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宮城県土木部の業務概要
（主な対象：建築職）

令和４年３月
宮城県土木部



宮城県

つなぐ みやぎの未来へ 土木のちから

１．建築職の仕事



■建築関連業務の仕事

【公務員／設計事務所／建設会社】

産業，経済，医療などあらゆる分野の基盤となる
建築物を整備・管理

国・地方公共団体

・工事施工
・設計，構造計算
・工事監理

設計事務所建 設 会 社

・政策立案
・プロジェクトの実施
・許認可

基礎配筋施工 鉄骨建方

3



■宮城県土木部の組織・職種について

本庁組織

■土木総務課

■事業管理課

■用地課

■道路課

■河川課

■防災砂防課

■港湾課

■空港臨空地域課

■都市計画課

■建築宅地課

■住宅課

■営繕課

■設備課

本庁組織 1３課

地方組織 12事務所

◎土木部の組織

富谷市

土木部では，建築職として主に赤枠で囲まれた本庁および地方機関に配属。
そのほか，他部局において勤務する場合がある。
（例：総務部，教育庁など幅広い分野で活躍しています）
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■各課・室の業務概要

■土木総務課
●土木行政推進計画，政策・施策評価，要望提言の受付，部内情報施策，部職員の人事，部の予算

の調整

■事業管理課
●土木部の入札契約指導，建設業許可，経営事項審査，建設工事紛争審査会，建設産業振興の支

援，住宅瑕疵担保履行法による届出（建設業者）， 技術的企画調整，県工事事故防止対策，部職
員の研修，品確法，新技術に関すること等，設計・施工管理の基準等，積算基準書，労務・資材設計
単価，積算システムの運営，建設副産物の把握，公共工事コスト縮減

■用地課
●部内の用地取得及び補償の調整・指導，土地収用法に基づく事業認定，法定外公共物（一般海域）

の管理，測量法の施行

■道路課
●県管理国道及び県道の建設・管理，市町村道行政の指導監督，県道の認定・廃止及び変更，道路

愛護団体育成，道路交通安全及び災害防除等事業，高規格幹線道路に関すること，県道路公社に
関すること

■河川課

●河川法・海岸法に関する許認可，砂利採取，水防，河川整備基本方針・整備計画，NPO等活動支援，
河川・海岸の維持管理・改修，ダムに関する調査，計画，建設，管理

■防災砂防課

●災害対策，災害復旧，砂防・急傾斜地・地すべり対策に関する調査，計画，建設，管理 5



■各課・室の業務概要

■港湾課

●港湾の管理，保全，関係法令に基づく許認可，港湾計画策定及び各種調査，港湾施設等の整備，

ポートセールス等港湾振興

■空港臨空地域課

●仙台空港の整備促進，仙台空港アクセス鉄道の利用促進，仙台空港の国際・国内航空路線の拡

充及び利用促進，空港周辺緑地の整備

■都市計画課

●都市計画審議会，行政不服審査，屋外広告物，都市計画決定，都市計画関連施策（総合交通・

景観形成等）及び各種事業，県立都市公園の整備・管理運営

■建築宅地課

●宅地建物取引業，建築士法，建築物の地震防災対策・バリアフリー化等，建築基準法，がけ地近接

等危険住宅移転事業，都市計画法による開発許可等

■住宅課

●住宅施策の企画，各種施策・制度などの普及振興，県営住宅の整備・管理，市町村営住宅の整備

指導，みやぎ版住宅の普及 ，恒久的な災害公営住宅の早期整備

■営繕課

●営繕業務の企画及び調整，営繕工事の設計・施工

■設備課

●電気・機械設備工事の設計及び施工
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■地方機関の業務概要

■５土木事務所，２地域事務所

（大河原，仙台，北部，東部，気仙沼，栗原地域，
登米地域）
●管内の道路，河川，砂防施設等の管理と建設
●管内における建築確認

■２港湾事務所 （仙台塩釜，石巻）

●所管港湾の管理と建設

■３ダム総合事務所
（仙台地方，大崎地方，栗原地方）

●所管ダムの管理と建設
富谷市
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■県職員建築職の主な仕事

「マンション」等の構造
計算適合性判定や
「木造建築物」等の安
全性や耐震化に関す
る業務を行っています

その他，建築基準法に関する建築確認審査・検査・許可，都市計画法に関する
許認可などの業務も行っています。

県営住宅 県有建築施設

建築物の
審査・取締り

「県営住宅」の建設・管理
を行っています。

学校，警察署，宿舎など，
「県有建築施設」の設計や
工事管理を行っています。
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■キャリアステップ例① （入庁１７年目）

