
土  木  職土  木  職土  木  職土  木  職前橋市役所の
先 輩 職 員 に
聞いてみよう

掲載内容は発行当時ものです

　市街地整備課では中心市街地の整備
や再開発事業、区画整理事業などを行っ
ています。私は、市街地における道路整備
の計画や工事の設計積算、現場監督を担
当しています。市街地における都市基盤
を整備することにより、住環境やアクセス
等の向上に取り組んでいます。

現在の業務

　土木職は道路や公園、再開発、上下水
道事業など様々なかたちで前橋のまちづ
くりに携わることがで
きる仕事です。多くの
知識や経験が必要と
なり大変な面もありま
すが、工事が完成し、
目に見えるかたちで自
分の仕事が前橋に残
ることにやりがいを感
じます。

仕事のやりがい

メール・スケジュールチェック
担当事業に関する資料作成
関係機関と打ち合わせ
昼休み
工事の現場確認
工事や業務の書類確認
退庁

08：30
09：00
10：00
12：00
13：30
15：30
17：15

ある１日のスケジュール

土  木

川田 明広

市街地整備課
平成23年採用 

加藤 圭一

道路建設課
平成24年採用 

　主に工事や業務の設計積算や工事監督員を
担当しています。道路という重要なインフラの整
備は、将来に残る物であるため非常に責任を感
じるとともに、とても魅力的に感じています。ま
た、工事を行うにあたり、水道管や下水道管の埋

学生時代に学んだことを十分に発揮でき、
若い人もどんどん活躍できる職場です。

土  木 設物や電柱等の支障物の移設や調整、場所に
よっては用地買収のご協力をお願いし、道路事
業を進めていくことに、とてもやりがいを感じて
います。
　特に印象に残っているのが、直轄国道に接続
する市道の工事です。一日に何万台も交通量が
あり、規制時間の制限がある中での交通規制の
実施など、厳しい条
件下で工事を無事に
完成させることがで
きたときは、とても大
変でしたが、自信に
繋がりました。

土  木

入庁して前橋について沢山のことを知ると、
市役所に入る前よりも、ずっと前橋を好きに
なると思います。
　結婚を機に群馬に移住することになったこと
が、入庁するきっかけでした。現在は、緑化に関す
る計画の策定や、緑化に関する事業を行ったりし
ています。徐々に緑への関心も
高まっており、緑化の推進によっ
て、暮らしやすい潤いのある空
間を広げていきたいと考えてい
ます。前職では、客先の担当者
との業務が中心で、実際のユー
ザーと接点を持つ機会はありま
せんでした。しかし、市役所では

市民の方とのやり取りが直接できるので、自分の
頑張りが誰かの役に立っていることを実感する機
会が多いと思います。最近の出来事では、窓口に
ご高齢の事務手続きに不安がある方が来られた
際、相手の立場に立ちながら、できるだけ丁寧に
分かりやすく伝えるように努めた結果、「これで安
心できるわ、ありがとう」と言われ、頑張って良かっ
たと思うことがありました。土木職は、工事に関す
る業務で終日現場に出ているイメージがありまし
たが、事務処理や、窓口対応を行う時間が多い部
署へ配属されたため、妊娠中も安心して働くこと
が出来ました。

公園緑地課
平成25年採用

ある1日のスケジュール

09:00

09:30
12:00
13:00
15:30
16:00
17:15

育児のための時短勤務により、９時に
出勤。メール・スケジュールチェック
現地確認・現地作業
昼休み
他部署との会議
窓口対応
報告書の作成
退庁

　市内には、農業用ため池や取水堰、水門、
水路などの様々な構造物が数多くあり、耕作
に支障をきたさないよう、自治会や農家の方
と話し合いながら修繕や改良をしています。
ひとたび氾濫が起これば市民の生活に多大
なる影響を与える可能性があるため、営農と
安全を守る重要な役割を担っています。

現在の業務

　要望に対する解決策は様々で、現地での話
し合いを基に具体的な対応方法を決めるた
め、自分の意見が反映しやすい仕事です。ま
た、先輩職員から、違う視点の意見を聴くこと
で選択の幅も広がり、対応力が身に付きま
す。市民に寄り添い地域の問題を改善できた
時に「ありがとう」と言われると、やりがいを
感じます。

