魅力あふれる 創造都市 きさらづ
～東京湾岸の人とまちを 結ぶ躍動するまち～

木更津市の概要
■面積
１３８．９５ｋ㎡
■人口
１３６，０３４人（令和３年１月１日現在）
■アクセス 東京駅までアクアライン高速バスで約１時間。
千葉駅まで内房線で約４５分
■地勢
木更津市は南房総・東京湾岸に位置する穏やかな気候で
歴史あるまちです。
東京湾アクアラインのたもとには盤洲干潟がひろがり、
内陸部には万葉集にも登場する緑豊かな上総丘陵がありま
す。積雪はほとんどなく、天候が良い日には富士山を望む
ことができます。港町として栄え、昭和後半はカーフェ
リーが活躍。現在は、東京湾アクアライン・館山自動車
道・圏央道がクロスする、交通の要となっています。
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＃アクアライン ＃海ほたる

＃アクアラインマラソン

＃三井アウトレットパーク木更津

＃木更津港まつり ＃やっさいもっさい

＃潮干狩り ＃赤い橋

＃KURUKKU FIELDS ＃耕す

＃うまくたの里 ＃道の駅 ＃圏央道

＃證誠寺 ＃たぬきばやし

＃八剱八幡神社例大祭 ＃関東三大神輿

これからの木更津市のまちづくりに関わる、新たなプロジェクトの一部を紹介します。
パークベイプロジェクト推進事業
～鳥居崎海浜公園整備～

新火葬場整備事業
～きみさらず聖苑～

「みなとまち木更津再生プロジェクト」の具体化に向けて、
港町として発展してきた市の歴史的文化の復興、新たな魅
力の創出を図り、海を身近に感じながら楽しむことの出来る
仕掛けづくりに取り組みます。
海の玄関口である、みなとの周辺にカフェなどといった民
間の集客施設を誘致し、公園の整備による景観づくりととも
に、環境保全を進め、港周辺の一体的な利用の促進・魅
力向上を目指します。

火葬場は誰もがお世話になる必要不可欠な施設ですが、
現在の火葬場は供用開始から５０年以上が経過し、施設・
設備共に老朽化による建て替えを必要としています。
将来に向けた効率的な運営・効果的なサービスを提供
するためにPFI方式による整備手法を採用し、広域連携の
観点から、木更津市だけでなく、近隣市である君津市・富
津市・袖ケ浦市との共同で取り組み、令和４年度の供用開
始を目指しています。

※この画像はイメージです

パークベイプロジェクト推進事業
～富士見通り再整備～

木更津市立中郷中学校跡地活用事業
～ローヴァーズ ドリームフィールド～

木更津の玄関口としての“駅”と“港”を繋ぐ富士見通りの
シンボルロード化を目指します。
駅周辺には寺町や港町としての風情が残っています。そ
れらを観光資源としてさらに磨き上げると同時に、居住者に
とっては生活利便性の高い生活環境を整える取り組みを
行ないます。
令和３年度に無電柱化工事を開始し、令和４年から景観
基準の整備、令和７年からは歩行者にやさしい歩道を目指
した整備工事を行う計画です。

生徒数の減少に伴い長年地域のシンボルとして親しまれ
てきた中学校が、平成３１年３月末をもって統廃合のため
廃校となりました。
中学校の跡地を有効活用し、地域活性化を図るために
民間事業者との不動産貸付契約を締結しました。
『人と地域をスポーツで繋ぐ』というコンセプトのもと、サッ
カーをはじめとした様々なスポーツを通した合宿・交流施設
へと生まれ変わります。

※この画像はイメージです

※この画像はイメージです
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都市政策課

土木職

建築職

都市政策課は、都市計画をもとに木更津市のまちづくりのルールを決めることによって、市民と協力
しながら計画的にまちづくりを進め、持続可能なまち・住みやすいまちにしていくために、都市政策係、
景観推進係、開発審査指導係で仕事をしています。

