
国土交通省東京航空局

採 用 案 内
空港土木
２０１６



航空輸送の基盤「空港」を支える多彩な施設
滑走路、誘導路、エプロンなど航空機の離着陸に直接必要な施設、管制塔や航空保安無線施設・航空灯火などの離着陸の安全を確保するための
施設、そして旅客・貨物ターミナルビルに代表される空港機能を確保するために欠かせない施設、アクセス道路や駐車場などの利用者の利便を
確保するための施設。空港は、これら多くの施設や設備が一体となって機能することによって安全な航空輸送を支えています。

空 港 の 概 要
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空港土木の整備の仕事

沖縄県と国内外とを
結ぶ人流・物流の拠
点として極めて重要
な役割を果たす那覇
空港は、更なる沖縄
振興を図るため、滑
走路増設を進めてい
ます。

福岡空港について
は、慢性的に発生し
ているピーク時の航
空機混雑を抜本的に
解消するため、滑走
路増設を進めていま
す。

滑走路増設

新千歳空港では国際線旅客の急速
な拡大等に伴う施設の混雑の解消
及び今後も増加が見込まれる国際
線需要に対応するため、国際線エ
プロンの拡張、誘導路の新設、国
際線ターミナルビルの機能向上
（ＣＩＱ施設）等に必要な整備を
実施します。

国際線ターミナル地域再編

○夜間駐機場の拡充等により拠
点空港機能を強化として、エプ
ロンや誘導路の増設を進めてい
ます。
○国際・国内の乗継ぎ経路の拡
充等 により利便性を向上とし
て、際内トンネルの新設や空港
アクセス道路改良を進めていま
す。
○地震発生率が高いとされる首
都直下地震等に対し、震災後も
極力早期の段階で通常時の
50％に相当する輸送能力を確
保するためＣ滑走路等の耐震対
策を進めています。
○航空機の安全な運航を確保す
るため、基本施設等について、
老朽化に伴う更新・改良等を進
めています。

首都圏空港の機能強化

観光先進国の実現に
向け、我が国の国際
競争基盤の強化・拡
充を推進するととも
に、航空の安全・安
心の確保に必要な事
業及び地域活性化の
空港づくり

羽田空港

フェン
ス

国際線エプロン

国際線旅客ターミナルビルの
機能向上（ＣＩＱ施設）

南側誘導路の
新設

国際線エプロンの
拡張

スポットイン・アウト待ちの混雑

到着機のスポットイン待ち

スポットイン
離陸

離陸機の通過待ち

エプロンの混雑
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地方空港事務所 空港土木の仕事

土木施設に関する工事及び保守に関すること
空港土木施設（滑走路・誘導路・エプロン等）が常に安全かつ円滑に機能するよう、点検、清掃、修繕、除雪作業等により、各施設の機能を
正常に保ち、航空機の安全運航及び定時性の確保を図るため、以下のような業務について年間を通じて実施。

土木施設に関する工事及び保守に関すること
空港土木施設（滑走路・誘導路・エプロン等）が常に安全かつ円滑に機能するよう、点検、清掃、修繕、除雪作業等により、各施設の機能を
正常に保ち、航空機の安全運航及び定時性の確保を図るため、以下のような業務について年間を通じて実施。

②土木施設の工事発注・監督業務
○空港土木施設維持修繕工事、特別修繕工事の設計・積算・監督等
・制限区域土木施設維持修繕工事の監督
・海上制限区域の管理（灯標・灯浮標管理、海上ゴミの除去）
・特別修繕工事、局発注工事等の監督

