う捉え方が︑重要になるのではないかと思います︒

喚起する成長戦略にうまく連動させ︑防災︑減

変化にうまく対応していくことが大切ではない

く全体がよくなってきたけれども︑
これからは︑

高度成長期のときは︑様子見状態でも何とな

災等に資する国土強靱化基本法案等を経て︑イ

かと思います︒新しい世紀に入って一三年目を

﹁どうしていくか﹂というような取捨選択︑物

これまでインフラは︑時代のニーズに合わせ

迎えますが︑グローバル化の進展︑少子高齢化・

事の軽重をつけ︑価値観を共有しながら大きな

ンフラの多様なニーズに対応していくことが大

最初に︑谷口教授からインフラをめぐる
̶̶

人口減少という︑これまでにない大きな変化の

方向性を共有していく必要があるという感じが

イノベーションを遂げながら︑国土の発展︑地

社会動向について︑お話をお願いいたします︒

時代になってきている︒加えて東日本大震災︑

します︒そういう意味では︑グランドデザイン

事なのではないかと思います︒

谷口 厳しい公共事業批判が引き続きあろうか

また︑昨年暮れの中央道の笹子トンネルの天井

域の発展に尽くしてきました︒今後も︑時代の

と思いますが︑これからは公共事業というフロ

タに絡んで︑大きな見通しを立てるというビッ

という言葉でなくて︑最近はやりのビッグデー

そういう意味では︑政府の経済政策﹁三本の

板落下事故も起きました︒

将来世代にとっても︑生活や産業の基盤である

グピクチャーを描く必要があると︑私は言って

︵芝浦工業大学大学院客員教授・
一般財団法人 国土技術研究センター理事長︶

民夫
︵長岡市長・全国市長会会長 全･国市町村振興協会会長︶

〈敬称略〉

︵注︶ＰＦＩ︵ Private Finance Initiative
︶は公共サービ
ス︵公共施設の建設︑維持管理︑運営等︶に民間の資金︑
経 営 能 力︑ 技 術 能 力 を 活 用 す る こ と︒ Ｐ Ｐ Ｐ︵ Public
︶はこの概念をさらに拡大し︑サー
Private Partnership
ビスの属性に応じて民間委託︑指定管理者制度︑ＰＦＩ︑
民営化等の方策を通じ公共サービスの効率化を図ること︒

と思っております︒

民連携でやっていくことが重要なのではないか

うという観点も含めて︑ＰＦＩなりＰＰＰを官

成長戦略の考え方に沿って︑税金を有効に使

状態に持っていくべきだと思います︒

はなくて持続し得るような︑サスティナブルな

に持っていく︒変化に対応しつつ︑スポットで

ェアしながら共に生き︑ウイン・ウインの関係

これまでの延長線ではなくて︑多少痛みをシ

おります︒

矢﹂
︑つまり金融︑財政に続いて︑民間投資を

出 席 者

谷口博昭
森

座談会

小野武彦

︵清水建設株式会社特別顧問・前土木学会会長︶

（平成25年6月26日実施）

ストックとしてのインフラストラクチャーとい

ーの概念ではなく︑今を生きる世代のみならず

経済政策とインフラ対応

インフラに
求められること

ことと人材育成
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みんな忘れているのです︒

のときは︑現在︑長岡市と合併した当時の山古

三番目は︑交通インフラです︒特に中越地震

それでは︑森市長から︑まちづくりとか︑
̶̶

志村は︑道路が完全に寸断されて全村避難まで

震災の経験からみたインフラ
自治体を経営する立場での視点︑切り口で︑イ

やりました︒本当に大変な思いをしました︒道

いま長岡市で問題になっておりますのが︑柏

ンフラに求められることついてお願いします︒

地に滞在して︑建築物の危険度判定支援本部長

崎刈羽原発から三〇キロ圏︑いざというときの

路が通ったときのうれしさ︑道路のありがたみ

をやっていましたし︑その後︑中越地震︑中越

避難計画等を策定しており︑避難のための交通

森 一番分かりやすい切り口は︑国土強靱化計

沖地震と経験したことから言いますと︑災害の

網という観点が出てくる︒万一のときに︑どう

は︑やはり災害を経験して初めて分かることだ

ときに︑とにかく必要で︑ありがたみを感じる

避難するか考えながら︑新しい道路計画を立て

画にもあるように︑防災面だろうと思います︒

のは︑インフラストラクチャーでした︒一番大

なければいけない︒

と思いますね︒

変だったのは︑まず通信インフラです︒情報の

﹁平常時には要らない﹂と言っていますけれ

私自身は︑阪神・淡路大震災のときに一ヵ月現

収集にずいぶん手間取り︑電話が途絶えたとき

ども︑災害になった途端に︑本当にいかにイン

社会インフラへの共通認識を

私の経験です︒

フラが役に立っているかが分かるというのが︑

の混乱は大変大きなものがございました︒
その次に︑普通の生活では皆︑当たり前だと
思っている電気や水道︑ガスといったインフラ
が急に途絶えたときに︑大変な問題を起こす︒
特に私が感じたのは︑それらが相互に密接に関

