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地域に貢献できるやりがいのある仕事です

土木

入庁前は民間企業で働いていましたが、県内で転勤の心配がなく、なおかつ地域に貢献

化学

機械

造園

花見川緑地交通公園

できる仕事がしたいと考え入庁しました。現在の仕事は幹線道路等の計画及び調整等に
携わっています。今後どのように道路を整備していくか、現場調査や関係機関との調整等
を行いながら道路の設計を行っています。業務を進める中で時には悩むこともありますが、
上司や先輩方が温かくサポートしてくださる環境の中、日々学びながら取り組んでいます。

海の水質監視

「花見川緑地交通公園」
という施設をご存知ですか？この施設は、市民の方を対

の仕事が形になった時は達成感があり、非常にやりがいを感じます。みなさんにお会いで
きる日を楽しみにしています。
土木工事の設計及び監督、都市計画に係る企画及び調整、土地区

主な業務

主な配属先

都市局、建設局の各課及びそれらの事業所等

平成25年度採用 建設局 道路部 道路計画課 技師

立野 聡美

だれもが安心して使える建物を

建築

象とした交通安全講習を行なったり、模擬道路を貸自転車や足踏み式ゴーカート
で遊びながら、交通ルールと運転マナーを楽しく身につけてもらうための交通安

「水質監視」で
千葉市のきれいな海を守る

私の所属する営繕課では、市民の皆様が日頃利用する市有建築物（市営住宅等を除く）
の新築・増改築・改修工事に関わる仕事を行っています。古くなった建物をきれいにするの
はもちろん、エレベータを新たに設置するなどのバリアフリー対応を目指した案件も扱い
ます。工事の竣工を迎えた際に利用者の方々が
「施設を安心して使えるようになった」
と喜

