
海上保安庁では、沿岸部や防波堤などに設置している航路標識（灯台など）及び海上保安部などの入居して
いる事務所(庁舎)・職員宿舎、巡視船艇の係留に必要な桟橋等の海上保安施設の建設及び修繕、点検等を
行う二級建築士以上の有資格者（４名程度）を募集します。

応募期限：令和４年９月30日（金）必着
一次試験(書類選考)：令和４年10月７日（金）
二次試験(人物試験)：令和４年11月７日～11日

の間の指定日
採用予定：令和５年４月１日

URL：https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/saiyou/saiyou.html

問合せ
〒100-8976東京都千代田区霞が関２－１－３
海上保安庁 交通部 企画課監理係
TEL 03-3591-6361

図面作成中

RC造灯塔の建設 CADによる図面の作成 FRP製灯塔の組立て

海保 建築士 求む
海上保安庁 建築士採用 検 索

※募集案内HP

職員宿舎巡視船艇係留施設



海上保安庁土木建築部門職員の採用案内 

 

 海上保安庁では、沿岸部や防波堤などに設置している航路標識及び海上保安部な

どが入居している事務所（庁舎）、職員宿舎、巡視船艇の係留に必要な桟橋等の海上

保安施設（以下、「施設等」という。）の建設及び修繕並びに災害又は老朽対策のた

めの施設等点検（以下、「整備・点検」という。）などを適確に行うため、二級建築

士以上の有資格者を職員として採用します。 

 採用を希望される方は、下記事項を確認のうえ、お手続き願います。 

 

１ 採用予定数 

採用予定数 

４名程度 

※採用予定数は、欠員状況等により変更となる場合があります。 

 

２ 採用予定官職 

管区海上保安本部交通部整備課技術官、管区海上保安本部経理補給部経理課営

繕係、海上保安大学校事務局会計課施設係、又は海上保安学校事務部会計課施設

係（国土交通技官） 

（経理補給部、営繕係の無い管区にあってはそれぞれ総務部、施設係） 

  採用管区は、本人の希望と欠員状況によります。 

 

３ 職務内容 

  管区海上保安本部等において、施設等を整備・点検するための設計、積算、予

算執行、検査等の事務に従事します。 

 

４ 採用予定日 

  令和５年４月１日 

 

５ 給与等 

  基本給（月額 231,500 円～）、地域手当、通勤手当、扶養手当、期末手当・勤勉

手当（いわゆるボーナス）等 

 

６ 応募資格 

  次の①及び②の条件を満たす者 

① 二級建築士以上の資格を有する者。 

② 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学、短期大学、高等専門学校

若しくは高等学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認

められる者で、一定の職務経験（大学を卒業した者は９年以上、短期大学及

び高等専門学校を卒業した者は 11 年以上、高等学校を卒業した者は 13 年以



上）を有する者。 

 

  ただし、次のいずれかに該当する者は応募できません。 

  （１）日本の国籍を有しない者 

  （２）国家公務員法第 38 条の規定により国家公務員となることが出来ない者 

    ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行

猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

    ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２

年を経過しない者 

    ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 （３）平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心

身耗弱を原因とするもの以外） 

（４）採用日に 60 歳に達している者 

 

７ 試験内容等 

 （１）一次試験 

     試験内容：作文試験、経歴評定 

     審 査 日：令和４年 10 月７日（金） 

     選考方法：事前に提出された履歴書、作文による書類選考を行います。 

     合否通知：試験結果は、合否にかかわらず 10 月中に通知します。 

 （２）二次試験 

     試験内容：人物試験 

     試 験 日：令和４年 11 月７日（月）～同年 11 月 11 日（金）までの間 

     試験会場：海上保安庁 交通部 

          〒100-8976 東京都千代田区霞が関２丁目１－３ 

                 中央合同庁舎３号館 11 階 

     合否通知：試験結果は、合否にかかわらず 11 月中に通知します。 

 

８ 提出書類 

 （１）申込書（様式１） 

 （２）職歴表（様式２） 

 （３）作文（様式３又は市販の原稿用紙（向きは問わず）） 

テーマ「これまでに失敗した事例に対する対応と、その失敗により学んだ

ことが、海上保安庁職員としてどのように活かすことができるのか。」 

    （20 字×20 字の原稿用紙を用いて 800 字以上 1200 字以内とすること。） 

 （４）卒業証明書（高等学校分以降のもの全て）の写し 

 （５）二級（一級）建築士免許証の写し又は免許証明書の写し 

 

