
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省の業務

平成３１年２月５日
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国土交通省の仕事とは…？

＜国土交通省の担当分野＞

○住宅、ビル、まちづくりなど、生活空間を支えるもの

○鉄道、バス、飛行機、船、道路、港など、移動を支えるもの

○物流、景観、観光など、社会の豊かさを支えるもの

○防災・減災など、人々の安全・安心を支えるもの などなど

→私たちの“暮らしに欠かせないもの”を、“より良く”していく仕事
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国土交通省の仕事とは…？

＜主な業務内容＞

○常勤職員の主な業務

国土交通省の担当分野における政策の企画、立案、調査、研究

○非常勤職員（期間業務職員）の主な業務

国土交通省の仕事に関する事務補助

※業務内容は、ご本人の障害の状況に応じて相談
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国 土 交 通 省

国土交通政策研究所

国土技術政策総合研究所

国土交通大学校

航空保安大学校

(施設等機関)

地方整備局

北海道開発局

(地方支分部局)

地方運輸局

地方航空局

航空交通管制部

国土地理院

小笠原総合事務所

(特別の機関)

海難審判所

観光庁

気象庁

運輸安全委員会

海上保安庁

(外局)

国土交通省の組織
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大臣官房
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法令、人事、予算などの調整役や、国土交通省全般の業務運営などの中心的な
役割を担います。

人 事 総 務 会 計

広 報 福利厚生



総合政策局

6

生産性革命プロジェクト

技術政策 海 洋 環 境

情報化

統 計

バリアフリー

公共交通活性化

交通安全

公共交通事故被害者支援

国土交通省の総合的かつ基本的な方針の策定や、各局横断的な施策のとりまと
めを担います。

○「国土交通省生産性革命プロジェクト」

パンフレット第3版
（平成29年9月）



国土政策局

「国土形成計画」の策定や豪雪地帯、離島、小笠原・奄美諸島、半島の振興など
国土の利用、開発及び保全の推進を担います。

個性ある地方の創生

集落

集落
集落

集落

公民館・図書館

診療所

郵便・ATM
学校・福祉施設

ガソリン
スタンド

道の駅

集落コンビニ・
農産物出荷拠点

コミュニティバス等

○小さな拠点の形成

※上記は例示であり、地域の実情に応じて様々な拠点の形があり得る。

新大阪
名古屋

品川連携の
強化

連携の
強化

スーパー・メガリージョン
の形成
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土地・建設産業局

土地政策の推進、建設業や不動産業の育成・振興を担います。

土地の効果的な利用のための地籍の整備

【公図】明治期に作られた図面
【地籍図】境界が正確な地図

登記所備付地図に

建設業・不動産業の育成、振興

民間開発事業で長期間を要した例

六本木ヒルズでは
地籍調査が未実施

⇒ 約400筆の境界調査に

４年もの歳月

建設業における女性活躍に向けた取り組み

民泊という新しいビジネスモデル
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都市局

都市の再生、多様性のある個性的なまちづくりや地域づくりの推進を担います。

コンパクトシティの形成 景観形成
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水管理・国土保全局

災害の防止、防災対策、河川・ダム・海岸等の維持管理、水資源、下水道、砂防等の施策
の推進を担います。

災害発生時には、現場での技術的な支援を
実施（TEC－FORCE）
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道路局