仕事のやりがい

鎌田 恭平

農村整備課
平成 28 年採用 

土  木

ある１日のスケジュール

朝礼（本日の予定の報告、
打合せ等）
工事現場の進捗状況確認
要望箇所の現地調査
昼休み
工事発注書類の作成
修繕関係書類の作成
退庁

08：30

09：00
11：00
12：00
13：00
16：00
17：15



建  築  職建  築  職建  築  職建  築  職前橋市役所の
先 輩 職 員 に
聞いてみよう

掲載内容は発行当時ものです

建築から子どもの笑顔を守る
　学校や教育関連施設の建設、維持
管理に関することを行っています。発注
した工事を直接担当するため、現場で
の知識や経験が身につきます。学校は
子どもたちが学習・生活する場所なの
で、危険箇所の修繕や設備の不具合な
どは業者と打合せをして素早く対応し、
子どもたちが安全で快適に過ごせるよ
う、また、よりよい教育環境の整備がで
きるよう日々取り組んでいます。
　工事完了後、新しくなった施設を使
用している子どもたちの笑顔を見ると、
自分の仕事が役に立っていることを実
感でき、日々の励みになります。一緒に
建築職として住みよい前橋づくりに取
り組みましょう。

　清掃施設課では、一般廃棄物を適正処理す
るため、清掃施設の維持整備に関わる業務を
行っています。私は、主に市内清掃施設の外壁
改修工事や屋上防水補修工事など建築物に関
わる工事を担当しています。各施設から修繕依
頼に対し、現場調査により工事内容を計画しま
す。現場の意見とコストを満足できる工事発注
を目指し業務遂行に取り組んでいます。

現在の業務

　新しい施設が完成したときや補修工事が
完了し施設がうまく稼働しているのを目に
した際、大きな達成感とやりがいを感じま
す。また各施設からの要望に対し、コストや
工期等を鑑みて工事内容を自ら検討して提
案できるところに魅力を感じています。

仕事のやりがい

メール・スケジュールチェック
工事現場の進捗状況確認
／施工業者と打ち合わせ
工場見学対応
昼休み
課内定例会議、報告書作成
工事発注書類の作成
修繕関係書類の作成
退庁

08：30
09：00

10：00
12：00
13：00
14：00
16：00
17：15

ある１日のスケジュール

建  築

木村 総一郎

清掃施設課
平成26年採用 

建  築

森田 築

教育施設課
平成26年採用 

　建築職は、施設の維持管理や建築指導、都市計
画など幅広い分野で活躍できます。現在は、学校
や教育関連施設の維持や整備工事、ファシリティ
マネジメントに関する業務を行っています。施設の
個性や特徴があるため、施設状況に合わせた工事

今までの学びや経験を生かせる機会が
たくさんあります。

内容になるよう努めています。
　計画から完成までの期間が長く、関係機関との
調整も多く、大変な面もありますが、多くの方と協
力し合いながら、無事に工事を完成させた時はや
りがいを感じます。「とても便利になり、ありがとう
ございます。生徒も喜んでいます。」と声をかけて
いただいた時はとても励みになりました。工事完
成後に施設を利用し
ている子どもたちの
笑顔を見ることがで
きるのも魅力の一つ
です。

6

官民一体となって「魅力的なまちづくり」
に取り組んでいます。

　現在は、市街地の再開発を行う民間事業者
に対して、国の制度等を活用した補助金の交付
や民間主導型の再開発を検討・実施していま
す。民間主導型の再開発を推進し、土地の合理
的な高度利用や行政・教育・商業
などの都市機能の更新を図ること
で、「魅力的なまちづくり」の一端
を担っています。再開発のメイン
プレーヤーは民間事業者ですが、
行政が単に補助金執行機関に留
まるのではなく、官民一体となって
「魅力的なまちづくり」という共通

のビジョンを持って事業を進めることにやりがい
を感じています。また、再開発はスケールが大き
い分、まちづくりへの寄与度が高いと実感できる
ことも魅力だと思います。建築職は、公共施設の
営繕や建築指導の分野で活躍する印象を持っ
ていましたが、再開発やリノベーションによるまち
づくり、ファシリティマネジメントなど、実際には幅
広い分野で活躍していました。行政には、ルーテ
ィンワークのような仕事もあれば、変化に富んだ
仕事など様々ですが、まえばしに貢献したいとい
う気持ちがあれば全てにやりがいを感じることが
できます。

建 築

市街地整備課
平成24年採用

ある1日のスケジュール

08:30
09:00
10:00
12:00
13:30
16:00
17:15

メール・スケジュールチェック
補助金関係資料の作成・審査
事業検討に関する打合せ
昼休み
施行中事業の定例会議
報告書の作成・事務整理
退庁

岩崎 美紗

教育施設課
平成27年採用 

建  築

朝礼・スケジュールチェック
学校や業者へ連絡
修繕・工事関係書類の作成
昼休み
工事現場で施工状況確認／打合せ
工事書類の確認
退庁

08：30
09：00
10：00
12：00
13：00
16：00
17：15

ある１日のスケジュール



電  気  職電  気  職電  気  職電  気  職前橋市役所の
先 輩 職 員 に
聞いてみよう

掲載内容は発行当時ものです

　上下水道施設は必要不可欠なライフ
ライン。それら施設を稼動させ、制御し
ている電気設備は最も重要なものの１
つです。改修工事をする際にも下水は絶
えず流れてくるので、簡単に停電できな
いなど施設運用上の問題に直面するこ
とがあります。その時は職場内で最適な
方法を検討し、難しい問題を解決してき
ました。乗り越えた時の達成感と、市民
生活を守るという責任感にやりがいを感
じます。仲間や施工業者と協議を重ねて
試行錯誤の毎日。より安全で快適な設
備の完成を目指して仕事に取り組んでい
ます。