大規模盛土造成地の耐震化
近年大地震によって、盛土された住宅地が滑動崩落する災害が発生していることから、これらの造成地
の耐震性を向上させ、大地震による被害を軽減することを目的として事業を進めています。

近年の研究によって滑動崩落
のメカニズムが解明されてき
ており、このような研究事例
や土木技術を活用して安全性
を確認し、市民の命や財産を
守る重要な事業です。

開発許可業務：ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京
大規模な造成工事や建築計画をする場合、宅地の安全性や給排水計画、周辺交通関係など、あらゆる方
面から総合的に審査を行い、許可業務を進めます。

許可の業務内容
県庁・関係部署
との協議

相談
計画について、周辺状
況や計画規模・事業内容
の確認をします。また関
連する必要な手続きにつ
いて確認をします。

検査

総合的な判断が必要に
なるため、開発計画の内
容に係る管轄部署に対し、
協議・調整をします。

書類審査・許可

工事内容が適切に行わ
れたか、現場検査と書類
の検査をします。土木や
建築の専門知識が必要に
なります。

計画内容について図面、
構造計算等の書類の審査
をし、総合的に問題がな
ければ許可を出します。

日本初となる、ポルシェ専用のブランド体験施設
『ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京』の開設！
・敷地面積
・施設概要

約４３ｈａ
ドライビング体験コース、ラウンジ、
レストラン、ミーティングルームなど

先輩方が優しく、働きやすい職場です！！
Ｑ.木更津市役所に入庁したきっかけは？
Ａ.私は木更津市外出身ですが、学生時代は木更津で過ごし、アクアラインを中心とした大規模なまちづ
くり、発展していくこのまちで、私が学んだ土木技術を生かしたいと思いました。

Ｑ.実際に働いてみてから感じたことは？
Ａ.学生時代に学べなかったような幅広い仕事をこなす毎日は大変ですが、周りの先輩にフォローしても
らえるので、新しい知識が増え、まちづくりに携わっている実感が日々感じられるようになりました。
自分が審査した現場が実際に出来上がったときは達成感があります。

名前
03

田口

史織

入庁年２０２０年／１年目

Ｑ.休日はどのように過ごしていますか？
Ａ.普段通勤時間が往復約４時間かかるので、休みの日はゆっくり過ごして、好きな音楽を聴いたりドラ
マを見て疲れを癒しています。

市街地整備課

土木職

市街地整備課は、都市整備係・公園係・江川総合運動場整備係があり、都市整備係は土地区画整理
事業、市営駐車場やバスターミナルの管理業務などを行っています。公園係は公園・緑地の管理業務
や公園の整備、遊具の更新工事を行っています。 江川総合運動場整備係は総合運動場の野球場及び
サッカー場の拡張整備を行っていきます。

土地区画整理事業

都市公園整備事業

道路、公園等の公共施設を整備・改善し、土地の区画
を整え、宅地の利用増進を図る事業です。
市内の土地区画整理は２５箇所あります。

快適で緑豊かな都市環境の形成を推進するため、新た
な都市公園予定地について早期に整備を実施するととも
に、子供や高齢者が安心して利用できる公園を目指し整
備を進めていきます。

小櫃堰公園

金田さざなみ公園

after

before

市内の公園は
約１５０箇所！

金田東特定土地区画整理事業
計画人口：１万人
公共施設計画：公園９箇所、緑地２箇所
アクアラインに隣接している地区です。現在では住宅だけで
なく、三井アウトレットパークをはじめ、多くの商業施設が集
まり、賑わいを見せています。

鳥居崎海浜公園

完成した公園は、遊具の
点検や草刈り等の維持管
理を行います。

江川総合運動場拡張整備事業
今まで本市にはなかったスポーツ施設として、陸上競技場（３種公認）・硬式公認規格の野球場・サッ
カー場を新たに整備する事業です。令和５年度の完成に向けて令和３年度から野球場とサッカー場の整備
を行っていきます。
野球場
予定地