③土木施設の調査点検業務

○点検土木施設の調査・点検に係る設計・積算・監督等

・巡回点検、定期点検（測量、路面性状調査等）

○職員自ら施設の点検

・巡回点検、 緊急点検

・点検結果の記録、施設台帳の整備 （舗装面点検）

①土木施設の維持管理に関する企画調整業務

○土木施設の維持管理に関する企画立案、予算の管理・調整

○空港整備事業及び他機関が実施する工事等に係る調整及び技術指導

○工事の実施に係る運航制限計画の作成

（緊急補修：舗装の破損等により、
航空機の運航に支障が生じないよ
うに、緊急に補修）

（除雪：積雪により、航空機の運航に
支障が生じないよう、迅速な除雪）

（巡回点検：滑走路等の不良箇所の
有無を調べるため、夜間に点検）

（草刈：着陸帯機能確保、鳥害対策
のために、広大な面積の草刈り）

（地震後の被災状況を確認） （路面性状調査）

（舗装厚を検査）

（作業予定表の作成）

（舗装工事の立会い）
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航空局土木職員の業務概要

本省の主な土木業務

・両地方航空局等の指導及び調整
・設計基準、施工基準、積算基準の策定及び改訂
・維持修繕、除雪、空港整備事業予算要求及び使用計画の作成
・建設市場への外国企業のアクセスの推進に係る施策の実施
・飛行場の建設、改良、維持管理に係る国際協力
・職員研修に係る業務

・両地方航空局等の指導及び調整
・設計基準、施工基準、積算基準の策定及び改訂
・維持修繕、除雪、空港整備事業予算要求及び使用計画の作成
・建設市場への外国企業のアクセスの推進に係る施策の実施
・飛行場の建設、改良、維持管理に係る国際協力
・職員研修に係る業務

地方航空局の主な土木業務

・維持修繕、除雪、空港整備等の企画・立案
・維持修繕、除雪、空港整備等の調査・設計・工事の発注・積算・監督の実施
・空港事務所の指導及び調整
・災害後の点検及び応急措置の実施

地方空港事務所の主な土木業務（自官署の業務等）

・維持修繕、除雪工事等の企画・立案
・維持修繕・除雪工事等の調査・設計・工事の発注・積算・監督の実施
・維持修繕、除雪等に必要な予算要求、使用計画の作成
・入札及び契約の技術的な事項に係る審査並びに工事の検査に関すること
・土木施設の安全点検に関すること
・地方航空局が発注する工事の監督及び関係機関との調整

・維持修繕、除雪工事等の企画・立案
・維持修繕・除雪工事等の調査・設計・工事の発注・積算・監督の実施
・維持修繕、除雪等に必要な予算要求、使用計画の作成
・入札及び契約の技術的な事項に係る審査並びに工事の検査に関すること
・土木施設の安全点検に関すること
・地方航空局が発注する工事の監督及び関係機関との調整

※拠点官署の安全技術企画担当は主に調査・設計業務等を担当。
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土木職配属先
凡例
※平成２８年７月現在