は一緒にしないと大変な問題を起こすのです︒

ら下水道が問題になった︒水道と下水道の復旧

らなかったが︑水道が通った途端に水洗ですか

水道がとまっているうちは︑下水道は問題にな

れたのですが︑
最初に水道が復旧し大喜びした︒

国際社会での国家の繁栄を目指したわけです︒

を育て︑技術を育て︑社会インフラを整備し︑

す︒明治政府は近代国家の建設を目指して︑人

小野 少し別な観点から考えてみたいと思いま

話しいただければと思います︒

あるいは前土木学会会長としての視点から︑お

それでは︑小野特別顧問︑民間企業の立場︑
̶̶

結果的に︑全国からバキュームカーを数十台集

その後︑戦後復興期︑全国民が自分たちの国を

係していることです︒水道と下水道がまずやら

めて対応しました︒こんな単純なことを︑日常

5

早急に復興させなければならないとの願いだっ
たと思うのです︒

感じがするんですね︒

気が灯るというような社会で暮らしてみると︑

蛇口をひねれば水が出る︑スイッチを押せば電

ね︒生活感覚で﹁見える化﹂していかないとい

全体に理解を求める努力が必要だと思うのです

ようですが︑情報を分かりやすく提供して国民

谷口 普段︑インフラは意識されなくて空気の

ンターネットでショッピングしている人からす

佐川急便などの宅配便は伸びている︒実際にイ

ます︒おそらく︑クロネコヤマト︑ゆうパック︑

ンターネットによる商品購入がすごく進んでい

りますね︒別の言い方で言うと︑例えば今︑イ

森 市長は︑市民と話をしますからわりと分か

多くの先達の御苦労の積み重ねである歴史を知
けないと思う︒

れば︑注文したら翌日に届くのが当たり前で︑

インフラの﹁見える化﹂

る由なく︑これがあたりまえとの錯覚した世論

森 確かに︑一般国民は経済発展の大切さはも

大事なことです︒それは明らかに高速道路の恩

そういう時代が一段落し︑
高度成長期を経て︑

が一部にできあがった時期に︑公共工事をめぐ

ちろん理解しているけれども︑それが目に見え

谷口 本当にそうですね︒道路でいくと︑道の

る諸課題が指摘されたと思うのです︒
たとえば︑

長岡から新潟経由で磐越道を通って︑ラーメ

駅が︑マスコミで非常に評判がいい︒もう身近

恵を受けている一つの社会現象ですね︒
これも︑

ンで有名な福島県の喜多方まで二時間ちょっと

で︑地域の雇用にもなるし︑地域の活性化振興

ない︒クロネコヤマトの社長さんとか︑そうい

なんです︒私の友達が︑この間の休みに︑家族

にもなる︒うまく説明していくことも必要です

財政の悪化︑経済構造が変化して︑公共工事が

社会インフラを整備し︑その上で経済が繁栄

と日帰りで喜多方までラーメンを食べに行っ

ね︒

身近な生活の中での話なので分かりやすい︒そ

し︑国家としての機能が発揮され︑日本国が経

た︒昔はそんな生活はなかったのですが︑それ

森 生活に密着した物差しで説明してあげると

う人には分かる︒国民には︑経済がどの程度イ

営されているのだとの国民の合意が得られにく

によって地域間の文化交流が生まれています︒

いう努力が弱かったかもしれない︒これまで︑

かつてのように経済浮揚策に直結しないとか︑

くなったのではないでしょうか︒

そういう例は一般市民には分かりやすいです

技術屋はそういうことは苦手だったのではない

ういうものを使ってもう少し宣伝をしたらどう

こういった中で︑東日本大震災が発生し︑広

ね︒そこに︑もっと価値を置いてもいい︒それ

かと思いますが︑これからは必要です︒

ンフラストラクチャーによって保たれているか

域に根こそぎ被害を受けたのです︒その結果︑

と同じぐらいの分かりやすさで説明していく必

政治対立の中で公共工事批判が出てくるなどを

国際社会における日本の経済力の影響を改めて

要があります︒

かと思うのです︒

認識したわけです︒やはり安全・安心に人々が

谷口 地域に応じて︑世代に応じて︑きめ細か

谷口 先ほど︑小野前会長が言われたように︑

までは見えない︒

生活して︑経済が回って︑国家が繁栄し︑国際

く﹁見える化﹂していかないといけない︒それ

一方では︑
財政なり国家の予算という意味では︑

受け︑残念ながら社会資本︑社会インフラに対

社会の中で日本としての矜持を保つための社会

ぞれの地域を熟知されている市長さん方が︑地

マクロの経済効果が期待できないとされ︑財政

しての国民の皆さんの認識がやはり変わってい

インフラの共通認識をいま改めて持つことの大

域に応じた形で伝えていただくのが︑われわれ

は厳しいからインフラは抑制ぎみできた︒

ったと思うのです︒

切さをこの時期に見逃してはいけないのではな

が言うよりも影響が大きいのではないかという

固定観念と誤解をとく

いかと思うのです︒
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ましたが︑東北道︑常磐道が使えなくて︑初期

小野 私は東日本大震災の初期対応にもあたり

論され過ぎているのではないかと思うのです︒

感じがする︒今は︑財政再建のフローの形で議

という点は︑もう少し強く訴えてもいいという

にも︑
生活なり産業の基盤という形で残るのだ﹂

政再建にも貢献する︒
﹁インフラは︑将来世代

果たします︒そのことが︑税収増という形で財

環して︑経済が伸びていくという重要な役割を

のではなくて︑財源との絡みで﹁無駄遣いがあ

ないのです︒インフラの必要性を否定している

事業に対する反発は︑それほど大きいわけでは

森 地方都市ですと︑首都圏の方のように公共

何かありますか︒

しについて︑
どのように訴えていけばいいのか︒

と絵に描いた餅になりがちですね︒財源の見通

谷口 大きな見通しには︑財源の裏づけがない

究すればいいのではないでしょうか︒

森 それをどうやって分かるようにするか︑研

らっしゃる方は分かっているのですが︒

か﹂
︑
﹁コストが高いのではないか﹂
︑この点が

谷口 ﹁無駄なものをつくっているのではない

事ですから︑毎日それを考えていますよ︒

分かりやすい言葉でどう市民に説明するかが仕

復していくかが大事だと思います︒

からん﹂という話になる︒やはり︑どう信頼回

か﹂という固定観念があり︑
﹁公共事業はけし

業が談合して価格をつり上げているのではない

ムなんか︑本当に分からないですよね︒
﹁建設

ある︒本当に必要かどうかが分かりにくい︒ダ

民の気持ちの裏には︑やはりマスコミの影響も

成長戦略が正しいとすれば︑お金は使って循

は新潟から︑被災地においでの企業の皆さん︑

るのではないか﹂
︑
﹁必要でないものをつくった

大きい︒そこをきちんと説明して︑必要性を理

分かりやすく説明する必要がある︒市長は︑

住んでいる方々に︑いろいろな物資を送った︒

のではないか﹂という疑問がありますよね︒

っていくということは︑もので貯蓄しているわ

ンで買って︑少しずつだんだん自分のものにな

時代だと︑頻繁に談合で警察の手が挙がったり

一昔前みたいなことはなくなっている︒昭和の

森 今は長岡市でも電子入札が入っているし︑

解してもらうのが大前提ですね︒

そういう意味で︑交通網︑ネットワークが機

けだから︑借金を払うというのは貯金と一緒で

した︒そこで信頼がなくなってきた面もあるの

市民に説明するときに︑
﹁皆さん︑家をロー

中越地震のときも関越道がだめでしたから︑物
資は南から入らず︑北の新潟方面から磐越道経

能していることは大切です︒ただ︑なかなか国

しょう﹂と言うと︑大抵の方はわかりますよ︒

ではないでしょうか︒

由で入りました︒

民の皆さんに伝わっていないもどかしさがあり

﹁無駄なことをやっているのでは﹂という市

小野 振り返ってみると︑建設業界として二〇

〇六年の脱談合宣言が︑一つの転換期だったと

思うのです︒その後︑コストを下げる努力をい

ろいろやりました︒逆に︑過度な競争が長く続

いて︑疲弊した面もあるのです︒

私は地方でも勤務していましたけれども︑災

害多発国日本では︑地場の業者さんは地域の守

り人でもある︒
地域の業者を育てる入札制度も︑

改めて考える必要があるのではないでしょう
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ます︒経験された被災地の方︑企業で現地にい