幹線道路網の構築、IT社会の基盤形成、都市の新生･再構築、交通連携の推進を担いま
す。

ネットワークの形成 道の駅

復旧・復興
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住宅局

国民の住生活および建築物の質の向上、安全で快適な生活環境の確保を担います。

若年・子育て世代・高齢者世帯支援

高齢者、障害者、子育て世帯等の
多様な世帯が安心して健康に暮ら
すことができる住環境（スマートウェ
ル ネス住宅）の実現を推進してい
ます。

建物の安全性向上 空き家対策

倒壊した木造住宅

耐震対策 12



鉄道局

安全・安心な鉄道の提供、鉄道の高速化、都市鉄道の整備、バリアフリーの推進を担って
います。

鉄道の安全確保
鉄道ネットワークの維持・強化

鉄道の海外展開

鉄道サービスの向上

バリアフリー化やホームドアの
設置を推進
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自動車局

安全と利便性の高い交通システム、自動車の環境及び安全対策の推進。

自動車の安全対策

自動運転
超小型モビリティ

ナンバープレートの活用

左：小型カートタイプの
自動運転車

右：高速道路における
トラックの隊列走行 14



海事局

外航海運の強化、内航海運の活性化、造船業・舶用工業の発展、船員労働行政全般を担
います。

造船 船員の確保・育成

外航・内航海運

外国籍クルーズ船の寄港誘致

エンジン・船体の遠隔
監視

自動運転主機

他船を把握して衝突
回避自動運航船の

実用化に向けた
検討
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港湾局

港湾物流ネットワーク構築の推進、生活を支える港湾、ウォーターフロントの創造を担いま
す。

クルーズ関係

物流関係

国際クルーズ船が寄港する港を整備、
合わせて港の観光コンテンツを充実する等
訪日外国人旅行客の満足度向上のための
施策を展開
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航空局

空港の整備、航空交通の安全確保および利用者利便の向上と航空運送事業の発展を担
います。

航空保安対策

航空ネットワークの充実 航空保安対策
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北海道局

北海道総合開発計画の企画・立案・推進、北方領土隣接地域の振興等及びアイヌの伝統
・文化に関する知識の普及・啓発等を担っています。

アイヌ関連施策
北海道総合開発計画の推進

アイヌ文化を発信する拠点
を創設 18



政策統括官
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政策評価やＩＣＴ(情報通信技術)等を活用した歩行者移動支援など、分野横断の業務を
リアルタイムの状況変化に対応した政策を企画・立案・調整

政策評価

高精度測位社会プロジェクト

ＩＣＴ(情報通信技術)等を活用した歩行者移動支援

大深度地下



国際統括官
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国土交通省の国際業務について、基本的な方針の策定や、各局横断的な施策のとりまと
めを担います。

ダボス会議に国土交通大臣が初めて出席（2019年1月）

Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合（2016年9月）



採用の方法

＜採用の方法＞

○常勤職員

人事院が実施する「障害者選考試験」にて行います。

○非常勤職員（期間業務職員）

事業所ごとに、順次、ハローワークを通じて公募を行います。

※平成３1年２月現在の情報です。
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業務のイメージ
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庶務関係業務

資料作成業務

広報関係業務

入力・集計業務

個人の特性に応じ、業務を検討・調整していきます。

バリアフリー

治水

地域公共交通の
確保

省エネ住宅

国土交通省の政策

・・・



職場の環境・配慮事項等

＜職場の環境・配慮事項等＞

○いろいろなバックグラウンドの職員がチームで働いています。

○面接時に職場見学（出入口ドアの形状、階段手すり、多目的トイ
レの場所の確認等）を実施できる場合がありますので、遠慮なく
ご相談ください。

○業務遂行上の必要な合理的配慮についてはお申し出ください。

○本省（東京都千代田区）だけではなく、全国各地の事業所で募集
予定です。
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担当者からのメッセージ

乗り物や建物、道路、港など、みなさんが普段の生活で目にして
いるものの多くに、国土交通省の仕事が関わっています。

「“暮らしに欠かせないもの”を、“より良く”していく仕事」に、ぜひ
携わってみませんか？

国土交通省の仕事に関心のある方の応募をお待ちしております。

あなたの力をぜひ国土交通省で発揮してください。

【担当】 国土交通省大臣官房人事課
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観光庁のご紹介

観光庁

平成３１年２月５日
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人口減少・少子高齢化が進展する中、国内外からの交流人口の拡大や旅行消費によって
地域の活力を維持し、社会を発展させる。

