務部 人事課
担当業務 給与、手当
出身地 愛媛県
休日の趣味 最近キャンプを始めたので……
 新しい趣味にできるよう
 頑張ります！

総務グループから「契約事務」の業種もご紹介します。
「契約事務」とは工事業者の方々との調整を行うほか、職員が利用する
仕事道具の調達をする業種です。
工事業者の方々の力無しにはインフラは出来上がりませんし、整備局の
仕事には重機から文房具まで、様々な道具を必要とします。そうした「仕
事をする基盤を調える」という、中国地方整備局のために欠かせない仕
事といえます。

小川事務官からのメッセージ
　私の所属する契約課は、日常業務に使用する物品、工事や設計測量等の
契約手続きを行うところです。
　組織の信頼に関わる重要な仕事を多く取り扱っています。
　多くの専門知識・用語の中で勉強の日々ではありますが、分からないときに
アドバイスをくださる心強い上司、先輩方に支えられ日々新しい知識を身につ
けています。以前できなかったことができるようになったときは一人の社会人と
しての成長を実感することができます。
　みなさんも中国地方整備局で一緒に様々なチャレンジをしてみませんか？？

profile　小川　智大  総務部 契約課
担当業務 物品・役務契約
出身地 岡山県
休日の趣味 サッカー、ゲーム

総務グループ
（給与事務）

池田事務官のある一日
出勤
アストラムラインで
通勤。

諸手当の認定
提出された通勤届の
内容を確認しています。

昼食
普段は仕出しのお弁当を
食べています。月に何度
か同期とランチへ。

打合せ
この日は午後から他省
庁から来た依頼に関す
る打合せです。

書類のチェック
給与の振込口座を変更
する届出が提出されま
した。

終業
仕事終わりは買い物に
行ったりヨガに行った
りしています。

出勤
メール整理、
スケジュール確認を
します。

電話対応
業者の方から契約に
関するお問い合わせで
す。

ランチタイム
自作の弁当を食べま
す。周りにおいしい
お店も沢山！！

事務所への連絡
契約に必要な情報を事
務所に確認したり、情
報共有を行います。

書類作成
新たな契約に必要な契
約書、支払書類を適切
且つ迅速に作成します。

終業
今日は、職場の同期と
食事へ!！たまには
リフレッシュ！

総務グループ
（契約事務）

小川事務官のある一日
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次にご紹介するのは、「用地事務」の業種です。
用地とは簡単に言い換えれば「インフラ建設のために必要な土地」です。
それらを購入するにあたっては、購入金額を法律に基づいて計算したり、
土地所有者の方とやりとりをする仕事が必要になります。
当然、土地がなければインフラをつくることもできませんから、用地事務
はいわば「インフラ整備の出発点である」といえます。

河村事務官からのメッセージ
 中国地方整備局は、道路・河川・港湾と幅広く大規模なインフラ整備を行
い、中国地方に住む方々の生活の安全・安心を守り、より良い暮らしのため
に日々精進しています。
　事務系職員、技術系職員に関係無く様々な事業に関わることができるのは、
整備局ならではの魅力だと思っています。そして、自分が関わった事業が進んで
いると達成感を得られることも魅力のひとつです。
　ぜひ皆さんも整備局の一員になりませんか？

profile 河村 和哉  
 出雲河川事務所 用地第一課
担当業務 用地事務
出身地 広島県
休日の趣味 バスケットボール

最後に紹介する業種は「管理事務」です。
用地取得や工事を経て完成したインフラは、管理者によって維持管理さ
れます。その中でも特に法的な手続きを事務官が担っています。
例えば道路が損傷したときの対応や、占用（道路空間を利用する行為）の
許認可を審査することで、安全・安心に使用できる道路環境を維持して
います。

森事務官からのメッセージ
私が行っている道路管理業務では、書類作成や書類審査といったデスク

ワークだけでなく、現地に行って道路と民地の境界や県や市と道路の管理区
分を確認するなど現場に行く機会も多いです。また、図面を見たり道路法を
読んだりする際は難しいと感じることもありますが、上司に質問すると優しく
丁寧に教えてくれます。中国地方の社会資本整備のために、皆さん中国地方整
備局の一員になりませんか。

profile 森 未歩子
 鳥取河川国道事務所　
 道路管理第一課
担当業務 道路管理事務
出身地 熊本県
休日の趣味 道の駅巡り、ドライブ

用地グループ
（用地事務）

河村事務官のある一日

管理グループ
（管理事務）

森事務官のある一日
出勤
メール、その日の
スケジュールチェック。

関係課と打合せ
事業工程の確認、
情報提供等を行います。

昼食
近くのコンビニで
ご飯を買っています。

現地確認
買収した現地で、補償
金額を支払うために必
要な検査を受けます。

書類作成
業者の方に送る資料等
を作成します。

終業
買い物に行ったり、趣
味のバスケットボール
をしたりします。

出勤
1日のスケジュール・
メールチェック。

上司と打合せ
道路損傷について上司に
説明します。

ランチタイム
よく同期とランチに行っ
ています。

現地確認
国道と民地の境界を確認
します。

書類の審査
道路占用許可申請書に問
題がないか確認します。

終業
新しく購入した車で
ドライブします！
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ドライブします！
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中国地方整備局
採用案内
〈行政区分〉

●勤務時間

●初任給【一般職試験】

●手当

●過去の採用実績

● 住居手当 … 借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者等に支給
● 通勤手当 … 交通機関を利用している者等に支給
● 地域手当 … 広島市・岡山市等に所在する官署に勤務する者に支給
● 扶養手当 … 扶養親族のあるものに支給
● 期末・勤勉手当 … いわゆるボーナス

土・日曜日及び祝日の休日等は休み

８：３０～１７：１５（７時間４５分）
広島市内に勤務する場合

９：１５～１８：００

● 大卒程度試験合格者　182,200円～　　● 高卒程度試験合格者　150,600円～

勤務条件等について

  男 女 男 女

 H29 8 6 1 1 16

 H30 3 3 1 1 8

 H31 11 9 3 1 24

 R2 22 13 1 2 38

 R3 23 13 6 2 44

行政

建設部門 港湾空港部門
計

年度

＊建設部門は、河川、道路、都市・住宅、営繕、公園等を担当します。
＊港湾空港部門は、港湾、空港等を担当します。


