
福 島 県
町村職員への道案内
～土木技師～
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土木技師とは？

じゃあ実際に町村の土木技師さんは
どんな仕事をしているの？

下記の分野において、工事の発注準備や
工事現場監督等を行う。

測量

監督

業務

設計

災害復旧

など

道路 河川

上・下水道

公園

分野

など

特徴

など

形に残る業務が多い

生活基盤を支える
仕事が多い

災害対応の柱となる

道路補修やパトロールを行うなど、住民の生活に密接に関わる存在です。

ふくしまを応援する
「ベコ太郎」

建築

地図に残るような
業務が多い



実際には土木技師って
どんな仕事をしているの？

次のページでは町村の土木技師さんに
気になることを聞いてみた！

道路事業の設計・積算、

発注業務及び工事監督を

行っています。また、地域の

皆さんに町道をより安全に利用

して頂くために、道路パトロール

や維持管理業務を行っています。
建設工事等の発注や工事

監督として施工業者や

関係機関との調整、工事に係る

事務手続き等を行っています。

また、災害が発生した時には

現場確認や災害復旧事業

などの業務も行います。

道路の舗装工事等を担当

しています。

路面が不安定な砂利道等を

舗装し、住民の方々が安全に

走行できるようにするための

道路工事の発注を行っています。

町道の改良、維持修繕

などの設計積算や発注業務、

監督員を担当しています。

また、冬になると除雪の手配

などを行っています。

主に委託業務と工事の

監督員を行っています。

また、道路管理者として

利用者が快適に村道を走れるよう

維持及び補修を行っています。

冬季間には除雪に関わる業務に

携わっています。

主に公共建築物の建設

に係る設計業務委託や建設

工事の監督業務に携わって

います。また、町内にて建物建設を検

討している業者様や住民の方への都市

計画相談の応対や、それに係る道路

協議・申請の対応を行っています。



次は
小野町！

Daily Schedule

6:30 起床

7:45 登庁

8:25 朝礼

10:00 調査打合せ

12:00 お昼休み

13:30 舗装工事検査

15:00 現場確認

17:15 退庁

19:30 夕食

21:00 読書、映画鑑賞等

23:30 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

大学で学芸員の資格を取得しました。
在学中から地域に密接した仕事をしたいと思い、
地元の公務員試験を受験し採用となりました。

町内出身であってもまだ町のことを知らなかった
と実感しています。現場に向かう際地区ごとの
風景や土地のあり方などの違いを学びながら
業務を行っています。

住民の方々の暮らしを支えられたり仕事を通して多くの人
と関われたりなど、やりがいがある仕事です。
職員として一緒に働けることを心からお待ちしています。

土木技師さんにいろいろ聞いてみた

矢

吹

町
Okoshi Nozomi



次は
楢葉町！

Daily Schedule
6:00 起床
8:15 登庁
8:30 朝のミーティング
9:00 工程、書類確認
10:00 工事現場打合せ
12:00 お昼休み
13:00 設計積算業務
14:00 工事現場打合せ

工程確認
16:00 工事用書類作成
18:00 退庁
18:30 夕食
19:00 野球の練習
21:00 帰宅
24:00 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

大学で土木を学び、町の公務員採用試験を受験
し採用となりました。

働く前にイメージしていた通りです。
日々、学ぶこと、新しい発見があり、成長あるのみ
と思います。

多くの知識、経験が必要であり、時には壁にあたることも
ありますが、町の発展に貢献できることはとてもやりがい
がある仕事だと思っています。
ぜひ町村職員として一緒に働きましょう。

土木技師さんにいろいろ聞いてみた

小

野

町
Kagota Mitsuki



次は
大熊町！

Daily Schedule

6:30 起床
7:00 ランニング
8:10 登庁
8:30 朝の打ち合わせ
9:00 現場確認
10:00 設計業務
12:00 昼食
13:00 道路パトロール
15:00 設計業務
17:15 退庁
17:30 ジム（筋トレ）
19:30 温泉（しおかぜ荘）
21:00 軽い晩酌
22:00 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