平成１７年【入庁】～大河原土木事務所 【地方公所】

・主な業務内容：建築確認申請の審査、建築確認の中間・完了検査
建築確認とは？：建築計画が建築基準法等に適合しているかどうかを着工前に図面を審査

平成２０年～登米土木事務所 【地方公所】

・主な業務内容：建築確認申請の審査、建築確認の中間・完了検査
東日本大震災など大規模地震時にはで応急危険度判定の業務も行う

中間検査の様子 金物をチェック

筋交いをチェック
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■キャリアステップ例① （入庁１７年目）

平成２３年～営繕課 【本庁】

・主な業務内容：県有建築物の営繕（設計・工事）
営繕とは？：建物を新築したり，改修したりすること。

・改修の例
ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ屋根改修

・新築の例
津波等で被災した各学校の仮設校舎の建設

屋根のてっぺんまで登っている様子
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■キャリアステップ例① （入庁１７年目）

平成２６年～総務部管財課 【本庁】

・主な業務内容：庁舎の営繕（設計・工事・修繕・維持管理）

・基本計画策定の例
被災した石巻合同庁舎の建築
どこに建築するか？建物規模は？など基本計画を策定

・修繕の例
知事室カーペット貼替え

平成３０年４月共用開始

知事と打合し色を決定
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■キャリアステップ例① （入庁１７年目）

平成２９年～建築宅地課 【本庁】

・主な業務内容：建築基準法に関すること、開発許可、耐震改修の普及啓発
開発許可とは？：建築などのために行う土地の造成、区画変更する場合に

必要となる許可申請で都市計画法等に適合しているかど
うかを審査

平成３０年４月共用開始

・耐震改修の普及啓発の例
模型を用いて耐震改修の必要性をPR

・耐震改修の普及啓発の例
耐震ポスターを作成
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■キャリアステップ例② （入庁８年目）

平成２６年～東部土木事務所 【地方公所】

・主な業務内容：建築確認申請の審査、建築確認の中間・完了検査

・窓口業務では，設計者から
相談を受け，法律への適合
状況を確認したり，各種申請
の受付などを行う

その他，他法令の許認可事務，防災査察・事務所立入なども行う。

・週に２～３日は，中間・完了検査に赴く

あおい地区（市町村提供）

中間検査
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■キャリアステップ例② （入庁８年目）

平成２９年～住宅課 【本庁】

・主な業務内容：住宅施策の企画、県営住宅の整備、災害公営住宅の整備

屋根のてっぺんまで登っている様子

災害公営住宅（七ヶ浜町花渕浜地区）

市町村意見交換

現場打合せ

被災者支援事業
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■仕事を進めていく上でのサポート体制

●業務に必要なスキル取得のために，研修体制等でもしっかりとサポート

職場外研修 建設行政研修 階層別研修
行政基礎研修
ストックマネジメント研修
技術基礎研修
企画研修
用地研修
道路研修
河川砂防研修
防災研修
都市計画研修
港湾研修
建築研修
設備研修
管理技術研修
派遣技術研修

建設行政特別研修 土木部技術研究発表会
職場研修 管理的研修

主体的研修
自己研鑽

●土木部技術検討委員会
重要構造物などについて
内部の職員による検討

その他・・・・

道路研修

現場研修

先輩職員との意見交換（新任職員）
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●メンター制度
新人職員を先輩職員達
がサポート



■仕事を進めていく上でのサポート体制

●建築職員を対象とした建築種研修も実施
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研修の名称 日数 研修の名称 日数

