
鉄道技術行政

国土交通省

鉄道局

＆

関東運輸局 鉄道部



◎国土交通省
鉄道局及び関東運輸局 鉄道部 技術行政の役割

○鉄道とは、
土木、電気、車両、運転といった各分野によりシステム化された安心・安全
な公共交通機関です。

○鉄道の種類
リニア・新幹線から在来線や路面電車、ケーブルカーなどがあります。
また、ロープウェイやスキーリフトといった索道施設も鉄道局・鉄道部の管
轄です。

○鉄道技術行政の役割
鉄道そのものを建設、運営するわけではありませんが、鉄道を安全かつ安心
して便利に利用できるようにするために非常に重要な役割を果たしています。

○仕事の内容
法で定められた基準に適合しているかどうかの書類の審査
から、施設完成時の完成検査、安全管理が適切になされて
いるかを確かめる保安監査等、多岐にわたります。

＊「鉄道好きの人」、「そうでない人」にかかわらず、
協調性があり、様々な業務に積極的に取り組む方々を歓迎
します！

ケーブルカー、ロープ
ウェイ、スキーリフトも
鉄道部の管轄です！
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◎国土交通省 鉄道局/鉄道部 採用後の組織

◎採用予定 試験区分

電気・電子・情報／機械／土木／建築／物理／化学／農学／農業農村工学
一般職技術系のすべての区分から採用しています。

◎鉄道局／鉄道部採用後の勤務地

【主な勤務地】
・鉄道局（国土交通省）：東京都千代田区霞が関

※運輸安全委員会、環境省、観光庁等のその他の官庁へ異動となることもあります。
・鉄道部（関東運輸局）：横浜市中区
※関東運輸局は１都７県（神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨）を管轄
しています。

※その他の地方運輸局（北海道、東北、北陸信越、中部、近畿、中国、四国、九
州）
へ転勤となることもあります。

【官民交流等】
・鉄道事業者

ＪＲ系（ＪＲ九州、ＪＲ四国）
民鉄（京阪、阪急、阪神）、東京メトロ等

・鉄道・運輸機構
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・地域鉄道活性化の支
援
・駅のバリアフリー化や踏
切道の安全対策に関す
る費用の補助
・路線に関する調査、検
討

関東運輸局鉄道部 各課の業務

・鉄道土木施設の安全
確保
・駅、線路、トンネル等の
土木施設の手続き、検
査、監査
・索道（ロープウェー、リフ
ト等）の手続き、検査、
監査
・駅のバリアフリー化推進

技術第一課

鉄道には「安全性」「正確性」「敏速性」
「快適性」「低廉性（運賃が安い）」の５
つの要素があります。「安全で安定した列車
運行」の実現のため、鉄道部の各課には以
下を始めとした様々な業務があります。

技術第二課

・鉄道電気施設の安全
確保
・信号、通信、電力等の
電気施設の手続き、検
査、監査
・鉄道車両の手続き、監
査、バリアフリー化推進

・鉄道事故等の再発防
止対策
・運行の安全確保
・動力車操縦運転免許
試験の実施、免許の交
付

計画課

・保安監査、運輸安全マ
ネジメント評価の計画、
実施
・運輸安全委員会の活
動支援

・運賃、料金の手続き
・新線・新駅開業に関わ
る手続き
・鉄道サービス改善への
取り組み
・業務監査を通した、鉄
道サービスへの取り組み
の確認、指導

監理課

安全指導課

鉄道安全監査官
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工事計画

施行認可

工事の開始

工事計画の変更

認可・届出

完成検査

事業の許可

施設の完成 施設の変更

定期的な監査で安全への取組状況が適切かどうか確認

供用開始

♦鉄道施設ができるまで
鉄道部の仕事には様々なものがありますが、ここではその中でも鉄道事業を運営する
上で欠かせない「鉄道施設」を作り、運用していくまでのプロセスを紹介します。鉄道事
業者と国（主に運輸局）との間で打合せや電話でのやりとりを行い、必要な手続き
をすすめていきます。

これらの手続きには右の
写真の「鉄道六法」と「解
説 鉄道に関する技術基
準」が欠かせません。

他に車両の確認、運行
計画の届出等、供用前
に済ませておくべき手続

きがあります。
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◆ある鉄道部技術系係員の一日

8：3０

•出勤

•新聞に目を通し鉄道関連の記事を確認。メールチェックや本日の予定の把握も忘れずに。

10：００

•事業者からの相談

•施設の変更や車両の確認等、分野は多岐にわたります。基準と適合しているかどうか、事業者の方の相談に応

じて必要な手続きや図面を確認していきます。

11 : 0 0

•調査資料の集計

•国から事業者に提出を依頼している様々な資料を集計し、まとめます。関東運輸局では、関東管轄の事業者分

を調査・集計し本省鉄道局に提出します。

12：00

•昼食

•１階の食堂以外にも合同庁舎のある横浜馬車道・みなとみらいエリアには美味しいランチのお店がたくさん。

午後に備えてしっかり栄養補給します。

13：00

•案件の上司への説明

•現在抱えている案件の内容を必要に応じて上司に説明します。法令や資料を参照したり事業者に確認したりし

て事前にきちんと準備しておきます。

15：00

•出張の準備

•検査や監査等で事業者に直接足を運ぶことが多々あります。必要な資料や行程の確認をし、万全の体勢で出張

に臨みます。

17：15

頃

•業務終了

•定時退庁日には定時に帰宅！終業後には趣味やショッピングを楽しむことも出来ます。
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◎完成検査