谷口博昭氏

付加価値 文･化価値を高める

がしています︒

う解いていくかで︑公共事業の将来が決まる気

札は非常にクリーンになっています︒誤解をど

森 国土交通省の指導もありますけれども︑入

にあるのではないでしょうか︒

か︒一般競争入札制度︑総合評価制度の転換期

市環境をよくするという意味で︑地域再生とか

谷口 都市に大半が住む時代になったので︑都

いる価値が見直されています︒

されて︑利便性だけではなく文化を形づくって

選定しているのですが︑その地域の皆さんに愛

っています︒土木学会で土木遺産を二五〇ほど

先人がつくったものがその地域の文化遺産にな

れども︑地域の役に立つ貯水池とか橋梁など︑

きなのです︒全国各地にひっそりとしているけ

ば︑技術者はいっぱい力を発揮できるのではな

谷口 明確な方針なり有意義なやり方をすれ

ますし︑すごいパワーだなと思いましたね︒

と︑残業︑残業で仕事をしたような人は成長し

谷口 コスト縮減︑
削減も重要なのだけれども︑

都市再生が必要だと思うんです︒

と言っています︒文化的な価値を認めて︑お金

して﹁もし架け替えるなら同じものをつくれ﹂

うきれいな橋がありますけれども︑市民の声と

森 長岡に︑七六年前に架けられた長生橋とい

要だと思うのです︒

な要素も含めて付加価値を高めていくことも重

ス思考の発想︑ソフトやデザインなど︑環境的

て︑
下水道の復旧にしても道路の復旧にしても︑

だという誇りがあるんですよね︒実際問題とし

てくれました︒技術系職員には︑やはり働き場

森 中越地震のときに︑職員は本当によくやっ

さん生まれることが大事だと思っています︒

ーシップが必要で︑森市長のような首長がたく

裏づけもあって難しい面もある︒首長のリーダ

今︑足りないのはスピード感︑これは財源の

切です︒

思います︒その皆さんにどう応えていくかが大

と︒土木技術者の想いは今も変わっていないと

れ﹂
︑﹁こういうときに仕事をするのが土木屋だ﹂

電話がかかってくるんです︒
﹁自分も呼んでく

支援体制の立ち上げをやっていると︑全国から

小野 阪神・淡路大震災のとき︑私が準備室で

力を発揮しています︒

災だって︑今回の東日本大震災だって︑職員は

を使えと言っているわけですよね︒

やるだけ喜ばれるわけです︒私の実感からいく

長生橋
（1937年竣工、日本で唯一現存する多連・上曲弦方式のトラス橋）

小野 私は﹁文化創造の土木﹂という言葉が好

いか︒中越地震もそうですし︑阪神・淡路大震

新しい時代に合わせて︑付加価値をつけるプラ

小野武彦氏
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っていますね︒

す︒大変活躍されて︑建設系職員の評価が高ま

が被災市町村の支援に回っていらっしゃいま

今回の東日本の復旧・復興で︑各自治体
̶̶

道に乗っている︒

業活用ＰＰＰが︑支援をいただいてようやく軌

めて︑ゼネコン︑コンサルタントのＣＭ的な事

後の復興のあり方を見ても︑ＵＲ都市機構を含

いいのかどうかですね︒今回の東日本大震災の

谷口 私も全く同感で︑それはどういう単位が

かと思うのです︒

てくれるといいなという感じがします︒

ものが見えてきて︑それを国がきちんと支援し

谷口 ぜひ︑モデル的なパートナーシップ型の

していきたいですね︒

もらったし︑その横のつながりは本当に大事に

政令指定市など大きな市から中越地震で入って

例えば下水道ですと︑システムができていて︑

震災復興での建設系職員の支援

森 財政再建ということで︑全国的にトータル
に厳しい状況の中で︑いま六〇〇人ぐらいが支

めて︑それぞれ地域の適当な範囲に応じてやり

地方︑県︑市町村も含めて︑ＯＢ先輩たちも含

する国︑例えば国土交通省が音頭をとるのも方

もという声が広まっていると思う︒全国を俯瞰

効果を発揮している︒それを見て自分のところ

小野 今回は︑自治体同士のつながりが本当に

援に行っています︒長岡市からも出向していま

方を工夫していく必要がある︒国主導型では︑

法ですね︒地域特性がありますから︑その辺は

産学官のパートナーシップみたいな形で︑
国︑

すが︑本当に働き場という感じで一生懸命やっ

うまくいかないと思うので︑地域発でそれぞれ

の職員数も減っていますし︑技術系職員も非常

てくれています︒

バランスではないでしょうか︒

小野 いま技術者が足りない︒自治体でもそん

で︑県の技術者がフォローしていました︒

とき︑小さな町村には技術系職員がいませんの

員が結構いますから財産ですよね︒中越地震の

心になって人員派遣をしています︒そういう意

度の大震災では︑東北でも市長会︑町村会が中

ら長岡市に応援をいただきましたし︑逆に︑今

森 中越地震とか︑あと水害のときも︑全国か

出てくるのが望ましいと思っています︒

これからの人材育成

インフラを
支える人材育成

の個性を生かしながら︑モデル的な成功事例が

なに採用できない︒そうすると︑維持管理も含

味では︑市町村同士の絆はずいぶんあります︒

長岡市ぐらいの規模になりますと︑技術系職

めて︑広域で融通し合う仕組みが必要ではない

では︑ここでインフラを支える人材育成
̶̶

の課題や方向性についての話に入っていきたい

と思います︒

谷口 国も県も市町村も︑ゼネコン︑コンサル

タントも含めて若い人が入ってこないことに

は︑技術は継承されていかない︒また︑医者と

同じインターン制度みたいな形で︑ＯＪ Ｔ的に

実務で研鑽していく︑そのためには﹁暗黙知を
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民夫氏
森

見える化﹂する必要があります︒それを︑組織

くり︑その中で育成し技術を継承していくため

また︑若い人が入ってこられる労働環境をつ

とによって︑トータルにものを見る人も育って

用地買収︑計画︑設計から︑施工を経験するこ

ン︑コンサル︑それから地域の業者が一緒に︑

されているＰＰＰのように︑行政の方︑ゼネコ

それで︑例えば今回︑復興まちづくりで試行

でも︑この東日本大震災の後︑それではよく

お互いに不幸ですよね︒

見てチェックして︑あまり会話がない︒これは

の名のもとに︑検査官が現場に来ても︑書類を

わけです︒しかし︑その後︑コンプライアンス

の議論をしました︒そういうことをやって育つ

れわれ請負業者︑下請のおやじとで︑侃々諤々

には︑ある程度︑将来の見通しがないと難しい

いくと思うんです︒これが︑やはり今回︑新Ｃ

ないので﹁一緒にやりましょう﹂という風潮が

す︒

面がある︒一〇年というオーダーで﹁生活でき

Ｍ方式とかＰＰＰを成功させる大きな目的だ

出てきました︒これを逃してはいけないと思う

としてシステムとして共有していかないと技術

るな︑所帯を持っても大丈夫だ﹂と建設全体が

と︑私は思っているんです︒

は伝承されていかない︒

なれば︑やりがいのある仕事だし︑意欲のある

ＮＰＯ団体と行政が連携しながらやるまちづく

いますから︑
例えば住民参加のまちづくりとか︑

ていると思います︒

応援に必要とされる非常にすぐれた素質を持っ

森 技術系職員は連帯感があるので︑被災地の

技術者は本当に強いですね︒総合的に物事を見

森 トータルでものを見る︑それを身につけた

らどうかと思っています︒

に何かをする機会を︑どんどん提供していった

います︒産官学の皆さんで一緒に議論し︑一緒

ねるほど︑お互いに理解して成長していくと思

いろいろ主張し合う︒これは会話を重ねれば重

た後も人のつながりが続いているわけですね︒

谷口 泊まり込みでやる効果で︑研修が終わっ

て︑
それがうまく災害時に助けになったりする︒

仲よくなれる﹂と言うんです︒つながりができ

くと︑
﹁泊まるから︑他都市の技術者とすごく

研修センターにお世話になった技術職員に聞

効果がありますね︒

森 産官学できちんと連携すると視野が広がる

んです︒

りとか︑昔の技術者にはあまり要求されないよ

るような実力がついてくると︑長岡市なんかで

森 それと︑ほかのまちのことが分かることも

それから︑土木学会では︑産官学の皆さんが︑

うなことも都市政策には出てくるんです︒そう

も︑そういう人間は幹部の職員になりますし︑

有効のようです︒さらに︑それが産官学で広が

人が入ってくるのではないかと思うのです︒

いうものを︑きちんと教えなければならないと

現場を知っていますから︑非常につぶしがきき

