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１ 神奈川県の魅⼒

１

多彩な都市・⾃然・歴史のある神奈川

神奈川県は、⾸都圏の⼀⾓に位置し、その県⼟は約2,400㎢と決して広くはありませんが、横浜市
や川崎市などの都市部だけではなく、湘南海岸に代表される美しい海、⼤⼭や丹沢などの緑豊かな⾃
然、箱根や鎌倉といった国際的・歴史的な観光地など、多様で魅⼒的な地域を抱えていることが⼤き
な魅⼒です。

横浜みなとみらい地区（横浜市）

〔⾯積〕 約2,416㎢（全国43位）
〔⼈⼝〕 約918万⼈（全国２位）
〔市町村数〕33市町村（19市13町１村）

※ 全国で唯⼀３つの政令市を抱えています。
〔職員数〕 約12,200⼈（警察職員、教育職員を除く）

※ うち⼟⽊技術職員約900⼈

⽻⽥空港と京浜臨海地域（川崎市）

⼤涌⾕（箱根町） 鎌倉から臨む相模湾（鎌倉市）

神奈川県基本情報



１

２

神奈川県の⼟⽊技術職員として働く魅⼒

神奈川県の⼟⽊技術職員は、この多彩な顔を持つ県⼟をフィールドに、道路や下⽔道などの県⺠⽣
活に必要な都市基盤施設の整備・維持管理から、河川や海岸・砂防⼯事などを通じて⾃然災害から県
⺠の⽣命と財産を守る防災関連事業や歴史や⾃然を⽣かした未来の都市の姿を描く都市計画まで、幅
広い業務に携わることができます。

神奈川県は⾸都圏の⼀⾓に位置しており、⾸都圏の⽞

関⼝として、県内の道路等の社会基盤整備を進めることで、

輸送時間の短縮や物流の効率化など、企業活動の活性化や

観光振興に寄与しています。

特に⾸都圏中央連絡⾃動⾞道（圏央道）や新東名⾼速

道路等へのアクセスを適切に確保することにより、県内だ

けでなく、県外を含むより広い地域の連携・交流が期待さ

れます。

圏央道・新東名⾼速道路
海⽼名南ジャンクション（海⽼名市）

セーリング競技会場となる湘南港
（江の島ヨットハーバー）の整備（藤沢市）

神奈川県では、東京2020オリンピック競技⼤会におけ

るセーリング競技が江の島の湘南港で開催されます。

神奈川県の⼟⽊技術職員は、オリンピックの開催にふ

さわしい会場を準備するため、湘南港における施設の整備

や、江の島へのアクセスを充実させるための道路の整備な

どを通じて、国際的なイベントを盛り上げていきます。

神奈川県は、都市化が進んでいる⼀⽅で、箱根や⼤⼭、

丹沢などの緑豊かな⼭々のほか、潤沢な⽔を湛える相模川

や酒匂川などの河川、美しい湘南海岸など、多彩な⾃然環

境があります。こうした⾃然と共存する中で、がけ崩れや

洪⽔、⾼波などの被害から県⺠の⽣命と財産を守る対策を

⾏っていくことも、神奈川県の⼟⽊技術職員の重要な仕事

です。

⼟砂災害の状況（⼭北町）



２ ⼟⽊技術職員の仕事Ⅰ 「観光・経済」を⽀える

３

国際的観光地 箱根の安全・安⼼を守っています

箱根の⼤涌沢では、度々、地すべり災害を引き起こしてきましたが、地すべりを防⽌する⼭腹⼯や
アンカー⼯に加え、⼟⽯流を受け⽌める砂防堰堤等の⼟砂災害対策を進めることで、近年では、多量
の⼟砂流出は発⽣しておらず、⼟砂災害のリスクが⼤きく改善しています。
こうした対策により、観光客の安全・安⼼を確保し、年間2000万⼈もの観光客が訪れる⽇本を代表