急速な成長を遂げるアジアをはじめとする世界の国際観光需要を取り込むことによって、
日本の力強い経済を取り戻す。

諸外国との双方向の交流を通して、国際相互理解を深め、我が国に対する信頼と共感
を強化する。日本のソフトパワーの向上によって、国際社会での日本の地位を確固たるもの
とするために、極めて重要。

成長戦略の柱

地域の発展の鍵

国際社会での日本のパワー

観光で国を開き、外国の人々に日本文化や日本人の本質に触れて貰うことを通じて、
日本人自らも、その価値を再認識し、自らの文化や地域を誇りに思う。

自らの文化・地域への誇り

観光立国の意義
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訪日外国人旅行消費額

新たな目標への挑戦！

地方部での外国人延べ宿泊者数

外国人リピーター数

日本人国内旅行消費額

訪日外国人旅行者数 2020年： 4,000万人 2030年： 6,000万人

2020年： 8兆円 2030年： 15兆円

2020年： 7,000万人泊 2030年：1億3,000万人泊

2020年： 2,400万人 2030年： 3,600万人

2020年： 21兆円 2030年： 22兆円

明日の日本を支える観光ビジョン 新たな目標値

（2015年の約2倍）※ （2015年の約3倍）※

（2015年の2倍超）※ （2015年の4倍超）※

（2015年の3倍弱）※

（2015年の約2倍）※

（2015年の5倍超）※

（2015年の約3倍）※

（最近5年間の平均から約5％増）※ （最近5年間の平均から約10％増）※

安倍内閣５年間の成果

戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大
など、大胆な「改革」を断行。

・訪日外国人旅行者数は、約3.5倍増の2,869万人に

・訪日外国人旅行消費額は、約４倍増の４.４兆円に

（2012年） （2017年）

836万人 ⇒ 2,869万人

１兆846億円 ⇒ 4兆4,162億円

※ （）内は観光ビジョン策定時である2015年時点との比較
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航空

クルーズ

国交省

国交省

二次交通

ビザ・ＣＩＱ

観光地域づくり

訪日プロモーション
観光庁・外務省・

経産省・農水省等
日本の魅力をPRし、
外国人の日本への
訪問を強く動機付
けるべく、
海外広告宣伝や海
外メディア招請、
旅行博出展などの
訪日プロモーショ
ンを強力に実施

外国人が日本を訪れ
やすい環境を整備す
るため、
ビザ要件の戦略的な
緩和や、ＣＩＱ体制
（税関・出入国管
理・検疫）を整備

国交省・法務省・

外務省・農水省・

厚労省・財務省

外国人旅行者を惹
き付ける観光地づ
くりを進めるべく、
各地域の広域的な
連携を促進すると
ともに、地域の観
光資源を発掘し、
徹底的に磨き上げ

霞ヶ関全体の観光先進国への取り組み（例）

国交省・農水省・

環境省・文化庁等

発信 受入

国交省・総務省・

経産省・文化庁等

訪日外国人旅行者が
日本に滞在する際の
不便や不安を解消す
べく、
無料Wi-Fi環境の整備
や多言語対応の強化、
免税店の拡大など、
受入環境整備を実施

受入環境整備

政府一丸となった

観光振興が必要
受入 受入
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・・・観光に関する基本的な政策の企画・立案、観光統計・経済分析、観光白書