◎日々の業務
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安全への取組
を厳しい目で
チェック！

◎保安監査

◎動力車操縦運転免許試験

◎地方鉄道活性化支援

子どもたち
に地域の
鉄道を
アピール！

自動車と同じく鉄道も運転には免
許が必要！免許交付の手続きも

鉄道部の仕事です。
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鉄道部では
多くの女性技官が
活躍しています！運輸局からのメッセージ

合同新人研修･･･運輸局と整備局合同で行われる五日間程度の研修があります。社会人として
の基本的なマナーから国家公務員としての心構えまで様々な内容を学びます。

部内研修･･･鉄道に関する大まかな知識をはじめ、業務に必要な法律や課ごとの業務内容を学びます。

鉄道技術業務研修･･･全国の地方運輸局鉄道部の職員とともに研修所で実務的な研修を行います。
他の運輸局の職員との交流や情報共有をすすめる機会にもなっています。

その他、本省で行われる研修等希望に応じて様々な研修を受けることが出来ます。

◎研修制度

女性にも働きやすい環境です

【memo】
日本の鉄道事業は1872年(明治5年)
10月14日の新橋～横浜(今の桜木町)間
の営業開始が幕開けです。
平成6年より10月14日を「鉄道の日」
と定め、鉄道をより深く理解し親しまれ、
その役割についての関心が高まることを
願う行事を毎年開催しています。

課長補佐クラス
Sさん

係長クラス
Kさん

子どもは小学生二
人、授業参観・保
護者会の学校行事
に参加、子どもの急
な病気など、必要に
応じて時間休もとり
やすい環境です！

０歳と２歳の子どもを育児中です。時短
勤務制度を活用して無理なく働いていま
す。
《１日のタイムスケジュール》
5:30頃 起床
8:00頃 子どもを保育園へ
9:00頃 出勤
16:45頃 退勤
17:45頃 子どもを保育園に迎えに行く
18:00頃 帰宅

夕食、お風呂、寝かしつけ
翌日の夕食準備 等

23:00頃 就寝
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よくある質問

Ｑ 鉄道に関する知識がほとんどないのですが大丈夫ですか。

鉄道部に新規で配属される職員のほとんどは鉄道を専門に学んできた経験がありません。各種研
修を始めＯＪＴを中心に業務をすすめながら知識を深めていきます。

Ｑ 出張・転勤はありますか。

検査や監査、立ち入り等の出張があります。スキー場やロープウェーなどの索道事業者へは泊まり
になることもあります。
また、転勤については関東運輸局（横浜）と本省（霞ヶ関）の他に、地方運輸局等へ異動と
なることがあります。

Q 現場での仕事はありますか。

上記の出張以外では基本的に局でのデスクワークが仕事の中心です。
現場等への出張の際は作業着を着用しての業務となることが多いです。

Q 勤務時間はどうなっていますか。

勤務時間は 8:30~17:15（昼休憩 12:00~13:00）を基本としています。
休みは、土曜日、日曜日及び祝日等の休日です。

Q 残業や休日出勤はありますか。

繁忙期等、必要に応じて残業はありますが、定時退庁日や夏期のゆう活等ワーク・ライフバランス
の実現に積極的に取り組んでいます。また、休日は事故等突発的な事態の際に出勤の必要が
生じることがあります。

Q お休みはきちんととれますか。

年間20日の有給休暇の他に夏期休暇、年末年始休暇があります。長期休暇やGWにあわせて
有給をとり、長めの連休を取得する職員も多くいます。
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鉄道技術行政に興味がある方は、下記にご連絡いただきますよう
お願いいたします。
「もっと詳しく業務を知りたい」「話だけでも聞いてみたい」「職場の雰
囲気を見てみたい」etc……まずはお気軽にご連絡ください！！

０４５-２１１-７２４１
連絡先： 関東運輸局鉄道部技術第一課

電話 ０４５－２１１－７２４１（ダイヤルイン）

住所： 横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第二合同庁舎１７階

関東運輸局での業務説明会

◎平成３０年度の関東運輸局鉄道部門技術職の業務説明会について

平成３０年８月２日（木）、３日（金）、６日（月）、７日（火）

１０時００分～、１４時００分～ （これ以外の日時をご希望される場合はご相談ください。）

関東運輸局 １７階 鉄道部会議室

７月１７日（火）10:00 以降、事前に電話予約をお願いします。

平成３０年度 採用予定区分

一般職（大卒程度）試験

土木、電気・電子・情報、
機械、建築、物理、化学、
農学、農業農村工学

○平成３０年度の官庁訪問について

平成３０年８月２２日（水）午前９時
から、随時訪問が可能です。

訪問を希望される方は予約が必要となりますので、
８月６日（月）１４時
以降に下記の連絡先にお問い合わせ下さい。

○採用面接について

決定次第ホームページに掲載致します。
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