公園から始まる
海辺の新たな楽しみを創出

全教育施設です。この施設内の交通安全講習の会場となる教室の冷暖房設備が
古くなったため、改修工事を行うこととなりました。

画整理事業の計画及び施工、道路施策の企画・立案、都市交通体
系の企画などの仕事をします。

ザ・サーフ オーシャンテラス

快適に交通安全を学んでもらうために

土木職の醍醐味は、仕事の結果が目に見える形となって現れることだと思います。自分

今、千葉市では日本最長の人工海浜を持つ海辺を活かし

この改修工事は単純に機器を更新すれば良いというものではなく。色々なこと

たまちづくりを進めています。海辺の活性化により、これま

を検討し、設置しました。貸出遊具を保管している自転車の車庫に室外機を設置

民間活力を導入した事業により整備されたレストランやイベ

で以上に海に注目が集まっていますが、千葉市の化学職の

する際は、地上に室外機を置く事による怪我や機器の破損の可能性等、設置した

ントホールなどの施設「ザ・サーフ オーシャンテラス」が平成

仕事の中には、この海を守るために欠かせない「水質監視」

際の様々なリスクを検討し、使用方法や使用する市民の方々の事はもちろん、施

28年３月にオープンしました。ここは、東京湾に沈む夕日を

という仕事があります。

設に勤務する職員のことも考え設計しています。

眺めながら食事が楽しめたり、ブライダルやパーティーもで

稲毛海浜公園内に公園の更なる賑わいを創出するため、

水質監視とは、毎月市内の海や川の決まった地点で採水

き、公園の新たな名所となっています。約１ヘクタールという

を行い、分析結果について考察をするものです。異常な値を

広い面積を対象とした民活導入は、千葉市の都市公園では

確認した場合は、原因究明を行い対策を考えたりもします。

初めての取 組であり、事業を進めるにあたり民間事業者と

考察の際は、１回の調査結果で得られる情報も大事ですが、

様々な調整を経て整備が実現しています。整備にあたって

過去の複数のデータを積み重ねることで、初めて水質の長

は、公園の持つ様々な機能を十分発揮し、魅力的な景観を

期的な変化や傾向等の情報を読み取ることができます。

形成することを念頭に協議を進めたことなどから、より海を

根気のいる作業ですが、千葉市の海を守るための非常に

感じられるような工夫がされています。

重要な仕事となっています！

今後も｢海辺の魅力がある千葉市が好き｣と言ってもらえる

んでくださると、自分の仕事に大きな達成感とやりがいを感じます。職場内でのコミュニ

ように、海辺の新たな魅力づくりに取り組んでいます。

ケーションも盛んで、設計・工事での注意点を同僚と共有したり、互いに支えあって業務を

電気

化学

機械

土木

建築

造園

進めています。市内のさまざまな施設に携わる建築職は、千葉市の魅力を再発見する機会
がたくさんあります。皆様と一緒に建築現場をまわれる日を心待ちにしています。
公共施設の建築工事の設計及び監督、建築確認申請の審査及び

主な業務

電気

検査、住宅施策の企画・立案などの仕事をします。

主な配属先

都市局の各課及びその事業所等

平成25年度採用 都市局 建築部 営繕課 技師

ZOZOマリンスタジアム

阿部 成哲

「明るく便利な生活」にするための仕事です

電気

私は今まで長く暮らしてきた場所であり、これから長く暮らしていく場所である千葉
市をより良い所にしていきたいという気持ちから、千葉市職員として入庁しました。現
在は電気の技術職として、千葉市営の建築物における電気設備工事の設計・監督業務
を先輩方に協力していただきながら行っていますが、今はまだまだ分からないことも多
く、先輩方に頼ってしまうことがほとんどです。今後、なるべく早く職務や必要な知識
を身に付けて多くの仕事をこなせるようになり、
「この建物の電気は自分がいたから安
全かつ便利に使えるんだ」
と胸を張って言えるよう努力していこうと思います。
みなさんと一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。
公共施設の電気設備工事の設計及び監督、清掃工場・下水処理場

主な業務

等の市施設に係る電気設備の維持管理及び整備などの仕事をし
ます。

主な配属先

建築

環境局、都市局、建設局の各課及びそれらの事業所等

海の水質監視

花見川緑地交通公園

美浜大橋駐車場
美浜大橋駐

ZOZOマリンスタジアム
安心して野球観戦してもらうため
監視カメラを更新・増設工事
千葉ロッテマリーンズのホームスタジアムである「ＺＯＺＯ
マリンスタジアム」を縁の下で千葉市の技術職が支えている
ことをみなさん御存じでしょうか。ＺＯＺＯマリンスタジアム

稲毛ヨットハーバー

稲毛ヨットハーバー

土木

美浜大橋駐車場

東京湾を一望できる
展望スペースを備えた駐車場の整備

ヨットハーバー管理棟を
業務中断せずに補強工事
稲毛ヨットハーバーは、東京湾の最奥部の海辺に位置して
います。管理棟は斜めフレームを持つ三角形形状と、建物中
央部の片持ち梁が構造的特徴で、セーリング中の艇を見守