観光庁の概要（平成３０年１０月１日現在）

国際観光課
ＪＮＴＯ（日本政府観光局）

地方運輸局観光部

観光地域振興課
（長官の代行、庁内事務の総括）

・・・機密、人事、定員、予算、文書管理、国会対応総 務 課

（観光産業課、参事官（旅行振興担当）及び参事官（観光人材政策担当）の業務に関すること）

・・・観光産業の発達・改善の全体統括、宿泊業、住宅宿泊事業（民泊）、観光ファンド（REVIC等）観光産業課

・・・旅行業、ランドオペレーター、旅行振興業務（アウトバウンド促進協議会、若者旅行・国内旅行振興等）、
OTA・プラットフォーマー、新技術対応、休暇改革

（国際観光課、参事官（MICE担当）及び参事官（国際関係担当）の業務に関すること）

・・・JNTOの機能強化・地方との連携強化、訪日プロモーション統括、IR整備の推進国際観光課

・・・政府内・官民横断体制の構築、コンベンションビューロー改革、ユニークベニュー等の活用

・・・UNWTO等の国際機関との連絡調整、二国間交流

観光戦略課

参事官（旅行振興担当）

参事官（MICE担当）

参事官（国際関係担当）

・・・観光による地域振興支援、地域戦略・目標の構築、地域に対するコンサルティング機能強化
温泉街の再生、東北観光復興の本格的稼働

・・・観光資源の磨き上げ等の全体総括、古民家、新コンテンツ

観光庁長官

次 長

審 議 官

審 議 官

・・・案内表示の多言語化等の促進、ICTによる情報提供、DMOの育成・強化

（観光地域振興課、観光資源課及び参事官（外客受入担当）の業務に関すること）

観光企画課

・・・観光産業の人材育成・確保、通訳案内士、観光教育、生産性向上参事官（観光人材政策担当）

観光地域振興課

観光資源課

参事官（外客受入担当）

観光地域振興部

29



業務内容について
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勤務地

観光庁

住所：東京都千代田区霞が関２-１-２
合同庁舎２号館１５階

最寄駅：東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線
霞ヶ関駅 A2、A3a、A3b出口
東京メトロ有楽町線桜田門駅 4番出口

職務内容

観光行政に係る政策立案や予算要求、各国や各地方、
関係機関との調整等の定型的な事務



配慮事項について
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職務実施にあたっての配慮事項例

・混雑時間を避けた通勤
（フレックスタイム制等の活用）

・車椅子の方が利用できる、多目的トイレ

・車椅子の方も利用できる昇降式机

・勤務先の庁舎はバリアフリー化済み

※観光庁では現在多くの障害者が働いています！！
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・採用試験、業務内容等に関する問い合わせはこちら

〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-2
観光庁 総務課調整室人事第一係

03-5253-8703（直通）
hqt-kankosaiyo@ml.mlit.go.jp



障害者選考試験受験者向け合同説明会

１．気象庁の任務

２．採用形態・採用数・採用場所・主な業務

３．気象庁職場の魅力

気象庁マスコットキャラクター

「はれるん」

国土交通省 気象庁
平成３１年２月５日
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１．気象庁の任務

～ 守ります 人と 自然と この地球 ～

自然災害の軽減、国民生活の向上、交通安全の確保、
産業の発展などに貢献

気象・海洋や地震・火山等の自然現象を常に監視・予測
し、利用目的に応じた的確な気象情報を作成・提供

災害による被害の軽減
台風、豪雨、竜巻などの突風、高潮・高波、大雪、高温・低温、 地震・津波、火山噴火など

交通安全の確保
航空機、船舶

地球環境の保全
地球温暖化（気候変動、温室効果ガス）、オゾン層、海洋環境

生活の向上、社会経済活動の発展
天気予報、黄砂・紫外線情報、気候情報
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２．採用形態・採用数・採用場所・主な業務

常勤職員１０名程度採用【事務系部門】
（気象庁本庁（東京都千代田区大手町）４名
・札幌・仙台・東京・大阪・福岡・沖縄の管区気象台各１名）

国家公務員 障害者選考試験により採用

・主な業務内容
総務に関する内部管理業務【本庁・管区等機関】
・公文書類の接受、発送、編集及び保存に関する事務
・気象庁の保有する情報の公開に関する事務
・気象庁の保有する個人情報の保護に関する事務

人事に関する内部管理業務【本庁・管区等機関】
・職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに
教育及び訓練に関する事務
・職員の衛生、医療、その他の福利厚生に関する事務
・職員に貸与する宿舎に関する事務
・表彰に関する事務

会計に関する内部管理業務【本庁・管区等機関】
・経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監
査に関する事務