サッカー場
予定地

陸上競技場

江川総合運動場の計画地

陸上競技場

人々の暮らしのためにまちの整備をする！
Ｑ.木更津市職員を志した理由は？
Ａ.学生時代に学んだ土木の知識を活かすために市役所の技術職を選びました。その中でも木更津市は周り
の市よりも発展しているイメージが強く、規模の大きい仕事ができると思ったので木更津市役所の技術
職を選びました。

Ｑ.現在どのような業務を担当していますか？
Ａ.木更津駅前西口駐車場の管理業務を主として行っています。問題が発生した時の対応や、業者との打合
せ・調整を行います。たくさんの人々に利用しやすい駐車場だと感じてもらえるよう心掛けています。

Ｑ.休日の過ごし方を教えてください。
名前

蛭田

光一

入庁年２０２０年／１年目

Ａ.幼少の頃からサッカーを続けていることもあり、休日はサッカーやフットサルで
リフレッシュしています。基本的に休日出勤がないので、大会に出場したりプライ
ベートの計画が立てやすいです。
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建築指導課

建築職

建築指導課の主な業務は、建築物関係の審査、許可、検査、指導、相談対応や既存建築物の定期報告の確
認やパトロール等を行うことで秩序あるまちづくりの形成を推進しています。また、耐震性能の低い住宅について耐
震診断や耐震改修等の費用の一部を助成することで、地震に強いまちづくりに取り組んでいます。

建築基準法に基づく許可・認定の業務
建築基準法や市の基準に基づいて建築物の計画内容が、交通・安全・防火・衛生面などから問題が無いか審査し、
建築計画に対して許可・認定をします。

許可までの業務の流れ（用途の許可の場合）
事前協議
～
申請書受付

申請内容について、許可基準をクリア
しているか、申請書に記載漏れがな
いか、図面や現場調査などで確認し
ます。

公聴会
～
建築審査会

公聴会は、近隣住民等への計画説
明をし、意見を聴きます。
建築審査会では各分野の専門家が
集まり、建築計画について審議します。

許可

資料を整え、許可通知書を交付します。

建築審査会の様子

建築審査会では、主にパワーポイントを用いて
計画の説明をします。誰が見ても分かりやすい
資料の作成を心掛けます。

コンクリートブロック塀パトロール業務
地震等によるコンクリートブロック塀倒壊の被害を防ぐため、現地パトロールを行い、法律で定められているコンクリート
ブロック塀の高さ、厚さ、控え壁、鉄筋などを調査し、所有者へ危険な箇所の説明と改善方法をアドバイスします。

鉄筋の位置の調査

塀の高さの確認

実務経験を積んで建築のプロフェッショナルを目指せます！
Ｑ.職場の雰囲気はどうですか？
Ａ.専門的な知識が必要なことから、日常の業務内容は難しいのですが、建築基準法の読み方や考え方など疑問点
を先輩に相談しやすく、積極的に仕事に取り組むことができる風通しのよい職場です。

Ｑ.実際に働いてみてよかったことは？
Ａ.とても子育てしやすい環境だと感じています。子供の怪我や病気だけでなく、子供の行事でも特別休暇を取ること
ができます。１時間ごとに休暇を取ることもできるので、病気の際の通院等もしやすいです。

Ｑ.仕事に対するこれからの目標やビジョンは持っていますか？
名前

泉 志乃

入庁年２０２０年／１年目
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Ａ.建築に関する仕事内容のため、たくさんの経験や知識を積むことができます。一級建築士や建築基準適合判定資
格者などの資格取得のための研修も受けることができるため、専門知識をより一層深めることができる職場です。こ
れから一級建築士の資格取得に向けて頑張っていきたいと思います。

住宅課

建築職

住宅課は、住宅政策係と市営住宅係の２係があります。
住宅政策係では、住宅施策の企画、立案や空家対策として空家バンクの運営や空家の指導に関する業務を
行っています。市営住宅係では、主に市営住宅の維持・管理を行っています。