９ 書類提出先/照会先 



 （１）郵送の場合 

  〒100-8976 東京都千代田区霞が関２丁目１－３ 

    海上保安庁 交通部企画課監理係 

    Tel：03-3591-6361 

         ※提出書類は封筒に「土木建築部門職員採用提出書類」と朱書し、書

留で送付してください。 

 （２）電子メールの場合 

    jcghkotsukikaku1-5p5d＊mlit.go.jp 

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しています。 

「＊」を「@」に変更の上、送信してください。 

 

10 提出締切年月日 

  令和４年９月３０日（金）（必着のこと） 

 

11 備考 

 （１）審査の内容及び審査の結果に関する問い合わせには、一切応じかねますの

で、ご了承ください。 

 （２）応募に関する秘密は厳守します。また、提出書類については、選考の目的

に限って使用し、選考終了後は、採用者の情報を除き、全ての個人情報は当

方で責任を持って処分します。 

 （３）新型コロナウィルス感染拡大防止対策としまして、国、都道府県又は市町

村から移動自粛等の要請が発出されたときは、その要請事項等を考慮し、第

二次選考を期間内に実施できない場合がありますのでご留意ください。 



記入例 （様式１）

記入年月日

ふりがな

氏　名

性　別 男 生年月日 満　42　歳

電話番号 メールアドレス

第１希望 第六管区 第２希望 海上保安大学校 第３希望 第五管区

学校名 学部・学科名・専攻 在学期間 卒・卒見等の別

令和４年度　海上保安庁土木建築部門職員採用　申込書

平成34年9月1日
（写真）

3.0cm×4.0cm程度

写真の裏面に
氏名を記載

かいほ　たろう

海保　太郎

昭和55年5月12日生

現住所
〒１００－８９７６

東京都千代田区霞が関２－１－３

098-765-4321 xxxxxx@xxx.xx.xx

最終

○○学部 平成11年4月～平成15年3月
（４）学年

○○大学 卒業

その前

普通科 平成8年4月～平成11年3月
（３）学年

■■高等学校 卒業

その前

年　　月　～　　年　　月
（　　　）学年

卒・卒見・退学

取得年月 免許　・　資格（TOEIC等は点数も記載）

平成15年3月 二級建築士

平成31年8月 TOEIC600点

希望管区

以下について、ご自由にご記入ください。

 ○ 自己PR（志望理由、特技、アピールポイントなど）

 ○ 当庁入庁までに確認したい事項



（様式１）

記入年月日

ふりがな

氏　名

性　別 生年月日 満　　　歳

電話番号 メールアドレス

第１希望 第２希望 第３希望希望管区

以下について、ご自由にご記入ください。

 ○ 自己PR（志望理由、特技、アピールポイントなど）

 ○ 当庁入庁までに確認したい事項

取得年月 免許　・　資格（TOEIC等は点数も記載）

その前

年　　月　～　　年　　月
（　　　）学年

卒・卒見・退学

その前

年　　月　～　　年　　月
（　　　）学年

卒・卒見・退学

最終

年　　月　～　　年　　月
（　　　）学年

卒・卒見・退学

学校名 学部・学科名・専攻 在学期間 卒・卒見等の別

令和４年度　海上保安庁土木建築部門職員採用　申込書

令和　　　年　　　月　　　日
（写真）

3.0cm×4.0cm程度

写真の裏面に
氏名を記載

現住所



（様式２）

記入例 氏名

自 至
勤務日数
（週）

勤務時間
（日）

H24.4 就業中 ●●事務所 ○○係長（行政事務） 常勤職員 5 7.75

H22.4 H24.3 ■■株式会社 営業 臨時社員 3 8

H15.4 H22.3 ○○株式会社 建築設計、施工管理 正社員 5 8

※勤務日数、勤務時間が一定でない場合は、平均を記入してください。

職　歴　表
□□　□□

在職期間
勤務先名

（所属部課含む）
職名又は職種

（具体的職務内容）
雇用形態

勤務形態
備考



（様式２）

氏名

自 至
勤務日数
（週）

勤務時間
（日）

※勤務日数、勤務時間が一定でない場合は、平均を記入してください。

職　歴　表

在職期間
勤務先名

（所属部課含む）
職名又は職種

（具体的職務内容）
雇用形態

勤務形態
備考



 

 

様式３ 

20 × 20 

 