する国際的観光地「箱根」の観光を⽀えています。

県⽴都市公園は、県内の主要な景勝地にあって魅⼒がいっぱいです

神奈川県は、⾯積が⼩さい中、海岸、岬、島、河川、森林、城⼭、⾕⼾など多様な⾃然環境を有し
ています。これらのうち主な場所は県⽴都市公園によって魅⼒づくりが⾏われ、多くの県⺠に親しま
れるとともに、⾸都圏からも観光客が訪れる景勝地となっています。
また、歴史・⽂化や花の名所といった特⾊から訪れる⽅も多く、さらに、災害時の避難地などの防

災拠点としても重要な役割を担っています。県⽴都市公園の整備や施設の維持管理等も、⼟⽊技術職
員の⼤切な仕事です。

⼟⽯流を⽌める砂防堰堤地すべりを⽌めるグラウンドアンカー

県⽴あいかわ公園（愛川町）県⽴⼤磯城⼭公園（旧吉⽥茂邸）（⼤磯町）



みんなが⼤好き湘南海岸 この環境を守るのも我々の仕事です

映画や⾳楽など、皆さんの思い出の舞台となり、⼀年を通して多くの⼈々が訪れる湘南海岸では、
ダムの建設や昭和30年代の⾼度成⻑期を中⼼に⾏われた砂利採取等により川から運ばれてくる⼟砂量
が減少し、砂浜の侵⾷が課題となっています。
そこで、神奈川県では、砂浜の回復・保全を図り、将来にわたる「美しいなぎさの継承」をめざし、

ダム等に堆積した砂を運搬し、海岸に供給する養浜を主体とした侵⾷対策に取り組んでいます。

神奈川の経済のエンジンをまわす「みちづくり」を進めています

新東名⾼速道路の整備の効果を波及させるため、神奈川県ではインターチェンジにアクセスする道
路の整備を着実に進めています。神奈川県の経済のエンジンをまわすため、県内はもちろん、県外に
も安全で快適に移動できる道路網の整備に取り組んでいます。

養浜後（平成30年）茅ヶ崎海岸（茅ヶ崎市） 養浜前（平成17年）

新東名⾼速道路への接続道路の整備（伊勢原市）横浜湘南道路 藤沢ＩＣ（藤沢市）
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３ ⼟⽊技術職員の仕事Ⅱ 「いのち・くらし」を守る

5

普段は癒しの空間 でも⼤⾬時には洪⽔から県⺠を守ります

台⾵や豪⾬による⽔害から、県⺠の⽣命と財産を守るため、河川の護岸や親⽔施設の整備を進める
とともに、遊⽔地等の整備・維持管理を⾏っています。
平常時はグラウンドやビオトープとして親しまれている遊⽔地も、台⾵等の豪⾬時には、下流の⽔

位上昇を抑制する治⽔効果を発揮します。

家族が笑顔で安全に暮らせるよう がけ崩れ対策を進めています

神奈川県では、丘陵地が多い中、都市化が進んでいるため、住宅地が崖地に迫っている地域が多く、
がけ崩れ被害から県⺠を守る対策が重要となります。
県内で毎年70件ほど発⽣しているがけ崩れ災害から県⺠を守るため、⼟砂災害防⽌施設（法枠等）

の整備・維持管理を⾏っています。

洪⽔時の遊⽔地
（川からの⽔を⼀時貯留します）

平常時の遊⽔地
（親⽔空間として整備されています）

がけ崩れ対策⼯事（横須賀市）がけ崩れの状況（鎌倉市 平成25年）



笑顔あふれる未来のために かながわの道を守っています

道路施設の中で、重要な施設である橋りょうについては、計画的な維持管理による⻑寿命化を⾏う
ことにより、ライフサイクルコストの低減を図っています。
他の道路施設についても、定期的に点検を⾏い、異常の早期発⾒に努め、補修の優先度などを踏ま