○○○○課

管 理 課

空港企画調整課

環境・地域振興課

土 木 建 築 課

機 械 課

技 術 管 理 課

空港安全監督課

総 務 部

空 港 部

保 安 部

東京航空局

稚内空港事務所

釧路空港事務所

新千歳空港事務所

函館空港事務所

丘珠空港事務所

仙台空港事務所

百里空港事務所

成田空港事務所

東京空港事務所

新潟空港事務所

管内事務所

管 理 課

空港企画調整課

環境・地域振興課

土木建築課

機 械 課

技術管理課

関西国際空港
・大阪国際空港課

補 償 課

空港安全監督課

総 務 部

空 港 部

保 安 部

大阪航空局

小松空港事務所

中部空港事務所

八尾空港事務所

関西空港事務所

大阪空港事務所

美保空港事務所

広島空港事務所

岩国空港事務所

徳島空港事務所

高松空港事務所

松山空港事務所

高知空港事務所

福岡空港事務所

北九州空港事務所

長崎空港事務所

熊本空港事務所

大分空港事務所

宮崎空港事務所

鹿児島空港事務所

那覇空港事務所

管内事務所
国土総合技術研究所

空 港 研 究 部

地方整備局等

北海道開発局

関東地方整備局

九州地方整備局

沖縄総合事務局

周辺整備機構

福岡空港周辺整備機構

空 港 会 社

成田国際空港株式会社

新関空国際空港株式会社

出 向 機 関

総 務 課

航空戦略課

交通管制企画課

管 制 課

運 用 課

管制技術課

航 空 事 業 課

首 都 圏 空 港 課

航空ﾈｯﾄﾜｰｸ企画課

環境・地域振興課

空 港 施 設 課

空港安全･保安対策課

運 航 安 全 課

航空機安全課

安全企画課

航空局

航空ﾈｯﾄﾜｰｸ部

安 全 部

交 通 管 制 部

局 長

次 長

三沢空港事務所

組織の構成と勤務対象部署 職員構成
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航空局

22人

東京航空局

21人

大阪航空局

23人東京管内

事務所

32人

大阪管内

事務所

29人

出向

22人

運 営 権 者

仙台国際空港株式会社



土木の職員は、国が管理する空港（空港事務所）に勤務する。平成２８年４月１日現在

大阪航空局管内

東京航空局管内

大阪航空局管内

９空港

１７空港
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若手先輩から若手先輩から

入省を決めた理由

業務内容

職場の雰囲気

仕事の魅力

入省を決めた理由

業務内容

職場の雰囲気

仕事の魅力

大阪航空局空港部
土木建築課

加藤 諒
平成２６年度入省

上司や同僚と冗談を言ったりすることができ、仕事だけでは
なく、様々なことを相談できる環境です。特に仕事で困った
ときは、上司から食事に誘って頂けたり、親身に相談にのっ
てもらうことが出来ます。

仕事はデスクワークが基本ですが、様々な工事を担当するこ
とができ、工事のコアとなる部分で現地に赴き現場を確認す
ることで更に知識を深めることが出来ます。また、工事が完
成したときには、達成感・充実感を感じることが出来ます。

空港土木施設の整備・改良を行っています。具体的には、工
事の発注事務（工事価格を決定する積算等）、工事の監督業
務（工事の安全管理等）を行っています。

空港は、日本の玄関とも言える重要な施設であり、今後の日
本の発展に大きく寄与できると思い、入省を決めました。

大学では土木工学を専攻していました。土木を専攻し国家公
務員を目指す多くの人が国土交通省を視野に入れると思いま
す。その国土交通省の中で興味を引かれたのが航空局でし
た。道路やダムや港湾ではなく空港、その特殊性にすごく惹
かれました。

私は土木第2係に配属されています。1係は維持修繕2係は空
港整備といった形で分けられています。大雑把に言うと既存
の土木施設を直すのは1係、新規の土木施設を造るのは2係と
いう理解で良いと思います。

相談のしやすい環境が整っていると思います。色々と気を
使ってもらっていると思います。また、土木建築課が在るの
は14F(最上階)のため景色も抜群です。

東京五輪が迫りつつある為、より一層空港の重要度が高まっ
ています。そんな日本の玄関口ともいえる空港に関わること
ができること。また、設計工事の関係で空港制限区域内に立
ち入ることも多いため、一般の人では見られない空港の一面
が見られること。

東京航空局空港部
土木建築課

坂井 優太
平成２７年度入省
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研 修

【航空局主催研修】
・航空保安業務基礎特別研修

管制３職種以外の各職種初任者に対して、
航空保安業務に関する基礎知識の習得を行い
ます。

・空港技術者研修（初任） 入省 ５年程度
空港施設業務全般に亘り、空港技術者とし
て必要な幅広い基礎知識の習得を行います。

・空港技術者研修（中堅） ２～３級
空港技術者としての自覚及び業務上必要な
幅広い知識の習得を行います。

・空港技術者研修（上級） ３～４級
航空局の施設系業務に従事する土木・建
築・機械職員の次期管理職候補者に対し、空
港技術者として業務上必要となる高度な専門
知識と次期管理職としての自覚、心得の習得
を行います。

・空港整備・管理運営研修 入省 5年程度
空港整備及び空港管理運営に関する総合的
な専門知識の習得を行います。

・空港技術災害対策 ３～４級
大規模な災害が発生した際に、空港施設
（土木・建築・機械）を管理する技術者とし
て対応が必要な事項など、総合的な知識の習
得を行います。

・除雪研修
降雪期における空港の機能及び航空機の安
全性を確保するため、氷雪対策として車両整
備や除雪作業を迅速かつ適切に実施すること
が不可欠になっている。このため、空港除雪
体制、除雪方法、除雪機械等に係わる幅広い
知識の習得を行います。