住宅施策の企画・立案、空家等対策事務
木更津市住生活基本計画の策定

空家バンク・空家リフォーム事業

住生活の安定の確保や「質」の向上推進の
ため、本市の特性や実情にあわせた住宅政策
の目標や施策について計画を策定し、住宅政
策を進めていきます。

空家バンクは、空家所有者と入居希望
者を市が橋渡しする制度です。空家バン
クを利用した場合、リフォーム費用を一
部助成します。
物件の現地調査の様子

本市の住宅地の様子

相談

空家所有者や、入居希望者の相談に対し、空家
利活用の提案や利用の希望に沿ったアドバイスを
行います。

現場調査

空家バンク登録のため、現地調査を行い、家屋の
間取り等の記録を行います。

ＨＰの作成

調査記録を基に、図面等を作成し、物件紹介ペー
ジを作成します。

内覧立会

入居希望者とともに、内覧を行い、物件のＰＲを行
います。

街なか居住マンション建設補助事業
土地利用の共同化、高度化等による定住促進に寄与する事業を施行する民間事業者に補助金を交付し、良質な
住宅の供給および、木更津駅周辺の中心市街地活性化、移住・定住の促進に取り組みます。

書類審査
申請書や図面、
見積書等を審査し、
補助金額を決定し
ます。工事内容を
確認するので、建
築の専門知識を
必要とします。

相談
計画内容に
ついて、事業
者よりヒアリン
グします。

補助金申請

現場確認

県・国と協議や
調整を行いなが
ら、補助金の申
請業務を行いま
す。
木更津市富士見２丁目地区再開発ビル建設事業

進捗状況の確
認を行い、完
成後は、計画
書や図面と相
違がないか確
認します。

「都会に一番近い自然があるまち きさらづ」をより良い街にするために

顔写真

Ｑ.現在はどのような仕事をしていますか？
Ａ.住宅政策係として、住宅施策の企画・立案や空家バンクの運営、空家の指導の業務を行っています。空家の利活
用、特定空家等の抑制・解消を進め、まちの新陳代謝を促すよう、日々業務に取り組んでいます。住宅課は幅広
い知識を必要とするため、建築以外のスキルも身につけることができます。

Ｑ.実際に働いてみてよかったことは？

名前

正木 貴也

入庁年２０１６年／５年目

Ａ.職場の雰囲気として、家庭を大切にしている職員が多いことです。昨年、双子が産まれ、
３児の父となりました。その際も、職場の方々に協力していただき、育児休暇を取らせてい
ただきました。
また、しっかりとプライベートの時間も確保することができるので、一級建築士や宅地建物取
引士などの資格取得もできました！
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下水道推進室

土木職

電気職

化学職

下水道推進室は、建設係・施設係・業務係・経営係の４係となっています。
主な業務は、建設係では下水道管渠の新設工事、施設係では管渠や下水処理場の維持管理、業務係では下
水道使用料や排水設備検査、経営係では下水道事業の経営に係る業務を行っています。

金田西雨水ポンプ場の建設
「金田西特定土地区画整理事業」に伴う金田西雨水排水区
の計画に基づき、雨水を速やかに排除し周辺の道路および、
事業用地の浸水を未然に防止するために、金田西雨水ポンプ
場を平成３０年度に整備しました。

計画・調査

金田西雨水ポンプ場の基本計画と詳細設計を行
います。周辺地域を調査・測量し、ポンプ場の設
計・積算に必要な設計図などの作成を行います。

工事監督

施工業者と工事内容や現場の注意点、工程の確
認などを行います。
日々の工程の進捗状況を確認し、現場が安全か
つ順調に進むように指示をします。

完了検査

施工完了後に現地にて、ポンプ場が適正に運用
できる状態にあるか、検査をします。

木更津下水処理場管理業務
木更津下水処理場は昭和６０年度より運転を開始している施設で
あり、その維持補修、改修、管理を行っています。
敷地面積は１１８，４７０㎡と広大であり、生活排水をきれいにする
には、欠かすことのできない下水道設備の心臓部にあたります。