えて、計画的な維持管理を⾏っています。

きれいな⽔で⽣活環境を守っています

県⺠の飲み⽔となる相模川・酒匂川の⽔質保全と流域住⺠の⽣活環境の改善を図るため、流域下⽔
道施設の整備や、維持管理を⾏っています。（神奈川県の下⽔道処理⼈⼝普及率は全国第２位）
また、⽔再⽣センターの上部空間は、近隣への臭気対策として蓋掛けを⾏い、さらに、広場や太陽

光発電設備設置場所等として有効利⽤しています。

点検⾞両による路⾯性状調査橋りょう点検の様⼦

四之宮⽔再⽣センター（平塚市）箱根⼩⽥原幹線整備⼯事（⼩⽥原市）
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４ ⼟⽊技術職員の仕事Ⅲ 「夢・未来」を創る

7

交流と連携を⽀える鉄道網の整備

県⼟の均衡ある発展に向け、県央・湘南都市圏において、全国との交流連携の窓⼝となる、南北２
つのゲートの形成と、それを繋ぐ南北交通軸の強化などによる、ネットワーク型都市圏の形成をめざ
しています。

東京〜⼤阪間を約１時間で結ぶリニア中央新

幹線。神奈川県では、地元相模原市とともに、

相模原市域の⽤地取得を受託するなど、リニア

中央新幹線の建設促進を図るとともに、誰もが

降りたくなる駅、魅⼒あるまちづくりを進め、

全国との交流・連携の窓⼝となる「北のゲー

ト」の形成に向けた取組みを進めています。

リニア中央新幹線県内駅（北のゲート）

ネットワーク型都市圏の形成に向けて、全国

との交流連携の窓⼝となる、東海道新幹線新駅

を核とする「南のゲート」を寒川町倉⾒地区に

誘致しています。併せて、南のゲートと横浜市

中⼼部や都⼼部との鉄道ネットワークの形成を

めざし、相鉄いずみ野線の延伸に取り組んでい

ます。

東海道新幹線新駅（南のゲート）

⼭梨リニア実験線を⾛⾏するL0系

相模線は、東海道本線や横浜線など東京や横

浜⽅⾯に向かう５つの路線と接続する鉄道です

が、単線のため、周辺の鉄道と⽐較して輸送

サービス⽔準が低くなっています。

こうした問題を解消するため、沿線市町と連

携して、複線化に向けた要望等の活動を⾏って

います。

相模線の複線化（南北⽅向の軸）



魅⼒あるまちづくりの推進

相模川が中央を流れる県央・湘南地域において、その豊かな⾃然環境を⽣かした環境と共⽣する魅
⼒あるまちづくりを推進しています。
東海道新幹線新駅誘致地区を中⼼に環境共⽣モデル都市をめざす「ツインシティ」の整備や環境共

⽣の取組みを推進する事業の認証制度等により、都市圏全体を環境と共⽣する都市圏へと誘導し、快
適で環境への負荷の少ない、持続可能な社会の創出をめざしています。

東海道新幹線を誘致している寒川町倉⾒地区

と、相模川を挟んだ対岸の平塚市⼤神地区から

なる、双⼦の新たなまちのことです。新たに

「（仮称）ツインシティ橋」を架けることによ

り、⼀体的なまちづくりをめざしています。

「ツインシティ」とは
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環境共⽣都市のイメージ

⼟⽊技術職員は、さまざまな施設の計画づくりから、設計・積算、⼯事の発注、現場管理、
完成した⼯事の検査、これらの施設の維持管理まで、公共事業の全般に広く関わっています。
⼀⽅で、橋りょう設計などのような複雑な構造解析や設計検討は専⾨の建設コンサルタント

が、⼯事の実施は建設会社が⾏います。
⼟⽊技術職員には、こうした様々な分野のエキスパートとともにプロジェクトを進め、事業

の各段階で、法令や技術基準、予算や周辺環境などの諸条件を確認しながら、良質の社会資本
を県⺠に提供していくことが求められます。

⼟⽊技術職員の担当業務と役割

⼟⽊技術職員の役割は、常に公共事業全体に関わり、
事業全体を最初から最後まで統括するトータルコーディネーター

と⾔えます。
県⼟整備局の仕事に関する情報を動画で紹介する

「かながわ県⼟チャンネル」のページはこちら︕



５ ⼟⽊技術職員の紹介
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都市部技術管理課
増村 仁美 主任技師