Ⅰ
建
築
行
政
講
座

新任建築職員 １日

Ⅱ
建
築
専
門
講
座

土木事務所業務の基礎 ２日

建築宅地行政 １日 建築構造演習 １日

住宅行政 １日 開発許可演習 １日

営繕行政 １日 建築基準法演習 １日

応急危険度判定 １日

建築施工技術 １日

令和３年度建築職員研修



宮城県

つなぐ みやぎの未来へ 土木のちから

３．宮城県職員採用試験状況



■宮城県職員採用試験（大学卒業程度）実施状況

年度

土木職（H20から総合土木職） 建築職

募集人員 受験者数
最終

合格者数
最終倍率 募集人員 受験者数

最終
合格者数

最終倍率

H24 ５５人程度 160(13) 46(4) ３．５ 10人程度 21(3) 9(1) 2.3

H25 ４５人程度 99 35 ２．８ ５人程度 20 5 4.0

H26 ３０人程度 73 16 ４．６ ５人程度 17 3 5.7

H27 ３０人程度 76 23 ３．３ ５人程度 21 4 5.3

H28 ３５人程度 48 13 ３．７ ３人程度 11 1 11.0

H29 ２０人程度 46 13 ３．５ ３人程度 8 2 4.0

H30 3０人程度 46 21 ２．２ ３人程度 11 3 3.7

R１ ２０人程度 39 12 ３．３ ３人程度 10 1 10.0

R２ １５人程度 26 9 ２．９ 10人程度 12 5 2.4

R３ ２５人程度 26 8 ２．３ ３人程度 14 2 6.5

※（ ）内は，内数で女性の数 （H25以降は内数公表なし）
※総合土木職は，農業土木職と土木職を統合した職
（H20年度採用試験から）

■採用試験の実施状況
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■宮城県職員採用試験（短期大学卒業程度）実施状況

年度 募集人員 受験者数 最終合格者数 最終倍率

H25 ２人程度 2 1 ２.０

H2６ ２人程度 3 １ ３.０

H27 ２人程度 ３ ２ １.５

H28 1人程度 ２ 1 2.０

H29 １人程度 ４ － －

H30 2人程度 2 1 2.0

●建築

■採用試験の実施状況

R１ １人程度 １ ０ －

R2 2人程度 １ ０ －

R３ １人程度 １ ０ －
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試験日程など（大学卒業程度）

令和４年度試験日程

建築職（大学卒業程度） ５人程度

試験の種類 申込受付期間 第１次試験 第２次試験 最終合格発表

大学卒業程度
５月６日（金）
～５月２７日（金）

６月１９日（日）
７月中旬
～８月上旬

８月中旬

第一次試験

第二次試験

採用候補者名簿登載

採 用 面 接

採 用 内 定

採 用

提示の請求

候補者の提示

人事委員会 任命権者

令和４年度採用予定人員
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試験日程など（短期大学卒業程度）

令和４度試験日程

建築職（短期大学卒業程度） ２人程度

試験の種類 申込受付期間 第１次試験 第２次試験 最終合格発表

短期大学卒業程度
８月５日（金）
～８月２６日（金）

９月２５日（日）
１０月下旬
～１１月上旬

１１月中旬

第一次試験

第二次試験

採用候補者名簿登載

採 用 面 接

採 用 内 定

採 用

提示の請求

候補者の提示

人事委員会 任命権者

令和４年度採用予定人員
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宮城県

つなぐ みやぎの未来へ 土木のちから

４．学生さんからよくある質問



Ｑ．３.１１の震災後どのような業務に携わって
いましたか？
（現在どのような仕事をしていますか？）

Ａ．（Ｔさんの場合）
発災直後は，管内の県道の被害状況を調査し，車両通行可否の判断や迂回ルートの設
置などを管内の建設業者と協力して実施。迂回ルートなどは県民への公表周知に努めま
した。
被害の全容が把握できるにつれて，災害査定業務を実施。現地調査，設計書や図面作
成などをコンサルタントと毎日打ち合わせしながら実施しました。
現在は，被災地の復旧・復興に必要な復興交付金の申請や手続きに携わり，国や県内
市町村と連携しながら業務を進めています。

Ｑ．土木部（公務員）のやりがいは何ですか？

Ａ．（Ｔさんの場合）
事業計画から工事完成・供用から施設の維持管理まで携わることが

できることだと思います。民間は各分野のプロフェッショナルですが，
土木部の業務はすべてに精通するプロジェクトマネージャーといえま
す。

■よくある質問（業務に関するもの）①
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24

Ｑ．国や市町村と比較して業務内容が異なる点は
どんなところですか

Ａ．国では，省庁単位で特定の分野の業務を行っています。市町村では，あらゆる住民
サービスを幅広く，より地域に密着した業務を行っています。

宮城県の業務は幅広く，所管するエリアも沿岸部から山沿いまでと県内全域です。
土木分野では，県内の道路・河川をはじめ，ダムや港湾，漁港等の整備や維持管理
に関する業務を行っています。
建築分野では，県営住宅や県有建築物の建設・管理に加え，木造建築物等の安全性
や耐震化に関する業務を行っています。
設備分野では，県庁舎の機械設備の建設・維持管理や県庁ネットワークのシステム
の管理・運営等に関する業務を行っています。