福島高専卒業後、ゼネコンで7年間勤務し、一級
土木、測量士等の資格を取得しました。自分の
持つ技術を地元の復興に役立てたいという想い
が次第に強くなり、幼いころから所縁のある楢
葉町での技術職の募集を知り受験しました。

「役場はシーンとしている・・」というイメージ
がありましたが、いざ入庁してみると職場の雰囲気
の良さに驚きました。上司への相談もし易く、
色んなことにチャレンジさせてくれるので、本当に
毎日が充実しています。

楢葉町で土木技師として働けている今がとても幸せです。
絶対に後悔しません。ぜひ一緒に働きましょう！

土木技師さんにいろいろ聞いてみた

楢

葉

町
Yoshida Takeshi



次は
双葉町！

Daily Schedule

7:00 起床
8:15 登庁
8:30 係内会議
9:30 メール確認・返信
10:00 都市計画相談対応
12:00 お昼休み
13:00 工事定例会議

現場確認
16:00 工事書類の確認
17:15 退庁
17:45 夕食準備
18:30 夕食・映画鑑賞等
24:00 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

大学卒業後、木造の注文住宅を扱う工務店に就
職し、施工管理として現場で経験を積みました。
その後、設計事務所にて設計業務に携わり、行
政と関わる中で、今まで見えていなかった行政
の影響力を感じ、公務員採用試験の受験を決め
ました。

イメージ差は、あまり感じることなく、働くことが
できています。役場内の方々は、穏やかな方が多く、
職場内の雰囲気も良いため、良い環境で働くことが
できていると常々感じています。

日々行っている仕事が、直結して人々のために繋がってい
るので、やりがいを感じて仕事をすることができています。
また、わからないこと等、教えて下さる方々に囲まれてい
るので、とても恵まれた環境に身を置くことができていま
す。不安の方が多いと思いますが、ぜひご検討ください。

土木技師さんにいろいろ聞いてみた

Kikuchi Chihiro

大

熊

町



次は
飯舘村！

Daily Schedule
7:30 起床
8:15 登庁、メール確認

スケジュール確認
8:30 始業、ミーティング

電話対応、工事書類
チェック

9:00 監督業務（現場立会）
11:00 工事書類作成
12:00 お昼休み
13:30 来客対応
14:30 現場進捗状況報告
15:30 翌日の現場書類作成
17:30 退庁
19:30 夕食
23:00 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

大学卒業後、建設業や建築業勤務を経て高校時
代を過ごした双葉町の復旧・復興に直接携われ
る仕事がしたいと思い、町の公務員採用試験を
受験し採用となりました。

土木の現場は未経験でしたが、職場の雰囲気が
とても良く何でも相談できる環境でした。上司や
先輩から適切な指導を頂きながら日々勉強の毎日で
仕事ができています。また、町外出身者や全国の
都道府県からの派遣で来て頂いてる職員も多いので
各土地の話題が聞けるのも楽しいです。

「双葉町に戻って良かった」「双葉町に住みたい」
と思ってくれる住民の方が一人でも多くなるように町長を
先頭に町職員全員一丸となって頑張っていますが、まだま
だマンパワーが足りません。ぜひ一緒に働きましょう。

土木技師さんにいろいろ聞いてみた

Kondo Yoshimori

双

葉

町



次は
町村紹介！

Daily Schedule

6:00 起床
7:45 登庁
8:30 課内ミーティング
9:00 道路パトロール
11:00 現場立会検査
12:00 お昼休み
13:00 委託業者と打合せ協議
14:00 設計・積算業務
17:15 退庁
17:45 買い物
18:00 帰宅・夕飯
22:00 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

前職では市町村を支援する機構にいたため、
飯舘村には平成２６年に出向職員として一年間
在籍していました。
その後、機構に戻り平成２８年に職員採用試験を
受験し採用となりました。

採用前から携わっていたため、ある程度の雰囲気
等はわかっていたので割とすんなりなじめました。
また、県や市と比べるとそんなに職員数が多くない
ため、安易に職場に解け込めました。

