リモート座談会

技術公務員に必要とされる能力と
その育成

川西市 上下水道事業管理者

石川 都市自治体においては、超高齢・人口減

少時代を迎え、コンパクトなまちづくりやイン

フラの維持管理の重要性が高まっています。ま

た、頻発する各種災害に備え、インフラの強靱

化といった課題に取り組む必要性があるほか、

新型コロナウイルスの流行は、都市のあり方に

ついて大きな変化のきっかけをもたらしていま

す。一方、近年、都市自治体の多くが土木・建

築といった技術職員の人材確保に苦慮されてい
ます。

こうした中、日本都市センターでは、二〇一

八年から二年間で、都市自治体における専門人

材の確保・育成ということで、土木・建築、都

市計画といった分野の専門人材について、横断

的な観点も踏まえながらアンケート調査やヒア

リング調査など調査研究を行い、二〇二〇年三

月に報告書を発表しました。しかしながら、こ

の報告書は問題提起といったものであり、多く

の関係者の議論や様々な実践を経て、本当の姿

が明らかになってくるものだと思います。そこ

で本日は、全国建設研修センターに設定してい

ただいたこの座談会の場に都市自治体の三人の

技術職員幹部の方々にお集まりいただき、
「技

術公務員に必要とされる能力とその育成」をテ

ーマにお話を伺いたいと思います。

まず、技術職員数の現状と採用状況について
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ですが、日本都市センターのアンケート調査で

は、定員を確保と回答した人事担当部局は、土

技術公務員に必要とされる能力とその育成

静岡市 建設局 道路部長

浅井 克行

公益財団法人日本都市センター 理事・事務局長・研究室長

（令和3年8月12日開催）

小倉 秀夫
酒本 恭聖
コーディネーター 石川 義憲

立川市 環境下水道部長
出席者〈敬称略〉

％となっています。参考までに女性技術職の数
は、そのうち五四人で技術職の約七％となって
います。
令和二年度の採用試験の実施状況について
は、土木では大卒程度の申し込みが十九人で五
人の採用、高卒程度の申し込みが七人で五人の
採用。建築では大卒程度の申し込みが十人で三

格後の辞退者が多いため」が続きます。皆さん

に採用に至らないため」
、さらに「採用試験合

圧倒的多数を占め、次に「採用基準を満たせず

いるが応募者が少なく採用ができないため」が

した。その理由としては、
「採用試験を行って

木職では四〇％程度、建築職では五〇％程度で

事情による新規採用者の抑制も相まって、平成

木技術職の必要性の低下という風潮や政策的な

街地整備事業が近年収束してきた状況から、土

酒本 川西市の場合、大きな都市計画事業や市

石川 酒本さんのところはどうですか。

の課題だと考えています。

しっかり予定した人員が採れるかどうかが現在

五人以上の退職者が出てきますので、その時に

少傾向にあり、土木職では三年後ぐらいから十

採用となっています。年々、受験者数は若干減

ている状況です。

るとは限りませんので、ここ数年は欠員が生じ

ただ募集したからといって、必ずしも応募があ

という形で必ず採用する方向になっています。

いただきました。その結果、現在は土木若干名

ころに配置する、そのような形態を提案させて

職で採用しつつ、平素の人事は土木ではないと

理解されるようになりました。そこで土木技術

って、有事の際も含めて土木技術職の必要性が

甚大化や首長による直接的な現場への理解もあ

うな状況でした。しかし近年、多発する災害の

人の採用、高卒程度の申し込みが一人で一人の

の自治体ではいかがでしょうか。立川市からお

三〇年、三一年の採用はゼロでした。その間退

石川 三市とも技術職の応募者減少を共通の課

ここ一〇年ぐらい新卒の応募がほとんどなく、

が生じるものの、
概ね確保できています。ただ、

広報活動で工夫されていることなどをお伺いし

題としてあげられました。そこで、募集活動や

感想、やりがいなどを数分程度で配信し、３Ｋ

ぐらいの女性土木職員を通して、仕事の状況、

開始しました。土木職に関しては、入庁四年目

兼ねて、人材募集の動画配信を四～五年前から

小倉 立川市では、シティープロモーションも

ます。小倉さんいかがですか。

電気等の技術職員は約七五〇人で、全体の約九

職員の総数が約八〇〇〇人、うち土木・建築・

浅井 静岡市の技術職員数の現状ですが、一般

石川 静岡市はいかがですか。

状況です。

全体のバランスとしては十分ではないといった

技術職員の人材確保の現状と課題

聞かせください。

小倉 立川市における技術人材については、い

職者はいるわけですから、定数はあってないよ

編集・発行：
（公財）日本都市センター
発行年月：2020年３月

わゆる定数管理上の配置人員としては若干欠員

石川 氏

浅井 氏
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職場というイメージを刷新して、若い人材に対
して仕事の魅力をＰＲしています。いまの若い
子はスマホ世代ともいわれ、ユーチューブやＳ
ＮＳなど非常に気軽にアクセスしますので、一
定の効果はあったのかなと思っています。
もう一つは採用試験において、一次試験では
公務員試験以外に一般受験による教養試験のよ