でプロ野球やイベントを安全かつスムーズに開催できるよう

美浜区の海浜大通りの美浜大橋周辺は、富士山やスカイツリーをはじめ、東京湾

るハーバーの業務を担い、最上階のレストランは海辺の景観

に、千葉市と千葉ロッテマリーンズで協力して施設内の設備

を一望できる恵まれたロケーションを有する千葉市の観光資源のひとつですが、そ

やハーバーの雰囲気が人気のスポットになっています。この

の保守・改修業務を行っており、その業務の一環として、施

の眺望の良さから、海辺を眺める人の路上駐車が見受けられました。そのため、美

管理棟ですが、建設から30年以上が経過し、耐震性能が不

設の各所に点在する監視カメラ設備の更新や監視範囲拡大

浜大橋付近に駐車場を新たに整備することとなりましたが、駐車スペースを設ける

足しているため、耐震工事をすることとなりました。ハーバー

のための増設を行っています。

ということだけではなく、訪れる人が千葉市の海辺の眺望を安全で快適に楽しめる

の業務とレストランの営業を続けながら工事を進めるため、

ようにという想いを込め、展望スペースを備えた駐車場としました。

補強フレームを建物外部に構築する方法を採用した設計と

既存の監視設備と新規の監視設備との間に互換性が保て
るのか、また海辺であるために生じる塩害に対し何を行え

整備後は、多くの人々が駐車場を利用し、千葉市が誇る海辺の眺望を楽しんでい

なっています。現在、補強フレームを接続する部分の準備が

ばいいのかなど、課題は多くありますが、これらを一つずつ

ます。みなさんも是非、展望スペースからの景色を見にきてください。時期によって

終わり、これからフレームを作り始めるところで、騒音や振

解決しながら、訪れる方が安心して野球観戦やその他イベン

は、ダイヤモンド富士も見ることができる絶景スポットです！

動が発生する作業を短く集約したり、イベントと調整して工

トを楽しめるように、工事監督業務に取り組んでいます。
平成28年度採用 都市局 建築部 建築設備課 技師

ザ・サーフ オーシャンテラス

浜島 貴幸

千 葉 市 か ら 君 へ 、 技 術 職 が 支 え る 千 葉 市 の 海 辺

程を組んだりと、施設ときめ細かな打合せをしながら、工事
が進められています。

千葉市の技術職が支える「海辺の事業」を
各職種の若手職員が紹介します。

畜産

出張授業や動物ガイドなどで幅広い年齢の方と接する機会も多く、直接、反応をみることができるので、とてもやりがいがあ
ります。動物のことを先輩に教えてもらえる機会も多く、他園で良いと感じたものを取り入れてみたいと話すことも多い職場で
す。これからも愛着を持ち続けてもらえる動物園でいられるよう努力していきます。千葉市はみんなで力をあわせ、新しいことを