るような仕組みになるといいですね︒民間との

ただ︑昔よりも社会がずいぶん複雑になって

なると︑全国建設研修センターの﹁住民参加の

ます︒

つき合いなんかは︑社会の常識が分かりますか

まちづくり﹂とか﹁用地関係法規﹂の研修講座
が役に立っているんですよ︒

ンサルタント︑建設企業の参加者が︑同じテー

当センターでは︑多くの研修で行政︑コ
̶̶

それを繰り返してやっていく︑それで人が育つ

めて︑できるだけそういう試みをやりました︒

小野 私は︑この一年間︑土木学会の会長を務

ら︒

の辺の素養がすごく大事になってくる︒

マで意見を交わす場をつくっています︒

と私は確信しているのですけどね︒

議論や研修による人材育成の効果

小野 社会のニーズがどんどん多様化し︑それ

小野 私は昭和四三年に社会に出て︑地方でも

谷口 太田国土交通相が︑メンテナンス元年と

社会が複雑になって︑ものをつくって単純に

に応えていく中で︑
技術者が専門分化しており︑

仕事をしてきました︒そのときは︑発注者とわ

喜ばれる時代ではなくなってきているから︑そ

トータルにものを見る機会が少なくなっていま

10

座談会

今、インフラに求められることと人材育成

言われていますが︑これは中央と地方とがうま
く調和をとりながら︑
やっていくことが重要で︑
現場に意見をだしてもらう現場重視のボトムア

うんですね︒

おわりに

た︒だけど︑一年間に一五〇万人も来てにぎわ

っています︒技術系出身の市長としては︑土木

にしても建築にしても︑
﹁いいハードがあると︑

小野 維持管理については︑ものをつくる過程

しいと思います︒

諤々の議論ができ︑いい方向になることが望ま

小野前会長が言われたように︑現場で侃々

﹁アオーレ長岡﹂という市民が自由に使える

トが育つ﹂と建築でたたき込まれています︒

係にあり﹁いい空間があると︑そこにいいソフ

ったけれども︑私は︑ソフトとハードは対応関

森 ﹁コンクリートから人へ﹂という言葉があ

ます︒

なと思います︒

解してもらうように努力していくことが大事だ

だ強靱化なのであって︑そういう面をうまく理

本来は︑幅広い理念で︑文化とかソフトも含ん

コンクリートのイメージになりがちですけど︑

谷口 国土強靱化というと︑単なる公共事業︑

をやっていきたいと思っています︒

そこに文化が育つ﹂みたいな誇りを持った行政

を知らないとスムースな業務はできないと︑私

屋根つき広場をつくったら︑頼まなくてもいろ

小野 維持管理・長寿命化が大きな課題となっ

ップ方式で︑バランスをとってやっていくこと

は思います︒そこをどうするかですね︒

いろなイベントが行われるんですよ︒いい空間

ています︒同様に︑高度成長期︑全国でつくら

では︑最後にひと言ずつ︑お願いいたし
̶̶

森 トンネル事故から維持管理や長寿命化の問

があったから︑いいソフトが育っているわけで

れた多くのニュータウンの高齢化も見逃せませ

だと思うんですね︒

題が︑新しい課題としてクローズアップされて

す︒それは︑付加価値と同じ意味なんです︒

きない︒一口で維持管理と言っても︑つくる過

もりで勉強させていかないと︑なかなか対応で

多摩なんかもいま再構築していますが︑かつて

に子どもたちが出ていき高齢化してきました︒

ちが走り回って︑活気があったのですが︑次第

ん︒当時は︑団地には若い両親がいて子どもた

程が分からなければできない︒長寿命化という

輝いたニュータウンをどう再生していくかも︑

コンクリートから人へ批判の真っただ中でし

のは︑新しくつくるより難しいかもしれない︒

大きな課題と思います︒

すよね︒また新しい分野を開拓するぐらいのつ

谷口 難しいと思うんですね︒マニュアルに頼

谷口 そうですね︒全部関連してきていると思

貴重なお話︑ありがとうございました︒
̶̶

てやっていければと思うのです︒

も︑持ち分でやれるところはやり︑総力を挙げ

市長にはがんばっていただきたい︒われわれ

くる︒語り部が必要です︒

とストーリーで︑説明することが重要になって

うんです︒それを︑国民に分かるような切り口

るのではなく︑やはり全体のつながりを頭に入
れたあとで︑部分に入っていくことが望ましい
と思う︒ふだんの業務を離れて︑全体の仕組み
を見るという意味では︑研修も大事なのかも分
かりませんね︒
森 学校建築では︑文部科学省も長寿命化のほ
うに舵を切っていますので︑現場の市町村から
見れば︑充実してもらいたい研修テーマだと思
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いますけれども︑そんな簡単なことではないで

シティホールプラザ「アオーレ長岡」

点

自治体職員に必要とされる
能力とその育成
集
特

を動かす﹂のか︑
﹁車の売り上げを上

織もその点では変わらない︒
目的が
﹁石

も︑市役所や町役場といった自治体組

組織ができる︒民間企業も︑公益法人

の人間が石を動かそうとする時そこに

古くから言われるように︑二人以上

︱組織構成員に求められる能力

はじめに

視

稲継 裕昭

針 ︶を理解し︑行うべき目標を自

①組織の共通の目標︵組織や部門の方

なるとしばしば言われる︒

してきた︒

土の均衡ある発展﹂に大きな役割を果

係の根幹をなし︑所得の再分配と﹁国

の財政調整制度は︑日本の国・地方関

としての色合いが濃かった︒組織体制

体は国で決定した政策の﹁執行機関﹂

求められる独自政策は限定され︑自治

この制度のもとでは︑地方自治体に

分で設定できる課題設定能力
②その目標を達成するための職務遂行
能力
③他の人と協力して目標を達成するた
めの対人能力

や職員にもそのようなものが求められ

た︒建設・土木関係で言うと︑法令通

④目標達成のプロセスで発生する問題
を克服する問題解決能力

達を前提とした積算等の研修や関連法

うに思われる︒それには日本の自治体

声高に叫ばれることは多くなかったよ

題解決能力︵④︶の育成ということが

治体職員に求められる能力も大きく変

じめとする時代環境の変化の中で︑自

地方自治をとりまく分権への流れをは

しかしながら︑一九九〇年代以降の

分権時代の自治体組織と職員

規等の研修が主体を占めていた︒

この共通項部分については︑自治体
の職員についても本来同じである︒し
かしながら︑一九八〇年代の終わりに

が置かれてきた特殊な事情が背景とし

容しつつある︒複雑高度化した課題︑

至るまでは︑課題設定能力︵①︶や問

てある︒

多様化した住民ニーズ︑などにいかに

オロギーを共有する形で経済発展に努

追い越せ﹂というキャッチアップイデ

戦後日本は︑
﹁先進諸国に追いつき

え調査し行動する職員が求められるよ

する問題を自ら考え解決する職員︑考

できるかが問われている︒地域で生起

策形成できるか︑豊かで柔軟な発想が

対応できるか︑創意工夫をこらして政
その意味からは︑会社でも市役所で

めてきた︒戦後の行政需要の拡大の中

うになってきている︒

高度成長期の自治体組織と職員

も︑
組織構成員に求められる能力には︑

で︑
﹁行政水準の全国的な統一性・公

そのためには︑自治体としてのミッ

う点が異なってくるだけである︒

組織構成員に求められる能力とし

平性﹂確保の観点から導入された機関
これらの能力育成が人材育成ニーズに

そのベースの部分に共通項がある︒
て︑
次のものがあげられることが多く︑

ションを十分に理解し︑自分のセクシ

早稲田大学政治経済学術院教授

委任事務︑補助金及び地方交付税など

ためのサービスを向上する﹂のかとい

げる﹂のか︑あるいは︑
﹁地域住民の

これからの
建設人材
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心をもった︑
成長する存在であるので︑

進に努めるとともに︑最少の経費で最大の

は︑その﹁自学﹂のプロセスに刺激を

のために周りの人間が行い得ること

ョンが何を行わなければならないのか

効果を挙げるようにしなければならない︒
﹂
※２

とができるだけである︒

人は育てられない︑育つのを助けるこ

人材マネジメントは︑こうした心を大

を考える課題設定能力
︵①︶
︑目的達成
切にし︑成長を支援しなくてはならな

告書﹄平成十八年三月

go.jp/press/20060810006/20060810
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与えることにすぎない︒厳密にいえば