機器管理

下水処理場内にあるポンプ等の機器管理を行い、災害
時でも、汚水処理が停止しないよう管理しています。

水質管理

下水処理場で処理した汚水の水質について、環境に配
慮し、東京湾に放流できる基準になるよう管理します。

汚泥処理

汚水処理の過程で発生した汚泥の処理を、民間事業者
に委託しています。

下水道整備にかかわる仕事で、今よりさらに住み良い街に！
Ｑ.現在はどのような仕事をしていますか？
Ａ.私は施設係として、下水道施設の補修工事や維持管理を行っています。下水道の整備によって木更津をより住
みやすい街に出来るよう、日々の業務に取り組んでいます。学校で下水道というと印象が薄いと思いますが、土
木、電気、機械から衛生まで幅広く携わることが出来ます。

Ｑ.下水道に携わる仕事の様子はどうですか？
Ａ.「下水」というと、不衛生なイメージが先行している部分がありますが、推進室では、管渠布設のための図面を作
成したり、業者に清掃を委託したりといった事務が主な仕事になります。判断に必要な情報もほぼデジタルで管理
されているため、仕事上の衛生管理は行き届いています。

名前

平野 知聖

入庁年２０２０年／１年目
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Ｑ.実際に働いてみてよかったことは？
Ａ.なんといっても木更津市の衛生に貢献できるところです。実際に市民の方から感謝のお電話をいただいたこともあ
り、非常にやりがいを感じられました。また災害時を除き、土日祝日に確実に休暇が取れる点や、福利厚生がしっ
かりしているところも魅力的です。

土木課

土木職

土木課は、主に都市計画道路の整備、狭隘な道路の拡張工事等を行う整備係と、日常パトロールや地元住民
からの要望等を受けて道路・水路の維持補修や、近年被害が深刻化している台風等の自然災害の災害復旧を
行う維持補修係の２係に分かれています。
発注図面は
こちら

道路新設工事

災害復旧工事

新たな道路を作るために現地調査、測量、設計、検査
を行い、道路の新設工事を進めていきます。

台風などにより、被災した道路や河川を
復旧します。
場所：木更津市真里谷
・右岸L=10.0m
・左岸L=46.0m
・かごマットA=234m2

場所：木更津市江川
・工事延長L=275m
・舗装工A=1880m2
・側溝L=419m

before

before

「江川総合運動場」
へ接続する新たな
道路を整備しました。

台風被害により
崩落した河川の
法面を整備しま
した。

after

after

管理用地課

土木職

管理用地課は、主に道路・水路の土地の管理に関する仕事をしています。管理係では道路工事の申請など、
道路・水路に関する各種申請の確認作業を行っています。用地境界係では道路用地の買収や境界確定に関
する業務を行っています。

用地買収事業
道路の新設・拡幅に必要となる土地の買収を行うために、所有者を訪問し、道路事業の説明や買収価格の提示な
どを行い、交渉から契約締結、買収後には土地の権利者の変更までの事務を行います。

事業説明

境界確認・測量・建物調査・

土地の価格や建物などの移転に伴う費
用などを所有者に説明をします。
補償内容に承諾を得たあとは、契約成
立に向けて契約書類を作成し、法務局
で土地所有者の権利の変更手続きをし
ます。

土地の所有者へ、
道路工事の計画や
目的の説明をし、土
地の買収の必要性
について説明します。

土地の
取得

補償説明・契約・登記

土地の引渡し後、
いよいよ道路の
工事がスタートし
ます！

現地境界調査
買収対象の土地の境界確定をし、土地の面積を算出
します。また、対象の土地に建築物などの財産がある
場合について、規模・構造・築年数など詳しく調査をし
ます。

仕事がしやすく、楽しく働ける環境が整っています！
Ｑ.木更津市役所へ入庁した理由は？
Ａ.幼いころから道路や地図等に興味があり、木更津市は生まれ育った町であるため、地域に貢献できる木更津市役
所で働きたいと思いました。