う結果が出ていますが、仕事の魅力を十分伝え

土木建築の応募者はそこまで減っていないとい

本都市センターの調査によれば、指定都市では

石川 続いて浅井さんにお聞きします。実は日

募しやすい試験制度に変わってきています。

が可能な採用形式を併用することで、かなり応

代に公務員講座などを受けていなくても、評価

という、そうした地道な活動もしています。

職員の出身大学の研究室等に送付し観てもらう

ージにも掲載しました。昨年度はそのＤＶＤを

年前に業務説明用のＤＶＤを作成し、ホームペ

ちらについてはインターンシップに加えて、二

やはり問題なのは大卒程度以上の採用で、こ

から募集人数が入ってきてくれている状況です。

したりして、毎年、地元の工業高校や農業高校

うな方法も選択できるようにしました。学生時

られているのかどうか、その辺りはどうでしょ

と感じています。特に高校については、インタ

浅井 確かに応募者はそれほど減ってはいない

さわって！」をコンセプトに土木機械を置いた

子どもたちを主な対象として、
「きて！みて！

す。それから「しずおか建設まつり」を主催し、

流広場に出展して建設事業のＰＲをしていま

催される「建設技術フェアｉｎ中部」の学生交

あと広報活動になりますけど、名古屋市で開

若手職員が中心となって取り組んでくれてお

や現場見学会を企画したりするようにしました。

フレットやチラシを配ったり、インターンシップ

れ土木職員が自らの手で関西の一四大学にパン

けて物足りなさを感じていましたので、われわ

でした。ただそれだけでは土木職員の確保に向

で配布したりするという従来型のやり方が中心

うか。

ーンシップを受け入れたり、業務説明会を実施

り、かんな削りの体験をしたり、クイズ大会を

り、実績としては令和元年度で四人、令和二年

新規採用が実現しました。数はまだ少ないので

度で七人の参加者があり、今年度はその中から
石川 川西市はいかがですか。

すが、ある程度の道筋はできつつあると思って

らえるようなイベントも開催しています。
酒本 本市の職員採用は職員課が一手に引き受

います。
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しずおか建設まつり

け、広報誌やホームページに掲載したり、窓口

技術公務員に必要とされる能力とその育成

酒本 氏
催したり、小さい頃から建設に興味を持っても

小倉 氏

浅井 ご指摘のように様々なニーズにより対応

まずは浅井さんでよろしいですか。

感じているのか、
その辺りをお聞かせください。

職員のマネジメントや育成などでどんな変化を

理へのシフトなどもある中で、幹部の皆さんが

多様化し、公共工事の品質確保の要求や維持管

変化についてお伺いします。特に行政ニーズが

石川 次に、技術職員を取り巻く環境と役割の

石川 小倉さんはどうお考えですか。

ともあってなかなか進んでいないのが現状です。

った経験が必要になりますが、現場が少ないこ

ューアルするためにワークショップをやるとい

計画を作るために地域に入るとか、公園をリニ

います。そうした視点を培うには、例えば地区

ソフトの視点やグローバルな視点が求められて

の分野では、まちづくりのコーディネートなど

残れないことを自覚すべきです。特に都市計画

きのようなハードの視点だけでは、今後は生き

員の役割を考えたとき、われわれが若かったと

代に入っていきます。そうした中で、技術公務

水道普及率は九八％で、今後は完全に管理の時

っているだけで、それも今年で終わります。下

です。現在、川西市では都市計画道路を一本や

酒本 最も大きな変化はやはり工事がないこと

石川 では酒本さん、よろしくお願いします。

ています。

ネジメント力が必要な時代になってくると思っ

りますので、庁内だけでなく、庁外も含んだマ

なる可能性もあり、市民との協働が不可欠にな

て、これからは抜本的に予算・人員が足りなく

ントが求められる時代だと感じています。加え

いかなければならない、本当に難しいマネジメ

に配置して一つ一つの業務を短時間で処理して

その背景に何があるのかといった仕事が大半に

画分野では、
例えば地元の人が何をどう主張し、

酒本 いまの川西市の状況から言えば、都市計

動きを酒本さんどう見ていますか。

いく傾向があると思われるのですが、こうした

職が採用できないため、事務職にシフトをして

で散見されました。小規模自治体などでは技術

がカバーするといったケースも、私どもの調査

本来、技術職員が担当してきた業務を事務職員

え、技術職員の確保が難しくなっている中で、

いうご指摘がありましたが、そうした変化に加

ネート力などソフトの視点が重視されていると

つくるハードの視点からまちづくりのコーディ

石川 都市計画分野では、酒本さんから、物を

メントの必要性を強く感じています。

り方や価値観を職員で共有できるようなマネジ

をきちんと伝えるなど、これからの技術職のあ

省点でもあるのですが、もっと仕事の意味合い

という結果が出ています。これはわれわれの反

と、技術職は庁内平均より一〇ポイントも低い

職員の仕事に対する満足度や達成感を調査する

や価値が見えにくくなっています。実際、本市

その時代が終わり、いまは技術職としての目標

す。まちづくりは物をつくることでしたから。

われわれ技術職にとって分かりやすかったので

技術職員を取り巻く環境と
役割の変化

方法も多様化し、コロナ禍もあってリモートや

小倉 酒本さんが指摘されたようなことです

なっていますので、事務職で担うことも可能で

（１）マネジメントが難しい時代

テレワークへと業務体制が変容してきていま

が、二一世紀に入って、まちづくりは大きく変

はないかと思います。

（２）技術職と事務職のシフト

す。そうした中で、限られた予算・人員を適正

わりました。二〇世紀のまちづくりというのは

土木技術職員の採用に向けた現場見学会（川西市）
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えますか。