していただき、風通しの良い職場環境の中、充実した日々を過ごしています。機械設備

実現できる職場だと思いますので一緒に頑張りましょう。

に関わる様々な法令や条例、専門的な知識を早く覚え、安心して仕事を任せてもらえる
ようになる事が私の現在の目標です。

主な業務

みなさんが千葉市に入庁し、一緒に働ける日が来るのを楽しみにしております。

動物の飼育及び診療（獣医師免許を有する場合）、家畜の

主な配属先

改良増殖及び畜産環境整備などの仕事をします。

動物公園、農政部の各課及びその事業
所等

平成23年度採用 都市局 公園緑地部 動物公園 技師

主な業務

主な配属先

の市施設に係る機械設備の維持管理及び整備などの仕事をします。

消防士として君の技術力を活かす！ ─ 消防士の技術職 ─

環境局、都市局、建設局の各課及びそれらの事業所等

平成28年度採用 都市局 建築部 建築設備課 技師

四之宮 大貴

安心して暮らせる環境を守りたい

化学

佐藤 安優美

公共施設の機械設備工事の設計及び監督、清掃工場・下水処理場等

消防用設備等の設置指導、建築同意、危険物規制、火災原因調査、建物への立入検査などの他、消火・

主な業務

消防士

生まれ育った街に貢献・恩返しがしたいと思い千葉市に入庁しました。
現部署では、公害を防止するため、様々な環境問題のうち大気・水・騒音などの環境調査

主な配属先

救急・救助活動等の消防業務などの仕事をします。

（建築）

と環境法令に基づく規制を行っており、その中で私は主に水質汚濁に関する業務を担当し

今 ︑出 航 の 鐘 が な る ︒

分からないことばかりですが、先輩や上司の方々から業務に関して分かりやすく指導

君の心に帆を上げよ

業務を担当しています。

目 指 す は 君 の 夢 ︑こ の ま ち の 未 来 ︒

動物を通してたくさんのことを学べる場所を目指しています

です。現在は機械の技術職員として、公共施設の機械設備工事に関わる設計及び監督

そして世界へ！

千葉市職員を選んだきっかけは、大学で学んだ機械工学の知識を生かし、千葉県の
政令指定都市である千葉市で、大規模な事業に関わることで成長できると考えたから

希望の風に帆を張って

機械

鼓動をエネルギーに変えながら

様 々 な 帆 を 掲 げ る 技 術 職

公共施設における機械設備の維持・管理！

消防局、各消防署・出張所等

市民が安心して建築物を利用するために
大学で建築を学び、市民の安心・安全の為に活かしたく、消防士の建築採用を目指しました。現在の仕事は安心して病
院や高層ビルなどの建築物を利用できるよう、消防法に基づき消防用設備等が適切に設置されているか関係者との打ち
合わせや図面審査を行っています。建築や消防法に係る高い知識を常に要求されますが、周りには頼りになる先輩が多
く、相談しやすい環境です。市民を守りたい使命感のある方、是非お待ちしています。

ています。法に基づく届出の審査や事業者に対し指導を行う際などは、複数の法令や化学
平成25年度採用 消防局 予防部 指導課 消防士

分野以外の幅広い知識を必要とすることもあり難しさを感じます。しかし、その分、身に付

脇山 功三朗

けた知識が役に立ったときはやりがいを感じます。
千葉市では、ジョブローテーション制度により複数の業務に携わることができるため、
今後様々な分野で知識と経験を積み視野を広げながら、市民の皆さんが安心して暮らせる

消防士

環境を守っていきたいです。

主な業務

主な配属先

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭等の防止に係る規制・指

（電気）

導並びに調査研究などの仕事をします。

私は、火災が発生した原因を調査する業務に携わっています。火災の原因を調査する業務は、火災を未然に防ぐこと、同
様の火災を起こさせないようにすることを目的としています。火災原因を究明するためには、知識・経験・忍耐力が必要で決
して簡単なことではありません。しかし、電気製品が燃えてしまった火災などで、実際の火災現場における調査や燃えた製
品を分解して行う鑑識の末に火災の全容を解明し、原因を突き止めることが出来たときの達成感は計り知れないものがあ
ります。

環境局の各課及びその事業所、環境保健研究所等

平成24年度採用 環境局 環境保全部 環境規制課 技師

平成22年度採用 消防局 予防部 予防課 消防士長

谷尻 孝之

渡辺 美香

消防士
（化学）

市民目線でみどりを育むプロになる！

造園

一緒に未来の起こりうる火災を防ぎましょう

災害の発生を未然に防ぐ！
学生時代を千葉市で過ごしたこと、また、体を動かす仕事に就きたいという希望があり、千葉市の消防職員を目指しまし
た。採用後は、千葉市消防学校での６か月間の初任科教育を経て、現場で消火活動や救急活動に従事していました。現在
は、市内にある石油コンビナートやガソリンスタンド等の立入検査・違反処理を行う部署で仕事をしています。このような施
設でひとたび災害が発生すると、被害が大きくなってしまうことから、とても責任を感じる仕事です。ぜひ、一緒に千葉市の

都会的な面をもちながらも豊かな緑や水辺の空間があり、造園職として活躍できる

安全を守りましょう！

場が数多くあるため千葉市を選びました。現在は公園や街路樹の管理業務の監督や要

平成22年度採用

消防局 予防部 予防課 消防士長

望の対応など、維持管理の最前線で働いています。要望への対応を通じて｢このまちを

小出 宰

好きになった｣という言葉を聞いた時、大きなやりがいを感じました。職場は笑顔の絶
えないアットホームな雰囲気であり、困った時は先輩と一緒に現場へ行き、アドバイス
を貰いながら仕事を進めています。ニーズと共に日々変化する公園緑地に携われる楽し
さが、造園職の魅力です。市民の皆さんの生活に寄り添うみどりのあり方とは何かを考
えながら、私たちと一緒により良いまちづくりに取り組みましょう。