Ｑ.仕事をする上で、心がけていることはありますか？
Ａ.市民の方々が交通事故なく、快適に走行できるような道路の設計を行うように心がけています。

Ｑ.職場の雰囲気や環境はどうですか？
名前

鈴木 光（土木課）

入庁年２０２０年／１年目

Ａ.雰囲気はとても明るく、分からないことがあった際には先輩方が分かりやすく教えてくれます。
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資産管理課

建築職

資産管理課は市有建築物の新築・改修・修繕・維持に関することが主な業務内容になります。
建築係・設備係・管理保全係があり、建築係・設備係では市有建築物の新築・改修の設計や積算・工
事監理を行っており、管理保全係は教育施設や公民館などの修繕や不具合対応、教育施設の維持・保
全をするために計画作成及び維持管理を行います。

業務の流れ：木更津市消防本部庁舎新築工事
設計業務委託の発注

大規模な建築物を設計する場合は、建築設計事務所に委託して図面及び設計書の
作成を行います。
小規模な建築物(公衆便所等)の場合は、市の職員が設計を行います。

設計内容打合せ

契約した業者と資産管理課・事業課で、建物に必要な設備や要望について話し合
い設計を進めていきます。

設計業務委託の完了

提出された図面や設計書等の検査を行い、設計業務委託が完了します。

図面・設計書を元に実際に工事を行う業者を入札等により決定します。

工事の発注

建築工事
定例及び材料・
施工状況の確認

鉄筋が設計書通りに配
筋されているかの確認
を行います。
(鉄筋径・ピッチ・かぶ
り厚さ等の確認)

鉄骨溶接部の内部欠陥の
有無を確認するため、超
音波探傷試験に立ち会い
ます。

材料検査

配筋検査

検査・引渡し

コンクリートの打設前に
行う材料の検査に立会い
ます。
(配合・ｽﾗﾝﾌﾟ等の確認)

溶接検査

現場が設計書通りに施工
されているかの現場検査
と、工事関係書類の検査
を行います。
問題が無ければ建物の引
渡となります。

工事書類検査

完成

子供から高齢者まで幅広い市民が利用できる施設を目指して！
Ｑ.木更津市役所に入庁するきっかけは？
Ａ.私は大学卒業後、民間企業（ゼネコン）に勤めていましたが、地域に密着してより多くの人に関われる
仕事をしたいと思い、地方公務員を目指しました。木更津市を志望したきっかけは、実家の近くにあり、
親しみがあったためです。

Ｑ.上記工事のほかにどのような工事がありますか？
Ａ. 金田地域交流センター新築工事や小・中学校校舎増築工事などの大規模な工事から、公園の公衆便所
の既存解体・新築工事など比較的小規模な工事まで行っています。
また、設計業務や工事監理業務を委託するほかに、市有施設の耐震診断業務委託などもあります。

Ｑ.有給休暇は取得しやすいですか？
名前

石川

直樹

入庁年２０１９年／２年目
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Ａ.入庁１年目から休めるときは休んでいたので、とても取得しやすい環境です。また建築職員は、一級
建築士の試験前にまとめて使用する人も多いです。有給とは別に夏季休暇の制度があり、お盆休みがな
い代わりに、６月～１０月末までの間で好きな日に休むことができるので、予定が立てやすく、混雑を
避けてお出かけすることができます。