国有財産の管理に関する内部管理業務【本庁・管区等機
関】
・国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に
関する事務
・気象庁所属の建築物の営繕に関する事務

35



２．採用形態・採用数・採用場所・主な業務

非常勤職員６０名程度採用【事務・技術系部門】
（気象庁本庁（７名）の他、全国（都道府県）の気象官署）

全国のハローワークにより公募

・主な業務内容
庶務関係業務【本庁・各官署】
・出勤簿管理、旅費・謝金等の支払業務、出張手配、
配車の管理、スケジュール管理、共済関係事務等

その他の業務【本庁・各官署】
・郵便物集配、書類の仕分け・配布、各種資料コピー、
ファイリング、文書管理・書類整理、廃棄文書等の
シュレッダー作業、会議会場設営、清掃等

気象調査・気象統計業務【本庁・各官署】
・気象証明、気象鑑定の作成補助事務
・各種気象調査、気象統計資料のデータ入力及び図表
類の作成補助事務
・各種HP等を利用した情報の入手事務
・各種気象、気象災害データベース等のデータ入力事務

広報関係業務【本庁・各官署】
・ホームページの更新・公開、広報関係資料の作成事務
・夏休み子ども見学デー等各種広報イベントの開催に関
する事務

気象観測施設の維持管理業務【各官署】
・気象観測施設の環境整備（気象観測施設の草刈、

清掃等）

36



３．気象庁職場の魅力

気象庁では、これまでも育児休業職員の代替職員（任期
付職員）として障害をお持ちの方を積極的に採用していま
す。既に障害をお持ちの方が活躍している職場です。

アットホームな雰囲気で働きやすい職場です。
配属後は得意分野を活かしながら
仕事の内容も相談して決めていきます。

気象業務を身近で実感出来るため、
気象や防災に興味のある方など
是非一緒に働いてみませんか。
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【気象庁障害者雇用問い合わせ先】
気象庁総務部人事課任用係
03-3212-8341（内線2138）

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
皆様のご応募お待ちしております！
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JAPAN COAST GUARD

国土交通省主催
障害者選考試験受験者向け合同説明会

海上保安庁
総務部人事課

平成31年２月５日
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海上保安庁について

任務

海の警察、消防の両方を兼ね備えた機関
多種多様な業務が存在

⇒職員それぞれが活躍出来る業務が存在

海上の安全及び治安の確保

自然災害への支援業務 音楽隊による広報活動 鑑定分析業務

船舶への情報提供業務環境保全のための指導啓発灯台の建設・補修海難防止講習会

海上保安庁とは
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採用予定について

平成３０年度 国家公務員 障害者選考採用試験

試験日程

受験申込受付期間 平成30年12月3日(月)～12月14日(金)

第1次選考日 平成31年2月3日(日)

第1次選考通過者発表日 平成31年2月22日(金)

第2次選考日 平成31年2月27日(水)～3月13日(金)

合格者発表日 平成31年3月22日(金)

１名の採用を予定

採用予定日
平成31年3月末（応相談）

職務内容

○庶務関係業務 ○情報システム管理

• 文書管理
• 出勤簿管理
• 出張に伴う各種申請
• 書類整理

• データ入力作業
• 各種システム管理

上記の他、個々の適性あわせた仕事の調整を行います
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業務内容について

混雑時間帯を避けた通勤
（フレックスタイム制の活用）

その他、障害の程度、個々の特性等を考慮し柔軟に対応

職務実施にあたっての配慮事項

心理相談員等の資格を持つ専門職員の配置

職員の「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」等の受講

車椅子の方が利用できる、多目的トイレ等の設置

ホワイトボード、メール等の活用した業務指示・管理
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〒100-8976
東京都千代田区霞が関2-1-3
海上保安庁 総務部人事課任用係

03-3591-6361（代表）
jcghjinji4-4i2m@mlit.go.jp

○採用試験、業務内容等に関する問い合わせ

43