技術職員は仕事をしながらも一生勉強が続きます。
どうせやるなら楽しい職場、やりがいのある職場の飯舘村
建設課がオススメです。飯舘村の職員として一緒に村のイ
ンフラを守っていきましょう！！

土木技師さんにいろいろ聞いてみた

飯

舘

村
Takaki Yoshihiro



先輩職員に聞いてみた
おしえて！あなたの町・村の良いところ！

県の中央寄りに位置するので交通の利便性が高く、

東西南北動きやすく移動に適しています。

また町の北側に公園があり、四季折々の風景を

楽しみながら運動やイベント等を楽しむことが

出来ます。

矢吹町
やぶきじくん

複合施設KOKOTTO

小野町
春には夏井千本桜が満開になり、

町内外からの多くの人々で賑わいます。

ほかにも高柴山、天然記念物の翁スギ

媼スギなどがあり四季折々の自然を

感じられる町です。

また、子育て世代に手厚い支援を

行っており、自然を身近に感じながら

子どもたちが育っていける町だと思います。

小桜ちゃん

夏井千本桜

楢葉町

天神岬公園や木戸ダム等、自然と

触れ合える場所が多くありつつ、

スポーツジムや温泉、笑ふるタウン

といった商業施設も充実しているの

で、毎日を心身豊かに過ごせます。

ゆず太郎 ゆりかちゃん

しおかぜ荘
天神岬スポーツ公園
オートキャンプ場



双葉町

福島県浜通り地方の中央に位置し、

海洋性の比較的温暖な気候であり、

阿武隈山系の山並みから太平洋の

海辺まで豊かな自然に恵まれています。

フタバくん

だるま市

大熊町

大熊町の穏やかな風景と町並みが好きです。

町内は自然豊かで、役場近くの敷地に咲くひ

まわり畑や中屋敷地区の紅葉がきれいで、今

年も見れることを楽しみにしています。また、

町内で栽培されているいちごがとてもおいし

く、いつも販売を心待ちにしています。

まあちゃん

町内で12年ぶりに開催された
大熊町ふるさとまつり

飯舘村

住民や訪問者に対する職員（村）の対応が

素晴らしいと感じます。丁寧に対応する

村の姿勢は私も見習わねばと思います。

また、村長・副村長をはじめ職員の方も

気兼ねなく接してくれる楽しい村です。

イイタネちゃん

はやま湖花火大会



県
北
地
方

こおりまち

桑折町
総務課 ：024-582-2111

💻 https://www.town.koori.fukushima.jp/

会
津
地
方

きたしおばらむら

北塩原村
総務企画課 ：0241-23-3111

💻 https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/

くにみまち

国見町
総務課 ：024-585-2112

💻 https://www.town.kunimi.fukushima.jp/

にしあいづまち

西会津町
総務課 ☎：0241-45-2211

💻 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/

かわまたまち

川俣町
総務課 ☎：024-566-2111

💻 https://www.town.kawamata.lg.jp/

ばんだいまち

磐梯町
総務課 ☎：0242-74-1223

💻 https://www.town.bandai.fukushima.jp/

おおたまむら

大玉村
総務課 ☎：0243-24-8134

💻 https://www.vill.otama.fukushima.jp/

いなわしろまち

猪苗代町
総務課 ☎：0242-62-2111

💻 https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/

県
中
地
方

かがみいしまち

鏡石町
総務課 ☎：0248-62-2111

💻 https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/

あいづばんげまち

会津坂下町
総務課 ☎：0242-84-1503

💻 https://www.town.aizubange.fukushima.jp/

てんえいむら

天栄村
総務課 ☎：0248-82-2111

💻 https://www.vill.tenei.fukushima.jp/

ゆがわむら

湯川村
総務課 ☎：0241-27-8800

💻 https://www.vill.yugawa.fukushima.jp/

いしかわまち

石川町
総務課 ☎：0247-26-2113

💻 https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/

やないづまち

柳津町
総務課 ☎：0241-42-2112

💻 https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/

たまかわむら

玉川村
総務課 ☎：0247-57-4621

💻 https://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/

みしままち

三島町
総務課 ☎：0241-48-5511

💻 http://www.town.mishima.fukushima.jp/

ひらたむら

平田村
総務課 ☎：0247-55-3111

💻 https://www.vill.hirata.fukushima.jp/

かねやままち

金山町
総務課 ☎：0241-54-5111