の際に起こる問題を克服する問題解決
い︒そのために︑人材は︑成長し発揮
する価値を変化させていく存在である

﹃
﹁人材マネジメントに関する研会﹂報

能力
︵④︶
も︑一層問われるようになっ
てきているのである︒もちろん職務遂

人材育成のために︑最も重要なポイ

のときの戦略達成に貢献する資源では

ムをいくら用意したところで個々の職

という視点︑さらに︑人材は︑単にそ

需要の要請に対応できるものとして内
なく︑長期的な価値を高めていくとい

人はどのようなときに成長するのか

員がそれにコミットしなければ効果は

行能力についても複雑高度化した行政
容の変化が求められた︒全国建設研修
う目標に向かって︑企業と人が共同で

を考えた時にキーワードとなるのは

ない︒個々の職員がどれだけ新しい知

増進﹂※１である︒それゆえ人材マネジ

自治体の最終目的は︑
﹁住民福祉の

のために行われる総合的な活動﹂を自

と職員の活性化および成長という目的

の場合でも変わらない︒
﹁自治体組織

れているが︑基本的な方向性は自治体

ここでは﹁企業﹂という言葉が使わ

る︒事情は人間でも同じである︒いく

を飲ませることはできない﹂といわれ

水を飲みたがっていない馬に無理に水

水辺まで連れて行くことはできるが︑

るのは︑当該職員自身である︒
﹁馬を

の変更であり︑人事評価である︒人は

かを考えていったとき︑ポイントの一

自学がどのような時に刺激されるの

ンを引き出す仕組みが最も重要である︒

ようとするのか︑というモチベーショ

識や考え方を学び︑自らの能力を高め

点である︒能力開発のためのプログラ

ントは
﹁自学﹂
をいかに促すのかという

センターで提供される研修メニューも
投資していくべき存在であるという視

﹁自学﹂※３である︒人的資源を開発す

006.html

極めて多様なものとなってきた︒
また︑
点が必要となる︒
﹂

メントの目的は住民サービスの向上に

治体における人材マネジメントと位置

ら豊富な﹁研修所研修﹂
︵ Oﬀ-JT
︶の
メニューを用意したところで︑職員本

新しい仕事を割り当てられたときに︑

自学の重要性

時代の要請に応じた新たな研修メニュ

資する有能な職員集団を形成すること

づけ︑そこに︑人材をどう確保し︑活

人がその水を飲みたがっていなけれ

チャレンジ精神が鼓舞され︑それに一

ーも次々と用意されるようになった︒

である︒そのために︑個々の職員の能

用し︑成長させていくかに関するすべ

ば︑喉が渇いていなければ︑効果はな

生懸命に取り組もうとすることが多

メントに関する研究会﹂では︑人材マ

つはジョブローテーションや職務割当

力の育成が重要となってくる︒

ての活動を含めて考えることができる

い︒本人の頭の中にストンと入ってい

い︒上司や同僚に︑よく頑張ったね︑

経済産業省におかれた﹁人材マネジ

だろう︒

くためには︑それを受け入れる姿勢︑
共団体は︑住民の福祉の増進を図ることを

昇任を目の前にして︑試験に取り組ん

ネジメントを︑
﹁企業と人の活性化お
よび成長という目的のために行われる

基本として︑地域における行政を自主的か

である︒自ら学び︑学習し︑成長する

で様々な知識の広がりを習得すること

地方自治法第一条の二第一項﹁地方公

とほめられたとき︵評価されたとき︶
︑

総合的な活動﹂と定義し︑そこには︑

つ総合的に実施する役割を広く担うもの

必要がある︒人が育つプロセスの本質

もあるし︑昇任後︑新たな役職に任命

※１

気持ちが必要である︒

人材をどう確保し︑活用し︑成長させ

とする︒
﹂

は︑本人の自学のプロセス︑自ら学習

されて︑そのための自学に取り組む人

何ともいえない達成感を味わう︒
また︑

ていくかに関するすべての活動が含ま

第二条第十四項﹁地方公共団体は︑その事

する自学のプロセスである︒人材育成

人材育成の基本は
﹁自学﹂︵自己学習︶

れているとしている︒

務を処理するに当つては︑住民の福祉の増

はいう︒
﹁ 人は︑
※２

研究会の報告書
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〈図表１〉自学を促す人事給与システム

住民サービスの向上

有能な職員集団

刺激

自学︵自己学習︶

人事評価

昇任制度

異動の仕組み

給与制度

研修制度

人事給与諸制度

○○○

△△△

参考文献：稲継裕昭
『自治体の人事シス
テム 改 革 ― ひとは
「自学」で育つ−』
（ぎ
ょうせい、2006年）

能力開発・人材育成

ジョブローテーション

ムが相互に連動しながら︑自学を刺激

等の普及向上を図ることにより︑国づ

全国建設研修センターは︑建設技術

る研修生同士の人脈を大事にする必要

していく︒自学が刺激されることによ

くりに携わる人材を育成し︑国土の整

も多い︒

って︑個々の職員の能力が伸びる︒人

備に寄与することを目的として︑昭和

があるだろう︒

材開発がなされる︒そして全体として

三七年に全国知事会の出捐により設立

︿図表１﹀に示した︑様々なシステ

は有能な職員集団を形成することにつ

の行政職員及び民間職員を対象に︑建

された︒以来五〇年間︑県や市町村等

稲継裕昭﹃自治体の人事システム改革

設事業関連の実務的な短期集中研修

ながるのである︒

︱ひとは﹁自学﹂で育つ﹄ぎょうせい︑二

を︑東京小平市の研修会館において合

※３

〇〇六年︒

宿方式により開催してきた︒

重要なツールの一つである︒研修所研

研修諸制度も自学を刺激するための

受講者の多くを占める自治体職員等の

支える社会資本整備を担う人材︑特に

八〇〇〇人に上り︑経済活動や生活を

ることも多いし︑施設工事にあたって

これまでの研修受講者累計は十八万

修の意義は︑大別して︑①業務知識の

育成に努めてきたところである︒ こ

は建設企業に発注する︒それぞれの事

研修所研修の意義

伝達︑②研修の場で集まった人々の間

こ数年の受講者数は年間約三六〇〇

が必要であり︑これを前提としてはじ

の人的ネットワークの形成︑③新任管

センターの研修の特色は︑実務的な

めて最適な判断や指示が可能になる︒

業を企画立案︑的確に管理運営してい

専門知識を修得するとともに︑テーマ

そのための種々のコースが用意されて

人︑それぞれ全国各地の職場で活躍し

を体系的に学ぶことにある︒県や市町

いる︒

理職研修のような一種の儀式︑の三つ

全国建設研修センターのような全国

村の職員には︑さまざまな地域政策の

﹁職員研修所研修﹂は︑ひとくくり

くためには︑職員は幅広い知識と視野

単位の研修所の場合︑そこに集う人々

実現のために︑総合的な判断力が必要

で議論されることが多いが︑その内実

ている︒

とのインターアクティブな会話︑やり

とされる︒自治体のまちづくり︑地域

は種々のものを含んでおり︑様々に分

があると言われる︒最後のものは︑そ

とりや︑その後のメールでの情報交換

づくり︑公共施設整備などの計画作成

類され得る︒

れに参加できることがインセンティブ

などが大きな意義を持つことも多い︒

にあたってはコンサルタントに委託す

になっているという意義がある︒

それぞれ別々の組織から派遣されてい

全国建設研修センターの研修風景
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みた︿図表２﹀
︒

か︶という観点の二つの軸で分類して

力か自治体職員一般に求められる能力

必要とされる能力の専門性︵専門的能

つ必要とする能力か︶という観点と︑

ここでは︑研修ニーズの時間軸︵い

村アカデミーなどが提供するものが多

都道府県の研修センターや︑全国市町

のタイプのものは殆どない︒
これらは︑

設研修センターのメニューの中にはこ

てもらおうとするものである︒全国建

えて︑それを身につけて実践で役立て

対象として︑特定の知識やルールを伝