下記内容（試験実施職種を含む。
）は予定であり、変更になる場合があります。

平成29年度 試験日程

各試験の詳細については、必ず職員募集ホームページ（４月中旬〜）や受験案内をご確認ください。

主な受験資格

主な業務

第一次試験

５月１１日（木）

〈電子申請〉
５月１２日
（金）〜２５日
（木）
〈郵送〉
５月１２日
（金）〜２２日
（月）

〈試験日〉
筆記試験６月２５日
（日）
面談試験
（技術のみ）
体力検査
（消防士のみ）
７月上旬〜中旬
〈一次合格発表〉
７月中旬〜下旬

〈試験日〉
７月下旬〜８月下旬
〈最終合格発表〉
８月下旬〜９月上旬

７月７日
（金）

〈電子申請〉
７月２８日（金）〜１０日
（木）
〈郵送〉
７月２８日（金）〜７日（月）

〈試験日〉
筆記試験９月２４日
（日）
〈一次合格発表〉
１０月下旬

〈試験日〉
１０月下旬〜１１月中旬
〈最終合格発表〉
１１月下旬〜１２月上旬

平成元年４月２日〜平成８年４月１日
生まれの人

公園・緑地の整備や管理、緑地の保全、緑化の推進、農業の経営
上

支援・生産振興などの仕事をします。

受付期間

受験案内配布開始日

級

技術

※平成８年４月２日以降に生まれた人で、
平成３０年３月３１日までに大学（短期大学を

主な配属先

を除く）を卒業（見込み）の人も受験可

公園緑地部、農政部の各課及びそれらの事業所等

平成27年度採用 都市局 公園緑地部 美浜公園緑地事務所 技師

加古 奈保美

6 つ の メ ッ セ ー ジ

民間企業等
職務経験者

技術（土木）
ほか

職種により、年齢・職務経験の内容等
に関する要件があります。

◆ 千葉市職員募集ホームページ

千葉市職員募集

検索

city.chiba.jp/go/boshu/

◆ 採用試験テレホンサービス
主に、身体障害者採用選考に関する情報等を案内しています。

採用試験及び職員募集に関する最新情報を掲載しています。
□ パソコン・スマートフォン

第二次試験

QRコードはこちら ▶

◆ 千葉市職員募集facebookページ
採用試験に関する情報はもちろん、職員へのインタビュー、職場紹介等も
掲載しています。
QRコードはこちら ▶

24時間自動応答

TEL043-245-5983

〈お問い合わせ先〉

千葉市人事委員会事務局

TEL

043-245-5870

※このパンフレットに掲載の内容は、一部を除き平成29年2月現在のものです。

千葉市
技術系職員募集

2017

Chiba City Staff Recruitment information

地域に貢献できるやりがいのある仕事です

土木

入庁前は民間企業で働いていましたが、県内で転勤の心配がなく、なおかつ地域に貢献

化学

機械

造園

花見川緑地交通公園

できる仕事がしたいと考え入庁しました。現在の仕事は幹線道路等の計画及び調整等に
携わっています。今後どのように道路を整備していくか、現場調査や関係機関との調整等
を行いながら道路の設計を行っています。業務を進める中で時には悩むこともありますが、
上司や先輩方が温かくサポートしてくださる環境の中、日々学びながら取り組んでいます。

海の水質監視

「花見川緑地交通公園」
という施設をご存知ですか？この施設は、市民の方を対

の仕事が形になった時は達成感があり、非常にやりがいを感じます。みなさんにお会いで
きる日を楽しみにしています。
土木工事の設計及び監督、都市計画に係る企画及び調整、土地区

主な業務

主な配属先

都市局、建設局の各課及びそれらの事業所等

平成25年度採用 建設局 道路部 道路計画課 技師

立野 聡美

だれもが安心して使える建物を

建築

象とした交通安全講習を行なったり、模擬道路を貸自転車や足踏み式ゴーカート
で遊びながら、交通ルールと運転マナーを楽しく身につけてもらうための交通安

「水質監視」で
千葉市のきれいな海を守る

私の所属する営繕課では、市民の皆様が日頃利用する市有建築物（市営住宅等を除く）
の新築・増改築・改修工事に関わる仕事を行っています。古くなった建物をきれいにするの
はもちろん、エレベータを新たに設置するなどのバリアフリー対応を目指した案件も扱い
ます。工事の竣工を迎えた際に利用者の方々が
「施設を安心して使えるようになった」
と喜