またがるかと思うのですが、小倉さんはどう考

石川 維持管理においても事務と技術の両方に

ている状況であることが前提です。

イメージです。ただし、適切な定員が確保され

が入っても仕事は回るのではないか、そういう

人いるとすると、そのうちの二人ぐらい事務職

酒本 そうですね。例えば技術職員が仮に一〇

いう前提ですよね。

石川 あくまでも専門的な部分は技術職で、と

方を持っていると聞いています。

によると、いまは人事のほうでそのような考え

ほうで一蹴されましたけれども、建設局長の話

なるという提案をしました。その当時は人事の

課から集めれば、他都市からの応援がいらなく

し、実際に災害が起こったときはその職員を各

とにかく多く採用して土木以外の部署にも配置

災害が多発した数年前のことですが、土木職を

浅井 いまの小倉さんのお話に関連して、自然

思うのです。

えてマネジメントできるゼネラリストであると

もなかなか進んでいないのが現状です。

ントアウトできる、そんな簡単なデジタル化で

んが窓口に来たら、物件の都市計画情報がプリ

スク回避をしたがるのです。例えば不動産屋さ

を伴います。そうなると当然、行政としてはリ

報が個人情報や企業情報ですので非常にリスク

す。なぜなのかと考えると、特に扱っている情

大きく遅れているのがデジタル対応だと思いま

小倉 酒本さんが指摘されたとおり、民間から

石川 小倉さんはどう見ていますか。

それともう一つ、システムの構築には非常にコ

小倉 維持管理に関しては、これは技術職であ

また逆に、私は技術職が事務職の部署に行っ

学べば、事務職でもできるだろうと思います。

想の問題だと思いますので、その入り口論さえ

本的に技術職がやっていますが、ある程度は発

せん。ただ都市計画分野は、われわれの市は基

あくまでハード的な知識がないと判断ができま

ます。維持管理というのは更新や補修ですから、

かれてしまっています。われわれの発注案件に

酒本 デジタル技術は、行政が民間に置いてい

でしょうか。

組みや課題について、まずは酒本さんよろしい

も、民間との協力関係など、デジタル化の取り

民間のほうが進んでいると言われますけれど

化への対応に関して伺います。デジタル技術は

石川 ここで少し視点を変えまして、デジタル

め、ＩＣＴを活用した工事も増えていると伺っ

石川 近年、建設現場の生産性を向上させるた

間との差はさらに広がっていくと思っています。

いうか、なかなかカードを切れない。私も、民

れないのです。ですから、行政が未だに守りと

にどのようにアウトカムできるのかが説明しき

えて、デジタル化の投資効果が即市民サービス

つ、初期投資がネックとなって踏み切れない。加

準が上がり、人件費削減にもつながると知りつ

ストがかかります。長い目で見ればサービス水

て仕事できるのではないかと思っていまして、

対して、民間はデジタル技術を生かすことでそ

ています。静岡市ではいかがですか。

（３）デジタル化への対応

実は人事当局のほうに申し入れて、技術職を行

こに競争が生まれているのが現状ですから、今

るべきですし、事務職ではおそらく難しいと思い

政経営、財政や工事契約などの部署に人事異動

浅井 土工や舗装などでＩＣＴ施工の推進に取

設局に限られたり、規模が決められていたり、

後はその差がもっと広がっていくだろうと思い
術を使えばこういうことに役立つというぐらい

工事費が高くなったりと難しい面がありますが、

で充てています。私は常日頃から部下に言って
えるだけでなく、事務屋の仕事も一通りできる

はしっかり押さえながら、ディテールは民間に

日当たり施工量が増えるという面もありますの

り組んでいます。ただ、その運用については建

技術屋になれ」と。要はこれからの技術公務員

お願いしていく、そのような関係になっていか

で、引き続き推進していきたいと考えています。

ます。われわれ技術職員としては、こういう技

に求められているのは、専門技術を持ったスペ

ざるを得ないのではないかと思っています。
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いるのですけれども、
「ハードセクションが担