バーとして活躍するだろう︒

き︑この受講者は事業遂行の中核メン

は二年以内に当該事業が始まったと

が多いだろう︒しかし一年以内あるい

業に取り組むのは︑すぐではないこと

修を受けた受講者が︑実際にＰＦＩ事

施設等の整備・運営﹂の五日間集中研

的に考えると︑自学の種を蒔く︑自学

効果はすぐには目に見えないが︑長期

研修は︑
このタイプに入るものが多い︒

いる︒各自治体で行われている階層別

校派遣研修なども同様の問題を抱えて

トも曖昧になりがちである︒自治大学

の場合︑効果測定は困難で︑ターゲッ

まず︑短期需要充足型で専門的な研
長期需要充足型で専門的な研修とし

需要充足型の場合は︑効果測定も行い

ターゲットが明確である︒また︑短期

以上の三つのタイプの研修は比較的

といった効果が考えられる︿図表３﹀
︒

の芽が出る︑
自学の畑をきれいにする︑

いだろう︒

れる︒それぞれの実務担当者が事務処
ては︑特定職種︵例えば保健師︶など

修として︑財務事務研修などがあげら
理を円滑に進め︑事務処理の均一化を

評価﹄
︵ぎょうせい︑二〇〇八年︶

︱職員採用・人事異動・職員研修・人事

・稲継裕昭﹃プロ公務員を育てる人事戦略

︵学陽書房︑二〇〇九年︶

・稲継裕昭
﹃現場直言！自治体の人材育成﹄

においた受講が必要だろう︒

民サービスの向上に役立てるかを念頭

るに際しても︑職場に戻っていかに住

らない︒研修所における研修を受講す

能力開発に取り組んでいかなければな

サービスの向上﹂を目指して︑自学︑

員自身が自治体の究極の目的︑
﹁住民

発の主体は本人自身である︒最後は職

刺激する端緒︑能力開発のきっかけづ

最後に繰り返しておきたい︒自学を

やすい︒成果が目に見えるという特徴

稲継作成

の定期的な知識フォロー研修などが考

自学

図るために実施されるものである︒知

種を蒔く

がある︒

芽が出る

えられる︒全国建設研修センターのメ

〈図表３〉

識を付与し︑短期間でそれを身につけ

交 渉 能 力 向 上 研 修、
問題解決能力向上研
修、 自 治 大 学 校 等 派
遣研修

くりは任命権者や︑管理監督者︑研修

法 制 執 務 研 修、 人 事
評 価 者 研 修、 被 評 価
者研修

図表で右下に分類されるもの︑すな

一般的

ニューの中では︑
例えば︑﹁官民連携
︵Ｐ

専 門 職 の 育 成 研 修、
コア人材の育成研修、
民法行政法研修

てもらって︑職場に戻ったらすぐにそ

庶 務 担 当 者 研 修、 財
務 事 務 研 修、 技 術 研
修、 税 務 研 修、 戸 籍
実務研修

所が提供する︒しかしながら︑能力開

専門的

わち︑長期需要充足型で一般的な研修

研修ニーズの時間軸

ＰＰ・ＰＦＩ︶︱官民連携による公共

〈図表２〉職員研修所研修の分類

れを実践してもらうことが予定されて

長期需要充足

いる︒全国建設研修センターのメニュ
ーでいうと︑実務的な短期集中研修の
多くがここに分類されるであろう︒三
日間から五日間のコースを中心に多数

畑をきれい
にする
自学の畑

が用意されている︒例えば﹁公共工事
契約実務﹂の三日間コースを終了した
担当者は︑職場に戻ってすぐにそこで
学んだ知識を実践で活用することがで
きる︒
次に︑短期需要充足型で一般的な研

短期需要充足

研修
内容の
専門性

修として︑人事評価者研修などがあげ
られる︒ある特定の実務担当者という
括りではなく︑より一般的に職員全体
︵あるいはそのうちの特定の階層︶を
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点

建設コンサルタントに必要と
される能力と人材育成
集
特

の形成︑エネルギー問題など︑大きな

規模災害を踏まえた安全・安心な国土

震災の復旧・復興︑今後予想される大

どが顕在化している︒また︑東日本大

の低下︑財政縮小︑投資余力の減少な

高齢化社会へ突入しており︑経済活力

我が国は本格的な人口減少と少子・

建設コンサルタントを取巻く環境

視

設計付工事やＤＢ方式による契約︑３

業務の契約︑工事の効率化を図る詳細

術者の不足などに対応するＰＭ／ＣＭ

Ｐなどの官民連携や行政機関内土木技

に︑ＰＦＩなど民間資本の活用︑ＰＰ

んでいくことが求められている︒さら

既存インフラの長寿命化などに取り組

のため︑新規事業の優先順位の検討︑

朽化対策なども急務となっている︒こ

故などに代表される既設社会資本の老

な確保は期待できず︑笹子トンネル事

・拡大する役割と領域で積極的に活躍

標に掲げ︑

る自律した建設コンサルタント﹂を目

像として︑
﹁社会資本整備をリードす

ビジョンは建設コンサルタントの将来

たビジョンの改定を検討中である︒新

契機に︑社会環境の変化などを踏まえ

コンサルタンツ協会は設立五〇周年を

うことが期待されている︒現在︑建設

ートナーから代理人としての役割を担

れ︑建設コンサルタントが事業者のパ

Ｐ Ｐ Ｐ や ピ ュ アＣ Ｍ 業 務 等 が 発 注 さ

ルタント

・技術を磨き︑技術を競う建設コンサ

する建設コンサルタント

Ｄ設計を活用したＣＩＭなど新たな技
術の導入も進められている︒このよう
に事業執行の多様化が進み︑建設生産
システムの再検討が必要な時期となっ

論されている﹁防災・減災に資する国

重要な課題である︒とりわけ︑現在議

連携によるアジア地域への国際貢献も

もに︑社会資本整備の意義や方向性な

設計者としての技術を向上させるとと

﹁自律﹂とは︑受身体質を抜け出し︑

を目指すものとしている︒

・健全な企業経営のもと優秀な技術者

課題を抱えている︒一方で︑社会の成

土強靭化基本法﹂などの計画的社会資

どについて︑自ら方針を定め︑積極的

てきた︒また︑アジア地域で中国︑韓

熟化に伴い︑多様な価値観や心の豊か

本整備の動きは︑これまで発注者のパ

にそのベクトルに向かって努力すると

が活躍できる建設コンサルタント

さを満足させる質の高さ︑より効果

ートナーとしての役割を担ってきた建

国などが台頭するなか︑わが国の官民

的・効率的な整備・運営など︑社会資

いう姿勢である︒即ち︑
スペック依存・

東日本大震災の復旧・復興事業では

解を提案する︒即ち︑性能規定型業務

それぞれのシナリオのプロセスや最適

ニーズを把握し︑シナリオを検討し︑

設コンサルタント技術者の活用が期待
く変化してきている︒
現在︑東日本大震災の復旧・復興事
業で一時的に公共投資の総額は維持さ
れているものの︑新規投資への継続的

これからの建設コンサルタント

本とその整備に対する要望と質が大き

（一社）建設コンサルタンツ協会常任委員長
（株）建設技術研究所代表取締役社長

マニュアル依存から離れ︑自ら社会の

村田 和夫

されるところである︒

これからの
建設人材
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これからの建設人材

目的としている︒

など

る建設生産システムをリードし︑透明

経営基盤
・収益性の確保
・労働環境の改善

への移行︑政策提案のできる建設コン

品質基盤
・コア技術（調査・計画・設計）
力
の維持、向上
・チェックシステムの構築 など

年・中間層の離職者の増加により生産

倫理基盤（CSR）
・産業倫理、企業倫理、技術者
倫理の堅持
・関連法令の遵守
・社会貢献（CSR）の充実 など

一方︑平成十年以降の公共投資の継

３つの産業（企業）基盤

性を確保しつつ必要に応じ建設業や建

など

サルタントになり︑自律した産業︑自

⬆
⬇

など

年齢の高齢化が進んでおり︑人材の確

企業の特質を活かした自律した経営の実践
・企業特性に応じた役割と組織体制の確立
・多様化する顧客ニーズへの対応
（多様な調達への対応など）
・性能規定型対応と政策提案型対応の事業展開
（自立と自律の両輪で）
・柔軟な企業間連携
・魅力ある産業の構築