【航空局主催研修】
・航空保安業務基礎特別研修

管制３職種以外の各職種初任者に対して、
航空保安業務に関する基礎知識の習得を行い
ます。

・空港技術者研修（初任） 入省 ５年程度
空港施設業務全般に亘り、空港技術者とし
て必要な幅広い基礎知識の習得を行います。

・空港技術者研修（中堅） ２～３級
空港技術者としての自覚及び業務上必要な
幅広い知識の習得を行います。

・空港技術者研修（上級） ３～４級
航空局の施設系業務に従事する土木・建
築・機械職員の次期管理職候補者に対し、空
港技術者として業務上必要となる高度な専門
知識と次期管理職としての自覚、心得の習得
を行います。

・空港整備・管理運営研修 入省 5年程度
空港整備及び空港管理運営に関する総合的
な専門知識の習得を行います。

・空港技術災害対策 ３～４級
大規模な災害が発生した際に、空港施設
（土木・建築・機械）を管理する技術者とし
て対応が必要な事項など、総合的な知識の習
得を行います。

・除雪研修
降雪期における空港の機能及び航空機の安
全性を確保するため、氷雪対策として車両整
備や除雪作業を迅速かつ適切に実施すること
が不可欠になっている。このため、空港除雪
体制、除雪方法、除雪機械等に係わる幅広い
知識の習得を行います。

東京航空局では入省してすぐに国家公務員としての使命、役割を学ぶ新規採用職員研修を実施してい
ます。その後、業務・経験に応じた実務的な研修や各分野の専門的な研修を航空保安大学校・国土交通
大学校柏研修センター・国土技術政策総合研究所研修センター等で実施しています。
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【国土技術政策総合研究所主催研修】
・空港積算・施設CALSコース

空港整備や空港土木施設管理に携わる技術
者として必要な積算等の知識の習得を行いま
す。

・空港調査・設計コース
空港整備・維持管理に携わる技術者として
必要な舗装、材料、設計等の知識の習得を行
います。

・港湾・空港技術政策基礎コース
港湾空港分野の専門技術者として必要とす
る計画・調査設計・施工・防災等に係る入門
的な知識・技術の習得を行います。

・空港施設維持管理コース
空港土木施設管理に携わる技術者として必
要な知識の習得を行います。

・空港計画コース
空港の整備や計画・運営の担当者として必
要な空港計画に関する基礎事項の習得を行い
ます。

・国際空港コース
国内業務を実施する上でも世界の動きを把
握することが不可欠となってきていることか
ら、広く直轄若手職員に海外の空港整備の最

新動向を伝え、世界の動きに対する彼らの知
見や興味を高めるとともに、国際業務希望者
に対しては国際業務に必要な知識及び能力の
習得を行います。

【国土技術政策総合研究所主催研修】
・空港積算・施設CALSコース

空港整備や空港土木施設管理に携わる技術
者として必要な積算等の知識の習得を行いま
す。

・空港調査・設計コース
空港整備・維持管理に携わる技術者として
必要な舗装、材料、設計等の知識の習得を行
います。

・港湾・空港技術政策基礎コース
港湾空港分野の専門技術者として必要とす
る計画・調査設計・施工・防災等に係る入門
的な知識・技術の習得を行います。

・空港施設維持管理コース
空港土木施設管理に携わる技術者として必
要な知識の習得を行います。

・空港計画コース
空港の整備や計画・運営の担当者として必
要な空港計画に関する基礎事項の習得を行い
ます。

・国際空港コース
国内業務を実施する上でも世界の動きを把
握することが不可欠となってきていることか
ら、広く直轄若手職員に海外の空港整備の最

新動向を伝え、世界の動きに対する彼らの知
見や興味を高めるとともに、国際業務希望者
に対しては国際業務に必要な知識及び能力の
習得を行います。
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給与・勤務条件など