裏方だからこそ責任感が大切。
市民の暮らしを支えています。

　浄水課は市民の皆様さんに『安全で安心な水』
を供給するために水道施設の維持管理をしていま
す。私は電気技師なので、受変電設備、消毒設備、
ポンプ設備など、電気を使用している設備を担当
しています。業務は故障時の対応、電気設備工事
の設計、監督などで、現場と事務所を行き来する
ことが多いです。

現在の業務

　水道施設は市民生活に直結した重要なライフ
ラインであり、仕事の責任は大きいですが、とても
やりがいを感じています。職場は上司や先輩に相
談したり議論もできる環境なので、色々なことを
学びながら充実した日々を過ごしています。以前
はメーカーに勤務していて利益を上げようとして
いましたが、現在は、市民の安全・安心を一番に考
えて仕事をしています。

仕事のやりがい

ある１日のスケジュール

業務予定の確認
メール確認と業者との調整
現場調査と設計書の作成
昼休み
工事の現場立会い
工事発注書類の作成
退庁

08：30
09：00
10：00
12：00
13：00
15：00
17：15

ある１日のスケジュール

委託業者と朝のミーティング
メール／スケジュールチェック
施工業者と工事前の打合せ
工事関係書類の作成
昼休み
工事現場の進捗確認
設備切り替え工事の立会い
設備の運転状況確認
退庁

08：30

09：00
10：00
12：00
13：00
15：00
16：00
17：15

佐藤 友紀

浄水課
平成28年採用 

電  気

　電気設備に関係する工事費の積算や資料作
成、工事契約後の現場監理などが主な業務です。
携わった仕事は日常的に人の目に触れる機会が
多く、やり遂げた業務が形に残ることが魅力の一
つです。市民生活では見ることのない設備の工事
もありますが、導入した設備が正常に稼働し、利
用者の利便性が向上したことを確認できた時に、
大きな達成感を得ています。

建築物やインフラ設備など、さまざまな
専門知識と技術を持つ仲間が働いています。

 「１つの事業を協力して進めているのだから、お互いの業
務を手助けすることは当たり前。迷惑と思わなくていい
よ。」という先輩の言葉は、協力の大切さを教えてくれまし
た。皆さんと協力して、
前橋市のために働ける
ことを心待ちにしていま
す。

田中 章寛

建築住宅課
平成19年採用 

電  気

須藤 明寿

下水道施設課
平成１8年採用 

電  気

電 気

下水道施設課
平成31年採用

ある1日のスケジュール

08:30
09:00
10:30
12:00
13:00
14:30
15:00
16:00
17:15

メールと1日の予定の確認
発注予定工事現場の事前調査
工事発注書類の作成 
昼休み
施工中工事現場の
故障報告書の確認
係での月次会議（来月の予定確認）
他都市からの調査に対する回答作成
退庁

　下水道施設課の仕事は、市民のライフライン
である下水道施設の維持管理と公共用水域の
水質保全です。私は電気設備をはじめとした
様々な下水道施設の維持管理を担当しており、
普段は主に工事や業務の設計積算、工事監理
等を行っています。一口に工事と言っても設備
の定期的な更新・整備から突発的な修繕まで
多岐にわたります。下水道施設課では約100ヶ
所にものぼる前橋市内の下水道施設を維持管
理しており、施設の場所を覚えるのも一苦労で
すが、それだけスケールの大きなライフライン
を支えています。そこに大きなやりがいと責任
を感じずにはいられません。24時間絶え間なく
流れてくる下水のために、毎日設備を維持し市
民生活を守ります。市役所には様々な仕事があ
り、これから受験を考えている皆さんには多く

の不安があるかと思います。それでも市民生活
を支えたいという気持ちがあれば大丈夫で
す。知識やスキルは自ずと身に付きます。前橋
市役所ではたくさんの優しい先輩方が待って
います。　前職はメーカーで開発職に携わっ
ていましたが、もっとお客様に近い仕事で社
会貢献したいと思うようになりました。そんな
時に地元の前橋市役所にも技術職が活躍で
きる場があるのを知り志望しました。技術職の
多い職場は一人ひとりが黙々と静かに業務を
こなしているイメージがありました。しかし、入
職してみて予想以上にアットホームで風通しが
良く、コミュニケーションを取りやすいと感じ
ました。また、様々な職種の方が居て、知恵を
出し合い助け合える環境が整っています。


