
令 和 ３ 年 ６ 月 ７ 日
九 州 地 方 整 備 局

１．募集時期：令和３年５月３１日（月）から令和３年６月２８日（月）

２．応募方法：メールにより履歴書・職務経歴書・論文試験答案を送付

３．選考方法：書類選考、論文試験及び面接試験により選考

４．募集人数：若干名

５．採用時期：令和３年１０月１日を予定

九州地方整備局採用サイトでも募集案内をしています。

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/n-recruit/index.html

※詳しくは、別添チラシを参照して下さい。

平成２８年熊本地震、平成２９年九州北部豪雨、令和元年８月豪雨、令和２年７

月豪雨被害など自然災害による被害が近年激甚化しており、「防災・減災、国土

強靱化対策の推進」、「各地で頻発する自然災害の復旧・復興支援」などへの地

域の期待が従前より高まっています。

九州地方整備局では、国民の命と暮らしを守り、九州を元気にする社会資本整

備を実施していく即戦力となる人材を必要としています。

そこで、昨年度に引き続き、社会人経験者による係長級（事務）の選考採用の

募集を以下のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。

【お問合せ先】

九州地方整備局 いしばし なるみつ

総務部 人事課 建設専門官 石橋 成光 （内線２２５３）

代表番号 092-471-6331 FAX 092-476-3462

社会人経験者（係長級・事務）を選考採用

～６月２８日（月）まで受付中～



経 験 者 募 集

国だからできる仕事がある

令和３年度
国土交通省九州地方整備局選考採用試験
（社会人経験者・係長級（事務））
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事務官の役割

事業の流れ
用地取得

事業に必要と
なる土地の取
得や建物等の
物件の移転に
伴う損失補償
についての交
渉などを行い
ます。

総務・人事・厚生

給与、人事管理や福利厚生な
ど、職員の
処遇と職場
環境に関す
る業務を

行います。

工 事

施工にあたり品質や安全を確
保するとともに、工事がスムー
ズに進むよう指導、監督、
地元との調整

などを行います。

維持・管理

河川やダム、道路などの点検
やメンテナンスを行い、また河
川や道路の適切な利用のため
の許認可業務を行います。
さらに、災害
に備えた活動

も担当します。

経理・契約

入札等により施工業者を決定
し、契約を締結。また工事完了
後の支払いや決算、備品の購
入などを担

当します。

調査・計画

環境面、経済面等あらゆる視
点から調査、検討を行い、事
業を実施する際の
最適な計画を

立案します。

企画・事業調整

国土計画、地方計画に関する
地域の話題やニーズを把握し、
さらに長期的展望を持った事
業の企画、構想の策定を行う
とともに、他府省や各県などと
事業計画を

調整します。

技術開発
事業の合理化や効率
化、安全性向上のた
めの新技術の導入や
開発、基準化を行い
ます。

機 械
主に機械設備に関する
設計や施工、維持管理
を行います。また災害
対策用機械の開発や導
入を行います。

電気通信
電気・通信設備、災害
対策機器等の計画や整
備、活用、保全などを行
います。

防 災
災害を未然に防止する
とともに被害を最小限に
とどめるための情報収
集や早期復旧、支援体
制の確立に取り組んで
います。

品質確保
工事の発注に関して経済性
に配慮しつつ、価格と品質が
総合的に優れた技術の審査
と、工事の検査に関する業務
を行います。また、新技術活
用の促進に関する業務を行
います。

業行政
施工を担当する建設業
社の許認可業務や、建
設業社の経営事項審査、
指導、監督を行い、建
設業界の健全な発展に
寄与します。

設計・積算

工事現場の様々な条
件を考慮し、デザイ
ンや経済性、工法の
選定等を検討。詳細
な設計を行い、工事
費用を算出します。

普段何気なく利用している
『道』『川』『港』。
これらの景観を守り、利便性を高め、
老朽化や災害から守る為に、
地域の方の声に耳を傾けながら、
一人ひとりが個性や力を
発揮するとともに
互いに連携し助け合い、
事業をすすめています。

赤枠は事務官が主体となって実施している業務

橙枠は事務官と技官が協力して実施している業務



組織の概要
＜九州地方整備局＞
 九州７県及び下関市にある事務所での、河川、道路、公園、港湾、空港

など地域の経済・生活を支える「社会基盤」の整備を推進

 関する業務等を実施。

職務内容及び待遇
 国土交通省所管行政のうち、社会資本整備（港湾・空港分野を除く）の

推進に関する事務（総務・会計・契約・公物管理・用地等）の実施等を
担当する係長相当職員として採用。

 採用後は、一般職の国家公務員（係長相当職）として任用。
 給与、各種手当等は「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき、各

人のこれまでの経歴に即して支給。手当としては、地域手当、扶養手
当、期末手当・勤勉手当等あり。

選考方法
 書類選考、論文試験及び面接試験により選考。
 採用予定時期は令和３年１０月１日。

応募方法
 メールにより履歴書・職務経歴書・論文試験答案を送付。
 受付期間：令和３年５月３１日（月）～令和３年６月２８日（月）
 （http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/n-recruit/index.html）