給 与給 与

〈初任給〉
大卒程度採用職員…17６,７00円～
高卒者採用試験 …14４,６00円～
※平成２８年４月１日適用額

□このほか、通勤手当、超過勤務手当、扶養手
当、住居手当、期末・勤勉手当などを支給

〈初任給〉
大卒程度採用職員…17６,７00円～
高卒者採用試験 …14４,６00円～
※平成２８年４月１日適用額

□このほか、通勤手当、超過勤務手当、扶養手
当、住居手当、期末・勤勉手当などを支給

勤務時間・休日
■本省、東京航空局、
東京空港事務所（輪番者は除く）
A：８時３０分～１７時１５分
B：８時４５分～１７時３０分
C：９時００分～１７時４５分
D：９時１５分～１８時００分
E：９時３０分～１８時１５分

■大阪航空局
A：８時３０分～１７時１５分
B：９時００分～１７時４５分

■その他の地方事務所
８時３０分～１７時１５分

■休憩時間
１２：００～１３：００（１時間）

■東京空港事務所及び那覇空港事務所（輪番者）
A：８時３０分～１６時４５分
B：１６時００分～２４時１５分
C：２４時１５分～９時００分
X：公休
A、B、C、Xを４週間繰返し勤務、ただし、
４週間の勤務に公休が２日連続してある。

転勤
■２～４年程度
■転勤範囲は全国（北海道～沖縄）
■既婚者、独身者いずれも宿舎は用意

勤務時間・休日
■本省、東京航空局、
東京空港事務所（輪番者は除く）
A：８時３０分～１７時１５分
B：８時４５分～１７時３０分
C：９時００分～１７時４５分
D：９時１５分～１８時００分
E：９時３０分～１８時１５分

■大阪航空局
A：８時３０分～１７時１５分
B：９時００分～１７時４５分

■その他の地方事務所
８時３０分～１７時１５分

■休憩時間
１２：００～１３：００（１時間）

■東京空港事務所及び那覇空港事務所（輪番者）
A：８時３０分～１６時４５分
B：１６時００分～２４時１５分
C：２４時１５分～９時００分
X：公休
A、B、C、Xを４週間繰返し勤務、ただし、
４週間の勤務に公休が２日連続してある。

転勤
■２～４年程度
■転勤範囲は全国（北海道～沖縄）
■既婚者、独身者いずれも宿舎は用意

勤務条件勤務条件
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0:00

6
:0
0

12:00

1
8
:0
0

設計・積算業務

舗装工事の立会い

飛行場の施設に係
る航空法の規定に
基づく検査

土木施設に関す
る工事及び保守

「夜間合同ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ」
２０：００

【先任施設運用管理官（基盤施設担当）
（広域担当）、運情官、管制官、管技
官、灯電官、保安防災課、航空会社】

輪番者の業務引継
（08:30及び16:00）

補修箇所のコアの確認 作業予定表の作成

舗装不具合箇所を調査
（打音調査）

補修の範囲を測定

舗装厚を検査
（出来形確認）

早朝、不具合発生現場へ急行
し補修工事の調整

地方空港事務所 輪番勤務者の一日



両立支援制度両立支援制度

産前産後休暇 産前６週間、産後８週間

育児休業 配偶者の就業等の状況にかかわらず取得可能

超過勤務の免除 〈本人の請求〉

育児短時間勤務
勤務時間を１日３時間５５分（週１９時間３５分）等に短縮

育児時間
１日の勤務時間の一部（２時間まで）を勤務しないことが可能

子の看護のための休暇
年５日まで（対象となる子が２人以上の場合は年１０日）

早出遅出勤務
始業、終業時間を繰り上げ又は繰り下げて勤務

深夜勤務・超過勤務制限
深夜勤務は免除。超過勤務は月２４時間・年１５０時間以内に制限
〈本人の請求〉

介護休暇 ６ヶ月の期間内で必要と認められる期間

短期介護休暇
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）

産前産後休暇 産前６週間、産後８週間

育児休業 配偶者の就業等の状況にかかわらず取得可能

超過勤務の免除 〈本人の請求〉

育児短時間勤務
勤務時間を１日３時間５５分（週１９時間３５分）等に短縮

育児時間
１日の勤務時間の一部（２時間まで）を勤務しないことが可能

子の看護のための休暇
年５日まで（対象となる子が２人以上の場合は年１０日）

早出遅出勤務
始業、終業時間を繰り上げ又は繰り下げて勤務

深夜勤務・超過勤務制限
深夜勤務は免除。超過勤務は月２４時間・年１５０時間以内に制限
〈本人の請求〉

介護休暇 ６ヶ月の期間内で必要と認められる期間

短期介護休暇
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）

出産する場合

３歳未満の子どもを養育する場合

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、放課後児童クラブに通う
小学生の子どもを出迎え、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、又は父母等を介護する場合