電気職
近年行った工事の紹介

金田地域交流センター新築工事

真舟小学校校舎建設工事
構造：鉄骨造
規模：地上２階
延べ面積：８,１７２.９２㎡

構造：鉄筋コンクリート造
規模：地上３階
延べ面積：２,４９６.６６㎡

電気設備工事

木更津市健康増進センター
プール改修工事
内容：プール及びろ過器、給排水衛生設備、
高圧ケーブル等の更新工事

機械設備工事
コンクリート打設前に
設備のスリーブ・配管が
施工図通りの位置に取付
けられていることを確認
します。

承諾した仕様書の通りの
機器が現場に搬入してい
ることを確認します。

施工計画書の通りに
キュービクルの搬入・据
付が行われていることを
確認します。

機器の設計圧力まで加圧
し、２４時間放置して圧
力低下が無いことを確認
します。

現場に設置された機器の
動作に異常が無いことを
確認し、完了検査を経て
引き渡しとなります。

書類と現場を確認し設計
内容を満たし問題が無け
れば、完了検査を経て引
き渡しとなります。

完成

完成

より良い設備の設計・施工を目指す！
Ｑ.木更津市役所へ入庁するきっかけは？
Ａ.私は大学卒業後、民間企業で電気設備に係る仕事をしてから木更津市役所に入庁しました。以
前から地方公務員の仕事に興味があり、地元で設備の知識を活かしたいと思っていました。電気
職の募集は毎年は行われていないため、タイミングが大切だと思います。

Ｑ.職場の雰囲気は？
Ａ. 上司や先輩に相談のしやすい職場です。有給休暇についても、工事の立会い・検査の日程や設
計業務と調整しながら、取得しやすい環境と感じています。

名前

坂田

亮平

入庁年２０１９年／２年目

Ｑ.実際に働いてみた感想は？
Ａ.電気職での採用ではありますが、実際は電気に係る仕事のみをするわけでは無く、下水道や水道
事業などを含め、設備に関わる仕事は全て業務の範囲に入ってきます。私も知識が無い所からの
スタートでしたが、周りの方にサポートしていただきながら業務を通して少しずつ覚えていくこ
とができ、色々な経験ができると感じました。
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その他の土木・建築職の仕事
管財課

土木職

建築職

電気職

公共工事における電子入札から契約に至る業務を行っています。
また、工事が完了したら、その工事が設計図書のとおりに適切に管理し施
工されたものであるかの検査を行っています。
工事は土木、建築及び設備など多岐に渡るため幅広い分野の工事に携わる
ことのできる仕事です。

現場の検査

書類の検査

業者立会い検査

農林水産課

土木職

土木職として、木更津市の農林水産業の基盤を支える農道・林道や農業用
排水路、漁港の整備に携わることができる仕事です。
舗装工事や排水路工事等の土木職としての基本的な知識を得られるだけで
はなく、漁港整備のような農林水産課でしか経験することのできない事業も
あります。

浚渫工事
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鋼矢板被覆工事

農道舗装工事

先輩職員の１日のスケジュール
土木職

土木課：整備係 職員の場合・・・

経歴（入庁後１０年）
農林水産課で漁港維持管理：３年
同課で林道等維持管理
：２年
土木課で道路等維持管理 ：２年
同課で道路等新設改良
：３年

8:30

始業・朝礼
各係・課員のスケジュールを確認します。

9:00

資料確認
設計コンサルタントや工事業者からのメールや資料の内容確認等を
行います。

主な管理施設
道路（木更津市道）
橋梁
普通河川

など

10:00

設計協議・打合せ
設計コンサルタントと設計内容の打合せ等を行います。
関係機関との協議や工事発注へ向けての準備を進めます。

12:00

昼食

13:30

監督業務
工事の進捗確認のため現場へ行き、業者と現場打合せを行います。
現場が設計どおりに施工されているか、安全対策が適切になされて
いるかなどの確認を行います。

15:00

積算業務
設計コンサルタントの作成した図面や数量計算書を基に、工事項目
や構成を記載した設計書を作成します。

17:15

終業・終礼
終礼時に各係・課員の翌日の予定を確認します。

積算業務

現場監督

建築職

建築指導課：建築審査係 職員の場合・・・

8:30

始業・朝礼
各係・課員の業務予定やメールを確認します。

9:00

現場検査
工事が終了した建物について、設計どおりに施行されているか、
建築基準法の規定による完了検査を申請書類及び法令集、検査
道具を持ち、現地で行います。

11:00

検査後の許認可事務
現場検査の結果、申請通り工事が行われていることを確認した
ら、完了検査済証の交付の手続きを行います。

経歴（入庁後８年）
民間企業での現場監督経験：７年
営繕課での設計・管理業務：４年
建築指導課での指導業務 ：２年
同課 での審査業務 ：２年

保有資格
一級建築士
建築基準法適合判定資格者
一級建築施工管理技士

など

完了検査

12:00

昼食

13:00

審査業務
建築基準法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、
都市の低炭素化の促進に関する法律等の規定に基づく申請書や届
出書の図面・資料の審査を行います。