続的減少は︑建設コンサルタントの利

技術者を活かす組織力の充実
・技術者評価への対応
・優秀な技術者の確保と育成
・技術者のキャリアパスの形成
・魅力ある職場環境の整備

設関連業と協働し︑新たに必要となる

技術競争市場の充実と技術開発
・技術を支える技術競争市場の充実と拡大
・適正な技術評価による技術競争市場の形成
・品質確保と信頼性向上のための技術力の向上
・コア技術・周辺分野技術の開発と充実
・技術開発（官民連携、独自開発）体制の構築
・将来ニーズの掘起しと関連技術の開発
など

⬆
⬇

多様な事業ニーズ（コア分野・周辺分野）への取組み
・維持・修繕・補修等を含む国土強靭化への取組み
・新事業執行形態
（PFI・PPP、
CM等）
への取組み
・社会貢献への積極的参加と戦略的広報
・シンクタンク系業務（政策提案型業務）
への取組み
・SPC事業主等への取組み
・インフラパッケージ輸出など海外展開への取組み など

律した技術者として活躍することを目

⬆

自律した産業への転換（〜受身体質からの脱却と将来ニーズへの掘り起こし）

保・育成は大きな課題となっている︒

社会資本整備をリードする自律した建設コンサルタント（自律した産業、自律した技術者）
・拡大する役割と領域で積極的に活躍する建設コンサルタント
・技術を磨き、技術を競う建設コンサルタント
・健全な企業経営のもと優秀な技術者が活躍できる建設コンサルタント

益率の低下を招き︑厳しい経営が続い

⬇

これからの建設コンサルタントのあるべき姿

テーマを掘り起こし︑国民が安心して

⬇

指すものである︒さらに︑建設産業全

など

【インフラ関連（国外）
】
・アジア諸国の台頭（中国・韓国・インド等）
・アジア地域の市場化の拡大と競争の激化
・政府提唱のインフラパッケージ輸出
など

【課題（順不動）】
・発注者依存（受身）体質からの脱却
・技術競争市場への対応
・（経営基盤の充実等）業界の魅力向上
・品質の維持・向上（コア技術力の維持向上）
・変化する社会ニーズへの対応
（ニーズの把握、老朽化対策等新技術の開発）
・国際化、
国際市場への対応
（国際競争力の確保）など

ている︒特に︑近年は︑他の建設産業

【インフラ関連（国内）
】
・公共投資の減少（公共事業の縮小・停滞）
・老朽化した社会資本の顕在化
・建設生産システム（調達・事業執行）の多様化

快適に暮らせる社会を実現することを

建設コンサルタントの現状と課題
【現状】
・中小企業が大多数、企業数の維持
・価格競争の激化（減少する受注金額）
・脆弱な経営（産業）基盤
・生産体制の高齢化（若年層の減少と若年・中間層の離職）
・品質の低下
など

体に視野を拡げ︑社会資本整備に関わ

とりまく環境の変化
【社会全体】
・本格的少子高齢化社会に突入
・東日本大震災など自然災害の頻発
・景気の低迷（一部転換の兆しか）
・社会的要請の内容と質の変化（地域化・多様化）など

図．建設コンサルタント 21世紀新ビジョン
（検討中）
／３つの基盤と4本の柱
と同様に若年技術者の入職減少と若

自律した建設コンサルタントに
なるために

︵１︶求められる能力

新ビジョン︵図参照︶では︑自律し

た産業への転換︵〜受身体質からの脱

却と将来ニーズへの掘り起こし︶を目

標とし︑四つの行動︑①多様な事業ニ

ーズへの取組み︑②技術競争市場の充

実と技術開発︑③技術者を活かす組織

力の充実︑④企業の特質を活かした自

律した経営の実践への取組み︑を掲げ

ている︒

このような建設コンサルタントにな

るためには︑専門技術力の深耕︑コミ

ュニケーション力︑人間対応力などが

必須である︒また︑自律的に自己の能

力を継続的に維持・向上・開発できる

技術者︑自己のキャリアパスを意識し

て自らを鍛える能力を持つ技術者が求

められている︒

①技術者に期待される能力︵技術力︶

︵専門技術力の向上と活用力︶

建設コンサルタントは︑専門家とし
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の役割に応じて必要な技術力は多少異