配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護する場合

配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護など必要な世
話をする場合

13



〔大卒程度試験〕
〈２１歳以上３０歳未満〉

平成２８年４月８日(金)～２０日(水)

平成２８年６月１２日(日)

平成２８年７月６日(水)

平成２８年７月１０日(日)
[国立オリンピック記念青少年総合センター]

平成２８年７月中旬から
［東京国際空港］

平成２８年８月２２日(月)から
[九段下]

平成２８年７月１９日(火)
～８月４日(木)

平成２８年８月２２日(月)

平成２８年８月２２日(月)以降(予定)
[九段下]

選考後

平成２８年１０月、平成２９年４月

〔大卒程度試験〕
〈２１歳以上３０歳未満〉

平成２８年４月８日(金)～２０日(水)

平成２８年６月１２日(日)

平成２８年７月６日(水)

平成２８年７月１０日(日)
[国立オリンピック記念青少年総合センター]

平成２８年７月中旬から
［東京国際空港］

平成２８年８月２２日(月)から
[九段下]

平成２８年７月１９日(火)
～８月４日(木)

平成２８年８月２２日(月)

平成２８年８月２２日(月)以降(予定)
[九段下]

選考後

平成２８年１０月、平成２９年４月

〔高卒者試験〕
〈高校卒業見込み及び卒業後2年以内〉

平成２８年６月２０日(月)～２９日(水)

平成２８年９月４日(日)

平成２８年１０月６日(木)

平成２８年１０月中旬から(予定)
[東京国際空港]

平成２８年１０月中旬から(予定)
[九段下]

平成２８年１０月１２日(水)～２１日(金)

平成２８年１１月１５日(火)

平成２８年１１月１５日(火)以降(予定)
[九段下]

選考後

平成２８年４月

〔高卒者試験〕
〈高校卒業見込み及び卒業後2年以内〉

平成２８年６月２０日(月)～２９日(水)

平成２８年９月４日(日)

平成２８年１０月６日(木)

平成２８年１０月中旬から(予定)
[東京国際空港]

平成２８年１０月中旬から(予定)
[九段下]

平成２８年１０月１２日(水)～２１日(金)

平成２８年１１月１５日(火)

平成２８年１１月１５日(火)以降(予定)
[九段下]

選考後

平成２８年４月

一般職試験

申込受付期間

第一次試験

第一次試験 合格発表

官庁業務合同説明会

東京航空局業務説明会
現場見学会

官庁訪問

第二次試験

最終合格発表

採用面接

採用者内定

採用

一般職試験

申込受付期間

第一次試験

第一次試験 合格発表

官庁業務合同説明会

東京航空局業務説明会
現場見学会

官庁訪問

第二次試験

最終合格発表

採用面接

採用者内定

採用

（参考）平成２８年度 採用までのスケジュール
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【官庁業務合同説明会】
官庁業務合同説明会（人事院主催）は、国家公務員採用一般職大卒程度試験第１次合格者を対

象に、国の各機関の採用担当者が業務内容などを説明し、みなさんの質問に答えます。
東京航空局は、東京で行われる説明会に参加し、みなさんに航空局の土木職の役割をお伝えし

ています。

【官庁訪問】
国家公務員採用一般職大卒程度・高卒者試験第１次試験合格者を対象に、東京航空局の業務を

より詳しく知ってもらうために、官庁訪問（業務説明）を開催します。担当職員が個別に業務の
ことや日常生活のことなど職員の経験談を交えてみなさんの質問や疑問に詳しくお答えします。
みなさんの訪問をお待ちしています。