厚⽊⼟⽊事務所相模川環境課
⼤平 美和⼦ 主任技師

公共⼯事を発注するのに必要となる、
積算基準書や資材単価を決める仕事をし
ています。その他、技術的な相談への対
応や、技術職員向け研修・インターン
シップの講師などを担当しています。

■ 現在の職務内容

社会に役⽴つ仕事がしたいと漠然と思っ
ていたところ、先輩から勧めて頂いたのが
きっかけでした。様々な仕事を経験する事
で、今は⽬標が⽣まれ、⼈々の⽣活を守る
仕事にやりがいを感じています。

■ 県職員をめざした理由

今の職場は、専⾨的な知識や経験が必
要となる事が多く、⼟⽊職だけではなく
様々な職種の⼈たちが集まっています。
判断に悩む時などは気軽に相談ができ、
⾃分の知識の幅を広げることができます。

■ 職場の雰囲気

⼀級河川相模川で堤防を造る⼯事など
を担当しています。中⼩河川を担当する
ことが多かったため、相模川という県内
で⼀番⼤きな河川で、初めて学ぶことが
多く、⽇々ワクワクしています。

■ 現在の職務内容

学⽣時代にインターンシップに参加し、
公務員の仕事が⼈々の暮らしに直結して
いることを知り、都市・⼭・川・海のあ
る神奈川県なら、様々な分野の⼟⽊技術
に携われると考え、めざしました。

■ 県職員をめざした理由

⼀⼈で解決することが難しい場⾯では、
課⻑を含め課員みんなで、どうしたら良
いのか考え合える温かい環境の中で、失
敗を恐れず、安⼼して職務に取り組むこ
とができる楽しい職場です (＾＾)v

■ 職場の雰囲気

県内には⼭や川など様々なフィールドがあ
り、活躍の場が沢⼭あります。⼤変な時もあ
りますが、公私ともに⽀えてくれる先輩、同
僚がいるので頑張れます。ぜひ⼀緒に神奈川
県で働きましょう︕

⼟⽊というと構造物を造るというイメージ
が強いですが、神奈川県の多様な⾵⼟なら、
環境に興味のある⽅も、⾃然環境に配慮した
川づくりに携われるなど、その技術⼒を発揮
することができますよ︕

H16 相模原⼟⽊事務所
（河川砂防第⼀課）

H17 相模原⼟⽊事務所
（河川砂防課）

H20 藤沢⼟⽊事務所
（河川砂防第⼀課）
※この間に育児休業を取得

H29 現所属

H22 ⼩⽥原⼟⽊事務所
（道路都市課）

H24 ⼩⽥原⼟⽊センター
（道路都市課）

H25 平塚⼟⽊事務所
（河川砂防第⼀課）

H28 現所属



河川下⽔道部河川課
塚本 健介 グループリーダー

県⻄⼟⽊事務所⼩⽥原⼟⽊センター道路維持課
⼭際 健⼀ 課⻑
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H５ 松⽥⼟⽊事務所（道路維持課）
H８ 津久井⼟⽊事務所（道路都市課）
H11 道路整備課
H14 京浜臨海部対策課
H15 津久井⼟⽊事務所

（まちづくり・建築指導課）
H18 松⽥⼟⽊事務所

（まちづくり・建築指導課）
H21 都市計画課
H22 交通企画課
H25 広域幹線道路事務所

（道路建設課）
H27 県⼟整備局総務室
H29 現所属

ハード（施設管理等）･ソフト（⽔防
等）の両⾯で、河川の防災全般を担当して
います。特に、近年各地で発⽣している⼤
⽔害を踏まえ、県⺠の「逃げ遅れゼロ」を
めざして、ソフト対策を強化しています。

■ 現在の職務内容

神奈川県は、狭いながらも⼭・川・海
がある多様な県⼟に、多くの⼈⼝を抱え
ており、こうした中で様々な施設整備に
携われることは、やりがいがあると思い
県職員をめざしました。