公園から始まる
海辺の新たな楽しみを創出

全教育施設です。この施設内の交通安全講習の会場となる教室の冷暖房設備が
古くなったため、改修工事を行うこととなりました。

画整理事業の計画及び施工、道路施策の企画・立案、都市交通体
系の企画などの仕事をします。

ザ・サーフ オーシャンテラス

快適に交通安全を学んでもらうために

土木職の醍醐味は、仕事の結果が目に見える形となって現れることだと思います。自分

今、千葉市では日本最長の人工海浜を持つ海辺を活かし

この改修工事は単純に機器を更新すれば良いというものではなく。色々なこと

たまちづくりを進めています。海辺の活性化により、これま

を検討し、設置しました。貸出遊具を保管している自転車の車庫に室外機を設置

民間活力を導入した事業により整備されたレストランやイベ

で以上に海に注目が集まっていますが、千葉市の化学職の

する際は、地上に室外機を置く事による怪我や機器の破損の可能性等、設置した

ントホールなどの施設「ザ・サーフ オーシャンテラス」が平成

仕事の中には、この海を守るために欠かせない「水質監視」

際の様々なリスクを検討し、使用方法や使用する市民の方々の事はもちろん、施

28年３月にオープンしました。ここは、東京湾に沈む夕日を

という仕事があります。

設に勤務する職員のことも考え設計しています。

眺めながら食事が楽しめたり、ブライダルやパーティーもで

稲毛海浜公園内に公園の更なる賑わいを創出するため、

水質監視とは、毎月市内の海や川の決まった地点で採水

き、公園の新たな名所となっています。約１ヘクタールという

を行い、分析結果について考察をするものです。異常な値を

広い面積を対象とした民活導入は、千葉市の都市公園では

確認した場合は、原因究明を行い対策を考えたりもします。

初めての取 組であり、事業を進めるにあたり民間事業者と

考察の際は、１回の調査結果で得られる情報も大事ですが、

様々な調整を経て整備が実現しています。整備にあたって

過去の複数のデータを積み重ねることで、初めて水質の長

は、公園の持つ様々な機能を十分発揮し、魅力的な景観を

期的な変化や傾向等の情報を読み取ることができます。

形成することを念頭に協議を進めたことなどから、より海を

根気のいる作業ですが、千葉市の海を守るための非常に

感じられるような工夫がされています。

重要な仕事となっています！

今後も｢海辺の魅力がある千葉市が好き｣と言ってもらえる

んでくださると、自分の仕事に大きな達成感とやりがいを感じます。職場内でのコミュニ

ように、海辺の新たな魅力づくりに取り組んでいます。

ケーションも盛んで、設計・工事での注意点を同僚と共有したり、互いに支えあって業務を

電気

化学

機械

土木

建築

造園

進めています。市内のさまざまな施設に携わる建築職は、千葉市の魅力を再発見する機会
がたくさんあります。皆様と一緒に建築現場をまわれる日を心待ちにしています。
公共施設の建築工事の設計及び監督、建築確認申請の審査及び

主な業務

電気

検査、住宅施策の企画・立案などの仕事をします。

主な配属先

都市局の各課及びその事業所等

平成25年度採用 都市局 建築部 営繕課 技師

ZOZOマリンスタジアム

阿部 成哲

「明るく便利な生活」にするための仕事です

電気

私は今まで長く暮らしてきた場所であり、これから長く暮らしていく場所である千葉
市をより良い所にしていきたいという気持ちから、千葉市職員として入庁しました。現
在は電気の技術職として、千葉市営の建築物における電気設備工事の設計・監督業務
を先輩方に協力していただきながら行っていますが、今はまだまだ分からないことも多
く、先輩方に頼ってしまうことがほとんどです。今後、なるべく早く職務や必要な知識
を身に付けて多くの仕事をこなせるようになり、
「この建物の電気は自分がいたから安
全かつ便利に使えるんだ」
と胸を張って言えるよう努力していこうと思います。
みなさんと一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。
公共施設の電気設備工事の設計及び監督、清掃工場・下水処理場