また，国と市町村のパイプ役も担っています。

Ｑ．残業はありますか？

Ａ．業務繁忙期や災害発生時は残業となる場合があります。心と体が健康でなければ
いい仕事ができないので，職員はメリハリをつけて業務を進めています。

また，働き方改革の推進に伴い，毎週水曜日は「ノー残業デー」として，残業を極
力控えるようにしています。

■よくある質問（業務に関するもの）②
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25

Ｑ．学歴や性別，出身地などが受験の時に
有利・不利になることはありますか？

Ａ．宮城県の職員採用試験は，学歴，性別，出身地，住所などにより試験上有利・不利に
なることは一切ありません。

採用試験（選考考査）は公平・公正に行われますので，宮城県で働きたいと考えて
いる方は，是非志望していただければと思います。

■よくある質問（業務に関するもの）③

Ｑ．通勤面が不安なのですが・・・

Ａ．宮城県内は交通機関（電車・バス）等が整備されているため，概ね県内中心部（仙台
市）から通うことができます。また，地方公所においても職員寮，宿舎等の福利厚生も
充実していますので，心配ありません。
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26

Ｑ．民間との違いはなんですか？

Ａ．
民間の仕事は対象となる相手が特定されていますが，県職員の仕事
は県民全体の利益のための仕事です。
また，ニュースで報道された新しい法律が自分の仕事になったり，
世の中の動きと直結しているのも公務員ならではと言えます。

■よくある質問（業務に関するもの・建築職）④

Ｑ．建築職の主な仕事は何ですか？

Ａ．
建築確認，宅地開発等の許認可業務や，公営住宅や県有施設の維
持・管理といった営繕業務の他，東日本大震災後は防災集団移転促進
事業等に関わる市町支援や災害公営住宅整備にも取り組んでいます。
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Ｑ．採用されると，希望した勤務先に配属され
ますか？
また，異動はありますか？

Ａ．
配属先は本人の希望やジョブローテーションなどを踏まえつつ，業務の必

要性や各所属の事情などを考慮して任命権者が決定します。
異動は基本的に3年のサイクルで行われ，さまざまな地域や職場を経験する

ことになります。職員は特定の分野（道路，河川など）だけでなく，幅広い
分野を経験することになり，いろいろな地域や職場での経験を活かして欲し
いと考えています。

Ｑ．過去の試験の実施状況や，
試験に出された問題を知りたいのですが。

Ａ．
過去3年間の採用試験の実施結果や教養試験，専門試験，論文試験・

集団討論課題，作文試験の例題を人事委員会事務局のホームページに掲載して
います。また，例題は県政情報センター（県庁地下1階）及び県政情報コー

ナー（仙台を除く各地方振興事務所及び地方振興事務所地域事務所）でも，閲
覧・コピー（有償）することができます。

■よくある質問（採用試験に関するもの）①
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■よくある質問（採用試験に関するもの）②

Ｑ．試験内容や申込書はどこで入手できますか？
また，インターネットでの受験申込みはできますか？

Ａ．

試験内容や申込書は，４月下旬頃から配布しています。郵送による請求も
可能です。請求方法は人事委員会事務局のホームページでご確認ください。
また，人事委員会事務局のホームページからPDFファイル形式で試験案内を

ダウンロードすることもできます。受験申込みは，インターネットから電子
申請により申し込むことができます。宮城県のホームページから電子申請の
ページにアクセスし，ご利用案内などを必ず読んで，手順に従って希望する
試験の申込受付期間内にお申し込みください。
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■よくある質問（採用試験に関するもの・建築職）③

Ｑ．建築職の試験に当たってどのような勉強を
しましたか？

Ａ．
一般販売されている二級建築士試験対策用の書籍を使って勉強しました。

Ｑ．県庁以外の勤務地もありますか？

Ａ．

建築職は，県庁内の部署の他に，仙台土木事務所（仙台市），大河原土木
事務所（大河原町），東部土木事務所（石巻市），北部土木事務所（大崎
市）及び気仙沼土木事務所（気仙沼市）の建築班に配属されます。また，時
には市町村役場への派遣もあります。
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宮城県

つなぐ みやぎの未来へ 土木のちから

ご清聴ありがとうございました
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