■ 県職員をめざした理由

本庁における企画や予算等から、出先
事務所での⼯事監督等の現場業務まで幅
広く携わり、⼟⽊施設を体系的に捉えて
業務を⾏うことができるのは、⼟⽊職公
務員ならではで、魅⼒であると思います。

■ ⼟⽊職公務員の魅⼒

⼩⽥原、湯河原、真鶴、箱根の道路や
橋、トンネル等の道路施設の維持管理の
ほか、箱根⼭間部での防災対策や凍雪害
対策など、県⺠の⽅々が安全で安⼼して
暮らせる道路づくりに取り組んでいます。

■ 現在の職務内容

都市あり豊かな⾃然あり、⽇本の縮図
のような神奈川県というフィールドで社
会基盤整備を展開することができる、そ
のスケールの⼤きさに⼟⽊技術職として
の魅⼒を感じ、県職員をめざしました。

■ 県職員をめざした理由

⾃⾝の⽣活にも関係する⾝近な社会基
盤の整備に携わることができ、環境が変
化していく過程や県⺠の反応などを体感
できることです。重責ですが、公務員だ
からできる、やりがいのある仕事です。

■ ⼟⽊職公務員の魅⼒

神奈川県の⼟⽊職員は、ハード⾯だけでは
なく、ソフト⾯でも技術⼒を発揮しています。
そのため、こうした多岐にわたる経験により、
知識の幅を広げて資質向上を図りたい⼈には
ピッタリな職場です。

県では、神奈川の豊かな地勢的特徴を背景
に、幅広い分野の仕事に触れ、多くの経験を
積むことができます。多彩なフィールドを成
⻑の場、活躍の場として、充実した公務員⽣
活を送りましょう︕

H４ 横須賀⼟⽊事務所（道路都市課）
H７ 下⽔道課
H10 平塚⼟⽊事務所

（河川砂防第⼆課）
H13 砂防海岸課
H16 横須賀⼟⽊事務所

（急傾斜地第⼀課）
H20 河川課
H23 都市計画課
H26 三浦市派遣
H28 現所属



６ 新規採⽤職員の１⽇に密着
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都市整備課 稲葉 悠介 技師

休⽇は趣味の舞台公演の
練習や本番に費やしています。
上司が⾒に来てくれるほど、
職場で理解してもらっていま
す。

＜ある１⽇の流れ＞

6:00 起床・朝⾷・⾝じたく
6:50 出勤

-----------------------------------------

8:30 登庁・メールチェック
10:00 市町村担当者との打合せ

-----------------------------------------

12:00 昼休み

-----------------------------------------

13:00 メールチェック
13:30 決裁⽂書の処理
15:00 国⼟交通省関東地⽅整備局

にて担当者との打合せ
17:15 打合せ終了・勤務時間終了

-----------------------------------------

19:00 下北沢の劇場で舞台観劇
21:30 帰宅・⼣⾷
23:30 就寝

市町村から提出される
様々な資料をチェックします。
体裁や誤字脱字はもちろん、
各市町村がどのような事業を
⾏っているかを理解するよう
努めています。

担当事業の国⼟交通省現
場視察の調整を⾏いました。
神奈川県には全国的にも注⽬
される地区がいくつもあり、
その責任は重⼤です。

■ 現在の職務内容

「都市再⽣整備計画事業」という市町村のまちづくり
事業等の担当をしています。所管する30の市町村の事業
計画に対する技術的⽀援や国補助⾦の適正な執⾏を担う
ため、各⾃治体や国の担当者と多くの調整をしています。

■ ⼊庁してから成⻑できたこと

覚えるべきことがとても多く、知識、技術ともに⾃分に⾜りていないもの
を数える⽇々です。⾝についたモノをしいて挙げるならば、市町村や国のベ
テラン担当者と否が応でもやり取りをしなくてはならないので、度胸です。