【現場見学会】
国家公務員採用一般職大卒程度・高卒者試験（技術系区分）を対象に、東京航空局が行ってい

る業務をより理解して頂くために東京国際空港の現場へみなさんをご案内します。みなさんに
とって、航空局土木職の仕事内容は、情報量が少なく分かりづらいと思います。
そこで、私たち職員が仕事の経験談からやりがい、職場の環境、日常の生活など職員の生の声

を聞くことができる貴重な機会となると思います、ぜひ、官庁訪問では体験できない空港管理業
務の最前線を体験してください。

【官庁業務合同説明会】
官庁業務合同説明会（人事院主催）は、国家公務員採用一般職大卒程度試験第１次合格者を対

象に、国の各機関の採用担当者が業務内容などを説明し、みなさんの質問に答えます。
東京航空局は、東京で行われる説明会に参加し、みなさんに航空局の土木職の役割をお伝えし

ています。

【官庁訪問】
国家公務員採用一般職大卒程度・高卒者試験第１次試験合格者を対象に、東京航空局の業務を

より詳しく知ってもらうために、官庁訪問（業務説明）を開催します。担当職員が個別に業務の
ことや日常生活のことなど職員の経験談を交えてみなさんの質問や疑問に詳しくお答えします。
みなさんの訪問をお待ちしています。

【現場見学会】
国家公務員採用一般職大卒程度・高卒者試験（技術系区分）を対象に、東京航空局が行ってい

る業務をより理解して頂くために東京国際空港の現場へみなさんをご案内します。みなさんに
とって、航空局土木職の仕事内容は、情報量が少なく分かりづらいと思います。
そこで、私たち職員が仕事の経験談からやりがい、職場の環境、日常の生活など職員の生の声

を聞くことができる貴重な機会となると思います、ぜひ、官庁訪問では体験できない空港管理業
務の最前線を体験してください。

官庁業務合同説明会・官庁訪問・現場見学会官庁業務合同説明会・官庁訪問・現場見学会
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【東京航空局】
・官庁訪問受付期間
電話受付：平成2８年８月１８日（木）

１４時００分～１８時００分
平成２８年８月１９日（金）以降
０９時００分～１８時００分
※土、日、祝日は除く

・住所：東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎

・部署：東京航空局空港部土木建築課
・担当：戸屋 博文（とや ひろふみ）
・電話番号：直通 ０３－５２７５－９２９５

【大阪航空局】
・官庁訪問受付期間
電話受付：平成２８年８月１８日（木）

１４時００分～１７時４５分
平成２８年８月１９日（金）以降
０９時００分～１７時４５分
※土、日、祝日は除く

・住所：大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第４号館

・部署：大阪航空局空港部土木建築課
・担当：芦田 憲章（あしだ のりあき）
・電話番号： 直通 ０６－６９４９－６２２６

【東京航空局】
・官庁訪問受付期間
電話受付：平成2８年８月１８日（木）

１４時００分～１８時００分
平成２８年８月１９日（金）以降
０９時００分～１８時００分
※土、日、祝日は除く

・住所：東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎

・部署：東京航空局空港部土木建築課
・担当：戸屋 博文（とや ひろふみ）
・電話番号：直通 ０３－５２７５－９２９５

【大阪航空局】
・官庁訪問受付期間
電話受付：平成２８年８月１８日（木）

１４時００分～１７時４５分
平成２８年８月１９日（金）以降
０９時００分～１７時４５分
※土、日、祝日は除く

・住所：大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第４号館

・部署：大阪航空局空港部土木建築課
・担当：芦田 憲章（あしだ のりあき）
・電話番号： 直通 ０６－６９４９－６２２６

官庁訪問希望の方へ官庁訪問希望の方へ
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東京航空局までの交通機関

地下鉄九段下駅下車
徒歩５分

・都営新宿線
・東京メトロ東西線
・東京メトロ半蔵門線

九段第２合同庁舎
１４階

空港部 土木建築課

東京航空局案内図

http://www.cab.mlit.go.jp/tcab/

ホームページアドレス
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