令和３年度 

国土交通省地方整備局 

選考採用試験（社会人経験者・係長級（事務）） 

受験案内 
 

１．職務内容及び待遇 

○ 国土交通省所管行政のうち、社会資本整備（港湾･空港分野を除く。）の推進に関する

事務（総務・会計・契約・公物管理・用地等）の実施等を担当する係長相当職員として

採用します。 

○ 申込みの際に選択いただく地方整備局において採用し、勤務地も当該地方整備局の

管轄区域内となります。（本省での採用ではありませんので、ご注意ください。）今回選

考採用試験を実施する地方整備局の管轄区域は以下のとおりです。 

 東北地方整備局：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東地方整備局：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨

県、長野県 

 北陸地方整備局：新潟県、富山県、石川県、山形県、福島県、長野県、岐阜県 

  中部地方整備局：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、長野県（南信のみ）   

近畿地方整備局：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、三重県、奈良県、和歌山  

          県 

 中国地方整備局：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

四国地方整備局：徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州地方整備局：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

○ 採用後は、一般職の国家公務員（係長相当職）として任用します。 

○ 給与、各種手当等は「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき、各人のこれまで

の経歴に即して支給されます。手当としては、地域手当、扶養手当、期末手当・勤勉手

当等があります。 

○ 勤務時間は１日７時間 45 分、原則として土・日曜日及び祝日等の休日は休みです。 

○ 休暇には、年 20 日の年次休暇（10 月１日採用の場合、採用の年は５日。残日数は 20

日を限度として翌年に繰越し）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引

き、ボランティア等）、介護休暇等があります。 

○ ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の両立）支援制度として、育児休業制度



等があります。 

２．求める人材 

(1) 公務に対する強い関心と、全体の奉仕者として働く熱意を有する者 

(2) 課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力を有する者 

(3) 適切かつ効果的に対人折衝・調整を行うことのできる能力を有する者 

(4) 採用後の研修又は職務経験を通じてその知識及び能力の向上が見込まれる資質を有

する者 

３．応募資格 

令和３年４月１日において、高校、短大、大学卒業又は大学院修了後、民間企業、官公庁、

国際機関等において、６年以上（高校又は短大卒業の場合は 10 年以上）勤務した経験のあ

る者。 

※ 応募資格を満たしているかどうかを確認するため、最終合格者の方には、各地方整備 

局が指定する日までに勤務期間、雇用形態等が確認できる勤務証明書等を提出していた

だきます。勤務証明書等が提出できない期間は、職務経験に通算されませんので、ご注意

ください。また、勤務証明書等を提出できない場合又は虚偽の記載がなされている勤務証

明書等があった場合には、採用予定が取り消される場合があります。 

 

○ 以下に該当する方は応募できませんのでご了承ください。 

① 日本の国籍を有しない者 

② 国家公務員法第 38 条の規定により国家公務員となることができない者 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期

間中の者その他その執行を受けなくなるまでの者  

・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者  

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ

の他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

  ③ 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を

原因とするもの以外） 

４．採用予定数 

各地方整備局において若干名 

５．採用予定時期 

令和３年１０月１日（採用予定日は採用者の事情に配慮しますので、ご相談ください。） 



６．選考日程 

受付期間 ５月 31 日（月）～６月 28 日（月）18 時（受信有効） 

第１次選考合格発表 ７月 19 日（月） 

※エントリーされた方全員に、結果をメールで通知します。

（申込みの際に選択いただいた機関より通知します。） 

第２次選考 ７月 26 日（月）～８月 13 日（金）のいずれかの日 

※第１次選考合格者に、具体の日程をメールで通知します。 

最終合格発表 ８月 23 日（月）（予定） 

７．選考方法 

第１次選考 書類選考（経歴評定） 

論文試験 

（職務経験等に関する論文により、国土交通省所管行政に関する事務

の実施等に必要な能力等を有しているかどうかを判断する試験） 

第２次選考 面接試験（人柄、対人能力等についての試験） 

※第２次選考試験地：応募者が採用を希望する機関（東北地方整備局（宮城県仙台市）、

関東地方整備局（埼玉県さいたま市）、北陸地方整備局（新潟県新

潟市）、中部地方整備局（愛知県名古屋市）、近畿地方整備局（大

阪府大阪市）、中国地方整備局（広島県広島市）、四国地方整備局

（香川県高松市）、九州地方整備局（福岡県福岡市） 

※面接試験については、Web 面接（PC 等を用いて、インターネット上で行う面接）の

方法で実施する場合があります。 

 