主な業務

等の市施設に係る電気設備の維持管理及び整備などの仕事をし
ます。

主な配属先

建築

環境局、都市局、建設局の各課及びそれらの事業所等

海の水質監視

花見川緑地交通公園

美浜大橋駐車場
美浜大橋駐

ZOZOマリンスタジアム
安心して野球観戦してもらうため
監視カメラを更新・増設工事
千葉ロッテマリーンズのホームスタジアムである「ＺＯＺＯ
マリンスタジアム」を縁の下で千葉市の技術職が支えている
ことをみなさん御存じでしょうか。ＺＯＺＯマリンスタジアム

稲毛ヨットハーバー

稲毛ヨットハーバー

土木

美浜大橋駐車場

東京湾を一望できる
展望スペースを備えた駐車場の整備

ヨットハーバー管理棟を
業務中断せずに補強工事
稲毛ヨットハーバーは、東京湾の最奥部の海辺に位置して
います。管理棟は斜めフレームを持つ三角形形状と、建物中
央部の片持ち梁が構造的特徴で、セーリング中の艇を見守

でプロ野球やイベントを安全かつスムーズに開催できるよう

美浜区の海浜大通りの美浜大橋周辺は、富士山やスカイツリーをはじめ、東京湾

るハーバーの業務を担い、最上階のレストランは海辺の景観

に、千葉市と千葉ロッテマリーンズで協力して施設内の設備

を一望できる恵まれたロケーションを有する千葉市の観光資源のひとつですが、そ

やハーバーの雰囲気が人気のスポットになっています。この

の保守・改修業務を行っており、その業務の一環として、施

の眺望の良さから、海辺を眺める人の路上駐車が見受けられました。そのため、美

管理棟ですが、建設から30年以上が経過し、耐震性能が不

設の各所に点在する監視カメラ設備の更新や監視範囲拡大

浜大橋付近に駐車場を新たに整備することとなりましたが、駐車スペースを設ける

足しているため、耐震工事をすることとなりました。ハーバー

のための増設を行っています。

ということだけではなく、訪れる人が千葉市の海辺の眺望を安全で快適に楽しめる

の業務とレストランの営業を続けながら工事を進めるため、

ようにという想いを込め、展望スペースを備えた駐車場としました。

補強フレームを建物外部に構築する方法を採用した設計と

既存の監視設備と新規の監視設備との間に互換性が保て
るのか、また海辺であるために生じる塩害に対し何を行え

整備後は、多くの人々が駐車場を利用し、千葉市が誇る海辺の眺望を楽しんでい

なっています。現在、補強フレームを接続する部分の準備が

ばいいのかなど、課題は多くありますが、これらを一つずつ

ます。みなさんも是非、展望スペースからの景色を見にきてください。時期によって

終わり、これからフレームを作り始めるところで、騒音や振

解決しながら、訪れる方が安心して野球観戦やその他イベン

は、ダイヤモンド富士も見ることができる絶景スポットです！

動が発生する作業を短く集約したり、イベントと調整して工

トを楽しめるように、工事監督業務に取り組んでいます。
平成28年度採用 都市局 建築部 建築設備課 技師

ザ・サーフ オーシャンテラス

浜島 貴幸

千 葉 市 か ら 君 へ 、 技 術 職 が 支 え る 千 葉 市 の 海 辺

程を組んだりと、施設ときめ細かな打合せをしながら、工事
が進められています。

千葉市の技術職が支える「海辺の事業」を
各職種の若手職員が紹介します。