■ ⼊庁してよかったこと

公共のために従事できることで⾃分の仕事に誇りを持てたことが⼀番です。
また、働きやすく理解のある環境であるため、退庁後や休⽇は趣味の舞台創
作を⾏い、公私ともに充実した⽣活を過ごすことができています。



横浜川崎治⽔事務所川崎治⽔センター⼯務課 髙橋 めぐみ 技師

点検や測量などの委託業
務を担当している恩廻公園調
節池です。⼤学時代にイン
ターンシップで⾒学して興味
を持ち、県庁を志望するきっ
かけにもなりました。

＜ある１⽇の流れ＞

6:30 起床・朝⾷・⾝じたく
7:00 出勤

-----------------------------------------

8:30 登庁・メールチェック
10:00 担当業務についてコンサルタン

トと打合せ

-----------------------------------------

12:00 昼休み

-----------------------------------------

13:00 護床⼯事の現場監督
15:00 設計書作成
17:30 退庁

-----------------------------------------

18:00 職場の飲み会
21:00 帰宅
23:30 就寝

担当⼯事の資材確認を⾏
います。⼯事監督として、現
場では、施⼯計画に沿って施
⼯されているか注意していま
す。

⼯事現場を⾒学しました。
現場⾒学で⾝につく知識は多
く、勉強は⼤変ですが、以前
より⼟⽊分野を学ぶことが楽
しくなりました。

■ 現在の職務内容

事務所管内にある河川や地下調節池の維持管理業務
を⾏っています。担当⼯事は⼤きいものばかりではあ
りませんが、⽇ごろの地道な維持管理によって施設の
安全が守られていると思うと気が引き締まります。

■ ⼊庁してから成⻑できたこと

担当⼯事を設計から現場監督まで⾏うことで、以前より責任感が強くなり
ました。今はまだ先輩職員の⽅々に助けていただきながら業務に励んでいま
すが、早く⼀⼈でこなせるようになるために勉強の毎⽇です。

■ ⼊庁してよかったこと

ワークライフバランスがとりやすいことです。⼟⽇は基本的に休みで、有
休も取得しやすく、出勤⽇は集中して仕事に取り組んでいます。休⽇は思い
切り遊んだり、体を休めるなど⽣活にメリハリをつけ、充実しています。

12



７ ⼈材育成・研修制度
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専⾨職としてのきめ細かな⼈材育成

神奈川県では、幅広い業務分野に対応する⾼い専⾨性を⾝につけるため、OJT（職場内研修）のほ
か、業務遂⾏に必要な知識・能⼒・技術の向上を⽬的とした様々な研修を⾏っています。

専⾨性を⾼める
研修

職場での研修
（OJT）

階層別の
必修研修

職場内研修のほか、⽇常の業務を通じて上司
や先輩職員の指導を受けながら、若⼿職員が職
務上必要な技術⼒を習得することができます。

基礎的な講座から、専⾨的な講座まで、
幅広いメニューを⽤意しており、業務の
ニーズに応じて受講することができます。

研修講座例
○ ⼟⽊CAD操作演習
○ 測量実習
○ ドローン操縦者育成
○ 国や建設業界などと連携した研修

研修講座例
○ ⼟⽊CAD操作演習
○ 測量実習
○ ドローン操縦者育成
○ 国や建設業界などと連携した研修

職員のふれあい交流

ドローン操作研修 橋りょう技術研修

新規採⽤職員コースや、現場監督業務の担当職
員コースなど、それぞれの研修により必要な知
識・技能などを⾝につけることができます。

神奈川県の⼟⽊技術職員は、仕事にも遊びにも、いつも全⼒投球しており、職員相互のふれ
あい交流の場がたくさんあります。
スポーツやレジャー等を通じて仕事におけるチームワークや絆が強まっていきます。