８．論文試験 

○ 第１次選考の論文試験の課題は以下のとおりです。 

  「あなたがこれまでの職務経験の中でチャレンジしたこと又は改革・改善を行ったこ

と及びその結果について具体的に述べてください。また、当該経験を踏まえ、国土交

通省職員としてどのような貢献ができると考えているかを具体的に述べてください。

（2,000 字程度。）なお、記述に当たっては客観的な事実（いつ、どこで、だれと、何

を、なぜ、どのようにして等）を明確にしてください。」 

○ 注意事項：論文（別紙様式３）の記入について 

① 答案は指定の様式を使用してください。 

② 答案用紙は 2 枚です。 

③ １枚目の氏名欄に氏名を記入してください。 



④ これまでに経験した事実に基づき解答してください。また、記載された内容は、面

接試験で尋ねることがあります。 

⑤ 答案は PDF 形式で９．の【宛先】にメールで送付してください。 

９．応募方法 

メールにより下記必要書類を送付してください。郵送等による応募は受け付けません。 

作成の際は、必ず指定の様式を使用し、PDF 形式で送付してください。 

【必要書類】 

・ 履歴書（別紙様式１） 

・ 職務経歴書（別紙様式２） 

・ 論文（別紙様式３） 

【受付期間】５月 31 日（月）～６月 28 日（月）18 時 （受信有効） 

【メールの件名】（応募）選考採用試験（係長級・事務）○○地方整備局採用希望 

【宛先】 

東北地方整備局での採用を希望する場合：thr-82jinji＠mlit.go.jp 

関東地方整備局での採用を希望する場合：ktr-kttisei-saiyou@mlit.go.jp 

北陸地方整備局での採用を希望する場合：jinji-bosyuu@hrr.mlit.go.jp 

中部地方整備局での採用を希望する場合：cbr-jinji@mlit.go.jp 

近畿地方整備局での採用を希望する場合：kkr-jinjisaiyou@mlit.go.jp 

中国地方整備局での採用を希望する場合：recruit＠cgr.mlit.go.jp 

四国地方整備局での採用を希望する場合：skr-jinji@mlit.go.jp 

九州地方整備局での採用を希望する場合：qsr-j-uketuke@mlit.go.jp 

 

１０．問い合わせ先 

国土交通省大臣官房人事課（問合せ先が不明の場合を含む。） 

 担当：水野、岸本 電話：03－5253－8170 メール：hqt-recruit@mlit.go.jp 

東北地方整備局：総務部人事課 

 担当：高野、佐藤 電話：022－225－2171 メール：thr-82jinji@mlit.go.jp  

関東地方整備局：総務部人事課 

 担当：日下部、柘植 電話：048-600-1322 メール：ktr-kttisei-saiyou@mlit.go.jp 

北陸地方整備局：総務部人事課 

 担当：杉村、岩淵 電話：025-280-8814 メール：jinji-bosyuu@hrr.mlit.go.jp 

中部地方整備局：総務部人事課企画係 

 担当：松宮、山内 電話：0800-888-3166 メール：cbr-jinji@mlit.go.jp 

近畿地方整備局：総務部人事課 



担当：山﨑、西村 電話：06-6942-1141 メール：kkr-jinjisaiyou@mlit.go.jp 

中国地方整備局：総務部人事課 

 担当：景山、益田 電話：082-221-9231（代表） メール：recruit＠cgr.mlit.go.jp 

四国地方整備局： 

 担当：坂本、石井、能㔟 電話：087-811-8300 メール：skr-jinji@mlit.go.jp 

九州地方整備局：総務部人事課任用係 

 担当：吉岡、妹尾、松下 電話：092-471-6331 メール：qsr-j-uketuke@mlit.go.jp 

 



ふりがな

氏名

生年月日

ふりがな 電話番号

現住所
携帯電話番号

ふりがな 電話番号
連絡先（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

（ 方呼出）

採用を希望する機関性別

月

 

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）

e-mail ｱﾄﾞﾚｽ

（　　　　　　　）

年

月

〒（　　－　　　）

〒（　　－　　　）

生日 （満　 　才）

現在履 　 歴 　 書 年 月 日令和

年

※記載は任意です。未記載
とすることも可能です。

※採用を希望する地方整備局
の名称を記載してください。

学歴 ・ 職歴 ・ 賞罰　（項目別にまとめて記載する）

写 真

（３ヶ月以内に撮影

したものに限る）

※データを添付



（心神耗弱を原因とするもの以外）

（その他確認事項）

扶養（同居）親族の有無

その際、正社員とアルバイト等の別を明記してください。
（例：株式会社○○商事営業部営業第一課＜正社員＞）

２．資格については、具体的に記載してください（例 ： ＴＯＥＩＣ 730点）。

１．職歴については、アルバイト等を含み全て記載してください。

該当 ・ 非該当

２．禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執

　　行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
該当 ・ 非該当

（以下の事項について該当・非該当のどちらかに○印をつけて下さい）

１．日本国籍を有しない者 該当 ・ 非該当

有　・　無

趣味・特技など 健康状態

免許・資格等年 月

履歴書記載に関する注意事項

３．一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

　　２年を経過しない者

４．日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す

　　る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
該当 ・ 非該当

５．平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者
該当 ・ 非該当



 

職務経歴書 

 

令和 x 年 x 月 x 日現在 

氏名：〇〇 〇〇 

 

※これまでの職務経歴について、期間、業務内容（担当業務の詳細、実績等）やポジション（職位

や部下の数等）を御記載ください（様式自由）。 



解答用紙 

第 １ 次 選 考 （ 論 文 試 験 ）  

 

氏   名           
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