💻 https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/

あさかわまち

浅川町
総務課 ☎：0247-36-4121

💻 http://www.town.asakawa.fukushima.jp/

しょうわむら

昭和村
総務課 ☎：0241-57-2111

💻 https://www.vill.showa.fukushima.jp/

ふるどのまち

古殿町
総務課 ☎：0247-53-4611

💻 https://www.town.furudono.fukushima.jp/

あいづみさとまち

会津美里町
総務課 ☎：0242-55-1122

💻 https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/

みはるまち

三春町
総務課 ☎：0247-62-2111

💻 https://www.town.miharu.fukushima.jp/

相
双
地
区

ひろのまち

広野町
総務課 ☎：0240-27-2111

💻 https://www.town.hirono.fukushima.jp/

おのまち

小野町
総務課 ☎：0247-72-2111

💻 https://www.town.ono.fukushima.jp/

ならはまち

楢葉町
総務課 ☎：0240-23-6100

💻 https://www.town.naraha.lg.jp/

県
南
地
方

にしごうむら

西郷村
総務課 ☎：0248-25-1112

💻 https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/

とみおかまち

富岡町
総務課 ☎：0240-22-2111

💻 https://www.tomioka-town.jp/

いずみざきむら

泉崎村
総務課 ☎：0248-53-2111

💻 https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/

かわうちむら

川内村
総務課 ☎：0240-38-2111

💻 http://www.kawauchimura.jp/

なかじまむら

中島村
総務課 ☎：0248-52-2111

💻 http://www.vill-nakajima.jp/

おおくままち

大熊町
総務課 ☎：0240-23-7568

💻 https://www.town.okuma.fukushima.jp/

やぶきまち

矢吹町
企画総務課 ：0248-42-2117

💻 http://www.town.yabuki.fukushima.jp/

ふたばまち

双葉町
総務課 ☎：0240-33-0124

💻 https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/

たなぐらまち

棚倉町
総務課 ☎：0247-33-2111

💻 http://www.town.tanagura.fukushima.jp/

なみえまち

浪江町
総務課 ☎：0240-34-0235

💻 https://www.town.namie.fukushima.jp/

やまつりまち

矢祭町
自立総務課 ：0247-46-3131

💻 http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/

かつらおむら

葛尾村
総務課 ☎：0240-29-2111

💻 https://www.katsurao.org/

はなわまち

塙町
総務課 ☎：0247-43-2111

💻 http://www.town.hanawa.fukushima.jp/

しんちまち

新地町
総務課 ☎：0244-62-2111

💻 https://www.shinchi-town.jp/

さめがわむら

鮫川村
総務課 ☎：0247-49-3111

💻 https://www.vill.samegawa.fukushima.jp/

いいたてむら

飯舘村
総務課 ：0244-42-1611

💻 https://www.vill.iitate.fukushima.jp/

南
会
津
地
方

しもごうまち

下郷町
総務課 ☎：0241-69-1122

💻 https://www.town.shimogo.fukushima.jp/

ひのえまたむら

檜枝岐村
総務課 ☎：0241-75-2500

💻 https://www.vill.hinoemata.lg.jp/

ただみまち

只見町
総務課 ☎：0241-82-5210

💻 https://www.town.tadami.lg.jp/

みなみあいづまち

南会津町
総務課 ☎：0241-62-6100

💻 https://www.town.minamiaizu.lg.jp/

発行 福島県総務部市町村行政課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 Tel:024-521-7125 Fax:024-521-7904
Mail:shichouson_gyousei@pref.fukushima.lg.jp

「福島県町村職員採用情報Webサイト」

https://www.fukushima-choson-recruit.jp/

詳細については各町村までお問い合わせください。

各町村 採用担当連絡先 一覧