シャリストであるとともに、専門技術を広く捉

技術公務員に必要とされる能力とその育成

われるかもしれませんが、特に四〇代は二〇世

す。年齢構成的にはかなりの経験者がいると思

そのうち四〇代・五〇代が約六割を占めていま

小倉 現在、
立川市の技術職員数は一四五人で、

さんはどう見ていますか。

っているとの指摘がありますが、この点を小倉

どもあって、ＯＪＴによる技術継承が難しくな

が減り、ベテラン職員の退職や職員層の薄さな

伺います。最近は工事が少ないために現場経験

石川 では次に、人材育成の取り組みについて

い新人など若手職員をワンチームとして業務を

なベテラン職員と中堅職員、それから経験の浅

各職場に任せていますが、基本的には経験豊富

ごとに必要となる専門的な技術力については、

どを実施して身に付けることになります。職場

技術力は組織として、階層別や各種選択研修な

場による育成が両輪となっています。基本的な

浅井 静岡市のＯＪＴは、組織による育成と職

倉さんが指摘された問題です。

がないためＯＪＴがうまく回らないという、小

たときに、ほとんどの先輩職員はそうした経験

するのに市民の意見を聞くようなシーンがあっ

を行う対象ですが、例えば公園をリニューアル

形成の仕組みが作れる現状にありません。ただ

って、うまく職員とマッチするようなキャリア

いう形で把握しますので、私が上司だからとい

課のほうで職員の情報（意向）は自己申告書と

仕組みとして確立したものはありません。職員

それからキャリアパス、こちらは残念ながら

ところです。

の適性を探していくということが定着してきた

四～五年前から実施しています。その中で職員

むね五年を目途にした異動を内規のような形で

酒本 ジョブローテーションについては、おお

川西市の状況はいかがですか。

明示してこなかった気がするのですが、
この点、

ＯＪＴによる人材育成の課題

紀のものづくりの時代を経験していない世代な

日常業務の中で、ＯＪＴや研修などを含めて、

また、今年度から新たな取り組みとして、初

浅井 静岡市では入庁してから一〇年三課の方

進めるとともに、その場を通じて技術継承など

だと思います。つまり多くの先輩はいるけれど

任者と中堅職員がペアとなり、例えば工事監督

針があります。ですから、技術職は土木にいて

のです。そうすると、二〇年前の同世代と比べ

も現場経験が少なく、ＯＪＴが成り立ちにくく

規程や工事執行規則、建設業法などの研修を受

都市にいて水道にいるなど、一〇年で三つの違

職員のキャリアパスについては個人的にはすご

なっているのです。

講し、お互いに理解を深めながら、それを課と

った環境を経験することになります。そしてそ

を行っています。

石川 なるほど、そういうことですか。酒本さ

してマニュアル化して、技術継承につなげてい

の際には、異動希望の参考にしてもらうため、

れば、発注した設計本数や現場本数は半分以下

んはいかがですか。

ます。

など、どうもミスマッチもあるようなのです。

いかというと、意見をなかなか聞いてくれない

員については専門性がはっきりしていることも

アパスに関して伺います。土木・建築の技術職

石川 続いて、ジョブローテーションやキャリ

道分野があったり、特定の分野に継続的に従事

都市分野であったり、道路分野であったり、水

ムがあります。
これは係長以下の職員が対象で、

ジ」という自分の道を自分で選定できるシステ

キャリアパスについては、
「職務深耕ステー

各課ごとの業務内容をまとめた『お仕事図鑑』

く気にかけてはいます。

酒本 ＯＪＴの難しさは大きく二つあると思っ

というものを作成しています。

よく組んでいただくのですが、高度成長期にが

ています。一つは、再任用の方に若手とペアを

ジョブローテーションと
キャリアパスの取り組み

ＯＢの方がいるから適切なＯＪＴができるわけ

あって、人事のほうでもあまりキャリアパスを

んがんやってこられた方は、若手から評判が良