16:30

メールの確認
ホームページからの問い合わせや、県庁・他行政庁からの調査
依頼等のメール対応をします。

17:15

終業
終礼時に各係・課員の翌日の予定を確認します。

審査業務
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木更津市職員募集

2020

（令和2年4月1日現在）

職員数・有給休暇
職員数：1,015人（うち土木職80人、建築職23人）
年次有給休暇：20日プラス夏季休暇7日（その他に年末年始休暇があります。）
平均取得日数は10日、夏季休暇に関してはほぼ100％取得しています。

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額
平均を示したものであり、卒業後に職歴がある場合や、大学院を卒業した場合には異なる場合があります。
区分
土木職
建築職

初任給

経験年数10年

経験年数20年

経験年数30年

大学卒（上級職）

198,135円

258,344円

345,080円

425,151円

短大卒（中級職）

180,285円

-

-

-

高校卒（初級職）

162,645円

229,383円

313,160円

390,622円

※初任給につきましては、令和2年4月1日の給料（地域手当含む）となります。経験年数10年以降の給料につきましては、令和元年度
の実績値となります。 このほかに 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等それぞれに要
件に応じて支給されます。

勤務時間
原則、始業８時３０分から終業１７時１５分（昼休憩１時間含む）

期末・勤勉手当【ボーナス】
給料月額等の1ヶ月分をベースに、期末手当（2.6月分）・勤勉手当（1.9月分）が支給されます。（採用初年度は
実務期間によって異なります。）

採用状況
土木上級

H29

H30

R01

R02

建築上級

H29

H30

R01

R02

募集人員

4

15

17

10

募集人員

1

6

6

14

受験者数

2

15

19

11

受験者数

1

3

6

8

1次試験合格者

2

13

16

8

1次試験合格者

1

3

5

8

最終合格者

2

5

7

6

最終合格者

1

3

2

4

合格倍率

1.0

3.0

2.7

1.8

合格倍率

1.0

1.0

3.0

2.0

※平成２８・２９・３０・令和元年度については、各回の実施状況の合計であり、二次募集（相当）の募集人数を含みます。

採用まで
お申込み手続きをする際は、本試験案内及び試験申込書の注意事項
をよく読み、手続き下さい。ホームページからも申し込みできます。
※募集期間は5月下旬～6月中旬 HPで最新情報を掲載しています。

受験申し込み

第1次試験（筆記試験）
合格者のみ

第2次試験（面接試験）

最終合格発表

合否についてはホームページに掲載されます。また、合格者のみ郵
送により通知します。

合否に関わらず、第2次試験受験者全員に結果を郵送します。
オンライン申込
もできるよ！！

採用関係書類提出

採用
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※原則として4月1日に
最終合格者全員が採用されます。

木更津市HP
職員採用試験情報

受験申込書はどこでもらえるの？
□直接取りに来る
木更津市役所駅前庁舎（職員課）、朝日庁舎（2階案内コーナー）、駅前連絡所、各公民館
□インターネットで入手する
木更津市公式ホームページからダウンロードして印刷できます。
□郵送で請求する
郵便番号・住所・氏名（氏名のうしろに「様」と記入）を明記した返信用封筒に切手を貼ったものを同封し、
外封筒の表に「採用試験案内請求」と朱書きし、裏には住所・氏名・電話番号を明記して木更津市総務部職員課まで
郵送して下さい。

発行

木更津市都市整備部

問合せ先
木更津市総務部職員課
〒２９２－８５０１ 木更津市富士見１丁目２番１号 スパークルシティ木更津８階
TEL.０４３８－２３－７４６７

木更津市HP：職員採用情報