全国の下⽔道関係職員等によ
る下⽔道職員健康駅伝⼤会。職
場みんなで応援します︕

⼟⽊対抗野球⼤会。エラー
OK︕三振もOK︕楽しむことが
⼤切なんです︕

⼟⽊対抗バレーボール⼤会。
⼀つのボールをみんなでつなぎ、
⽇頃のチームワークを披露︕



８ 勤務条件、ワーク・ライフ・バランス
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初任給（給料＋地域⼿当）（平成31年１⽉現在）

Ⅰ種
⼤卒の場合 約209,000円

⼤学院修⼠課程修了の場合 約223,000円

Ⅲ種 ⾼校卒の場合 約171,000円

経験者 ⼤卒後職務経験５年の場合 約261,000円

※ ⺠間企業のボーナスに相当する期末・勤勉⼿当が⽀給されるほか、職員の家族状況や勤務形態
などにより、扶養⼿当、住居⼿当、通勤⼿当、時間外勤務⼿当などが⽀給されます。

⽉曜⽇〜⾦曜⽇ ８:30 〜 17:15
（１週間当たり38時間45分）
※ 所属や職務によっては変則勤務の場合
があります。

勤務時間 休暇

１年につき20⽇間（４⽉１⽇採⽤の場合は
その年は15⽇）の年次休暇のほか、療養休暇、
慶弔休暇、夏季休暇、介護休暇など。
全職種を対象に、⼦育てに関する各種⽀援

制度が整備されています。

職員が安⼼して⼦育てができるように、様々な休暇制度を設けるとともに、⼈事異動に当たり配慮
しています。

⼦育て関連制度

出産休暇
出産予定⽇前８週間⽬に当たる⽇から出産の⽇後８週間⽬に当たる⽇までの期間内
において、必要な⽇数の休暇を取得することができます。

育児休暇
⽣後１歳６⽉に達しない⼦を育てる職員が、１⽇２回それぞれ60分の休暇を取得で
きます。

⼦の看護休暇
義務教育終了前の⼦を養育する職員が、その⼦の看護のために１年につき５⽇の休
暇を取得できます。

育児参加休暇
妻の出産予定⽇前８週間⽬に当たる⽇から出産の⽇後８週間⽬に当たる⽇までの期
間内において、５⽇の休暇を取得できます。

育児休業・
部分休業

３歳に満たない⼦を養育する職員は、連続する⼀の期間において休業することがで
きます。また、⼩学校就学前の⼦を養育する職員について、１⽇２時間以内の範囲
で認められる部分休業の制度もあります。

特別休暇
上記以外に、妊娠中の⼥性職員の通勤緩和や、妊産婦の健康診査、妻の出産に伴う
休暇などがあります。

※ ⼦どもが⼩学校就学までの間、勤務時間を短縮する育児短時間勤務制度もあります。



県土整備局 総務室

横浜市中区日本大通１ 〒231-8588 電話 045-210-1111(代表) 平成31年３月

神奈川県県⼟整備局では、⼟⽊技術職員をめざす皆さまに、その
仕事の様⼦などを知っていただくため、インターンシップ、現場⾒学
会の実施や⼤学訪問による業務説明のほか、県⼟整備局に在籍する各
⼤学のOB職員との座談会などのご相談に応じています。
右の問合せフォーム⼜は電話によりお気軽にお問い合わせください。

神奈川県の⼟⽊技術職員をめざす皆さまへ

問合せフォーム
はこちら

インターンシップ
のページはこちら

職員採用のページ
はこちら

インターンシップの様子

横浜川崎治⽔事務所
川崎治⽔センター

横浜川崎治⽔事務所
住宅営繕事務所

県庁

県⻄⼟⽊事務所
⼩⽥原⼟⽊センター

県⻄⼟⽊事務所 平塚⼟⽊
事務所

厚⽊⼟⽊事務所
リニア中央新幹線推進事務所

流域下⽔道
整備事務所

藤沢⼟⽊
事務所

横須賀
⼟⽊事務所

厚⽊⼟⽊事務所
津久井治⽔センター

厚⽊⼟⽊事務所
東部センター

～県土を支える県土整備局の出先事務所～

あなたのチカラが県⼟をつくる
あなたの気持ちが笑顔をつくる