ではないという問題が一つ。もう一つはＯＪＴ
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ンは人材育成方針で決められていまして、入庁

小倉 立川市においても、ジョブローテーショ

れているのですね。立川市はどうでしょうか。

石川 『お仕事図鑑』ですか、いろいろ工夫さ

もらうための制度です。

することで専門的なスキル・知識を身につけて

各方面に人材を送りたいと考えています。

出たとしても、いずれ組織の力になるからと、

に勉強になります。私などは仮に現職に欠員が

ですから、外から自分の地域を見ることは非常

いるわけでなく、各都市が連たんしているわけ

動や都市構造というのは基礎自治体で完結して

材交流を積極的にやっています。当然、都市活

識だけでなく新たな人間関係をつくり、視野を

のような外部研修にも積極的に手をあげて、知

の蛙にならないように、全国建設研修センター

も仕事が偏りがちになっていますから、井の中

出てきます。それから、現場が減ってどうして

ない人とでは明らかに知識レベルや姿勢に差が

そういう姿勢で二、三年積み上げる人とそうで

広げていってほしいと思います。

してから一〇年で三部署を異動する方針になっ
ています。しかし私は、技術職に関しては三年

ろうと思います。

ないと、技術職としてのスキルは上がらないだ

っています。少なくとも五年一部署ぐらいやら

で、景色を見たり、同行する先輩と語り合うこ

がいるのですけれども、それはもったいないこと

例えば出張に行ったときに列車で寝ている職員

もっている感じがして、その辺が少し不安です。

ます。いまの若手職員はどうも家の中に閉じこ

するとか、遊んでないと私は駄目だと思ってい

浅井 技術者はいろいろなものを見るとか体験

アドバイスをお願いしたいと思います。

石川 では最後に一言ずつ、若手技術職員への

のアプローチの仕方が変わり、新たな発想も出

きたい。それを自ら問いかけていくと、仕事へ

公務員をやっているのかを改めて考えていただ

だという意識ではなく、自分は何のために技術

ので、与えられた仕事を無難にこなせばいいん

れば、人生の価値が半減してしまいます。です

ク、仕事の部分に価値観なり充実感を持てなけ

ちろん生活が充実するのは良いのですが、ワー

ライフバランスの必要性が言われています。も

きましょうと、働き方改革の一環としてワーク

小倉 近年、生活の部分にウェイトを置いてい

また、ジョブローテーションやキャリアパス

とで、いろいろと仕事に活かせる発見を得るこ

てくると思います。

若手技術職員へのアドバイス

とは少し違いますが、立川市では東京都や外部

ともあります。これから先、毎年少しずつ大き

石川 皆さん、貴重なご意見を本当にありがと

技術公務員に必要とされる能力とその育成

一部署では少し経験が足りないという感想を持

の民間、そして今年からは多摩地域の他市と人

な仕事をしていかなければならないですし、責

うございました。技術公務員の仕事も、様々な

ＪＴや研修、他都市との付き合いなどで補いな

任も増えてくるわけですが、何かあればわれわ

酒本 若いときには「あれ？」と疑問を持つこ

がら対応していけば、この変化の時代にあって

環境変化がある中でかなり変わってきており、

とがよくありますが、自分の仕事に直接関係す

こそやりがいがあり、非常に面白い仕事ではな

れがフォローしますので、仕事も遊びも一生懸命

ることでなくても放置せずに、それはどういう

いかと思います。

若干戸惑っている面もあるかと思いますが、Ｏ

ことなのかを掘り下げて考えてほしいですね。
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に生き生きと取り組んでもらえればと思います。

全国建設研修センターの研修には、コロナ禍の中、今年度は
10月１日現在で立川市６名、静岡市３名、川西市２名の受講を
いただいている