になる︒管理技術者︑担当技術者など

である︒多くはチームで活躍すること

ての専門技術力を有することが大前提

ためには︑課題発見力に磨きをかける

理力 等である︒特に自律的な活動の

分析力︑判断力︑業務遂行力︑工程管

課題解決力︑発想力︑企画力︑構想力︑

対話では︑相互の理解が肝要である︒

である︒発注者との対話︑住民等との

基本となるのがコミュニケーション力

教育・指導力等があげられる︒特に︑

野ごとの技術研修会・講習会・見学会︑

新入社員研修︑品質セミナー︑技術分

通する研修を行っている︒たとえば︑

建設コンサルタンツ協会でも会員に共

ここでは前述の専門技術力に加え︑

張感を持って学んだ経験
︵ＯＪ Ｔ︶
であ

マネジメントセミナー︑業務研究発表

織内外の︶他者の技術を把握し︑適切
公共事業に携わる建設コンサルタント

建設コンサルタントの資源は人材で

る︒仕事が人を作り︑技術を向上させ

独善的な対応は︑誤った理解を生み︑

な技術を的確に活用して問題解決を図
に期待される能力について記載する︒

ある︒
資源であるとともに財産である︒

る︒東日本大震災の現場ではＰＰＰな

ことが必要である︒

ることになる︒このためには︑最新の
先ず建設コンサルタントは︑発注者の

技術者が評価され︑業務成果が評価さ

どの新しい事業執行形態を試行してい

なるが︑顧客︵発注者︑国民︶のニー

専門的技術動向の情報を収集し︑その

パートナー・代理人として公正な倫理

れ︑その成果によって次の業務の受託

るが︑
相応の効果を発揮している︒ＣＭ︑

会などの開催である︒これによって会

知見を理解する必要がある︒

観を有して課題解決することが期待さ

に結びつく競争市場では︑優秀な人材

ＰＰＰなどの仕組みが地方自治体など

誤った解決策を提示するなど︑手戻り

専門技術分野は︑所属する企業︑企

れる︒契約入札制度の理解︑独禁法の

の確保と育成は最重要事項の一つであ

にも活用されそうであり︑将来を見据

②建設コンサルタントに期待される能力

業内の役職︑技術者個人の指向するキ

理解︑河川法や道路法などの理解︑各

る︒一方︑適正に運用される技術競争

えた人材の育成のためには同様な業務

ズを的確に理解し︑自身の技術と︵組

ャリアパスによって力点が異なってく

種基準類の理解など関連法令の遵守は

市場の拡大・充実が優秀な技術者を育

者︑全方位型技術者など︑技術の深さ・

せるＴ型技術者からΠ︵パイ︶型技術

門家として当該分野の技術力を向上さ

業務が散見されることを考えると︑専

られている︒さらに一般社会人として

で行動するための人間対応能力が求め

の問題対応力とともに︑チームワーク

解決する建設コンサルタントには︑先

多様な技術的課題に対してチームで

にすることが必要である︒

境を整備し︑技術の継承を確実なもの

は技術者個人が力を発揮できる執務環

に繋がることになる︒さらに︑各企業

て︑課題対応力・人間対応力の底上げ

り上げていくためには︑三者の連携が

に︑タイムリーに︑相応なコストで作

れている︒良質な社会資本を︑効果的

タント︑施工業者の三位一体で整備さ

社会資本は︑発注者︑建設コンサル

を継続的に出件することが望ましい︒

最も効果的なのは︑業務を通じて緊

分野の広がりなどを拡大していくこと

各企業が制度として実施している人

不可欠である︒各々の役割︑業務内容

︵２︶人材育成

員の技術力の向上に努めている︒

る︒但し︑業務内容や執行形態が多様

倫理堅持の前提条件である︒

を生ずることになる︒

化し︑一専門分野だけで解決できない

が期待される︒種々の専門技術を駆使

材育成は集合研修が主体である︒これ

の確保・向上︑公共土木事業を行う技

︶
の リ ベ ラ ル・ ア ー ツ︵ liberal arts
を高めることも期待される︒

術発表会︑資格取得研修などの企業内

術者の確保︑育成︑優秀な人材の流出・

して課題解決にあたるためには︑以下

人間対応力には︑コミュニケーショ

研修以外に︑外部団体への研修参加な

流失を防ぐために︑人材育成に関する

を理解して︑共通の課題である技術力

が期待される︒

ン力︑プレゼンテーション力︑説得力︑

どがある︒各社とも様々な工夫によっ

連携を検討すべきであろう︒

には階層別研修︑管理職研修︑社内技

◆課題対応力

交渉力︑調整力︑合意形成力︑マネジ

て能力の向上に努めている︒
︵ 一社 ︶

◆人間対応力

課題対応力には︑次のような能力が

メント力︑行動力︑リーダーシップ力︑

のような活用力・対応力︵課題対応力︶

あげられる︒情報収集力︑
課題発見力︑
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担う重要な役割を果たしており︑その
最前線で頑張る現場職員に与えられた
使命は大きい︒また︑建設業の裾野は
広く︑現地・単品生産のため︑建設現

晃

これからの
建設人材

（株）フジタ 建設本部
土木エンジニアリングセンター技術企画部長
（兼）マッドキラープロジェクト室長

教育が難しい環境にあるといえる︒

現場内のコミュニケーションやＯＪ Ｔ

職員の構成はアンバランス化しており︑

値﹂を生み出す︶に向かって自ら考

徹底して追求する・
﹁独自性ある価

に総力で答える・
﹁品質と収益﹂を

②自らを変革・個人力を強化し︑組織

え︑自ら行動する人材を育成する︒

工程管理︑品質管理︑安全管理︑原

行動によって成果を出せる人材を

②現場職員の負担増加
価管理などの基本的な管理手法やコン

③高いマネジメント力と強いリーダー

育成する︒

ちろんのこと︑地元対応︑イメージア

シップを備えた幹部人材を意図的

クリート・山留めなどの専門知識はも
ップ活動︑環境対策︑総合評価技術提

に育成する︒

値を創造する専門家を育成する︒

④技術を磨き︑フジタの独自性ある価

案の履行など現場職員の負担が多くな
っている︒

︵２︶技術者教育の重要性

Ｔ﹂を主軸とし︑
節目毎に﹁ＯＦＦ・

⑤育成にあたっては﹁場を与えるＯＪ
技術などの専門知識︑現場経験に加え︑

Ｊ Ｔ﹂を組み合わせて行う︒

工事を進めるためには︑建築・土木
その場の状況にあわせた迅速な対応が
や専門的な知識が求められ︑現在行っ

ら様々な自然条件︑現場条件をクリア

工事は︑技術力と知識を駆使しなが

︵２︶人材育成の考え方
ている仕事をしっかり習得することや︑

することにより︑決められた工期内に

求められる︒従って︑高度な管理手法

教育や研修などを通して計画的に人材

所定の品質を満足するように︑オフィ

ム︑道路︑橋梁等のインフラを造るも

スビル︑住宅︑病院などの建築物︑ダ

育成を図ることが極めて重要となる︒

フジタの人材育成

な問題点が顕在化してきた︒

方針であり︑その基本方針五項目を以

るというのがフジタの人材育成の基本

﹁自ら考えて行動できる人材﹂を育て

バルで活躍できる人材の育成を視野に

拡充かつ複雑化している中で︑グロー

場における対応すべき業務の範囲は︑

中核をなすことは言うまでもない︒現

のづくりの仕事である︒施工管理力が
①現場職員の年齢構成のアンバランス化

下に示す︒

入れながら︑いかに技術の伝承を行う

︵１︶人材育成基本計画

所長と職員が親子のような年齢構成で

①フジタが求める人材像︵顧客の課題

現場職員の減少はもちろんのこと︑
あったり︑職員の一人配属など︑現場

術提案の導入などにより︑以下のよう

の激化︑団塊世代の退職︑総合評価技

境は変化しており︑低価格による競争

いる︒そして︑建設現場を取り巻く環

藤岡

集
特

建設業は︑わが国の社会資本整備を

︵１︶建設業を取り巻く環境

技術者教育の重要性

フジタ建設大学による
人材育成の取り組み

場毎に作業環境・現場条件が異なって
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例
事

か︒施工管理能力を育て︑さらに後輩

に伝えるには︑その能力が一番必要と

なる現場で先輩や所長が手本を示し︑

本人が模倣や体験するＯＪ Ｔが適して

いる︒現実には︑ＯＪ ＴとＯＦＦ・Ｊ

Ｔを状況に応じて使い分け︑ＯＪ Ｔを

補完する形でＯＦＦ・Ｊ Ｔを実施する

ことにより︑技術の伝承を図ることが

不可欠となる︒ＯＦＦ・Ｊ Ｔの主要メ

ニューのひとつに﹁フジタ建設大学﹂

がある︒

フジタ建設大学

講座ある︒新入社員から一年間に集合

︵１︶フジタ建設大学とは

建設大学は︑建築・土木の技術・ノ

教育講座と通信教育講座を︑各一講座

フジタは技術を売るものづくりの会

史をもつ﹁フジタ建設大学﹂である︒

ウハウを中心に教育プログラムが用意

受講することを基本としている︒講座

社であり︑その根幹となる知識や専門

建設大学は︑同世代の社員による定期

されており︑技術学科とビジネス学科

の内容は基本的な技術を教育するもの

性を高める教育の場のひとつとして位

的な集合教育である︒建設大学の最大

に分けられ︑技術学科は建築・設計・

置づけられるのが︑三〇年を超える歴

の特徴は講座の内容にあり︑現場経験

となっており︑一方的な講義だけにな

ム事例による管理能力アップなども行

設備・土木・機電に分類される︒

建築・設計・設備の建設大学は︑仮

っている︒講師は︑社内のベテラン技

をベースとした実務に即した内容が盛

場として︑その講座には貴重な成功経

設︑コンクリート︑事務所ビル︑耐震・

術者を中心にしながら︑材料メーカー

らないように演習を取り入れ︑クレー

験︑失敗談など︑生の声が多く含まれ

免震技術︑塗装・防水・空調・衛生・

や施工会社の支援を得ている︒

︵２︶建築・設計・設備

ており︑諸先輩の知恵を伝えていく場

電気︑コストプランニングなど︑二二

り込まれている︒フジタの技術伝承の

であるといえる︒

〈表１〉 土木・機電における建設大学必修科目（若手教育）
講座名

対象者

習得スキル

1

土木実践研修塾

入社1年目

社外研修施設による体験型教育を実施し、よ
り実践的で体に染み付く教育を行う。作業所
業務において即戦力として溶け込めるよう必
要な実務基礎技術を身に付けさせ、安全・品
質上のトラブルの防止をはかる。研修内容（測
量実習、CAD実習、材料学（土質・コンクリ
ート）、写真管理、安全管理）

2

計測と制御

入社４年目

建設工事における計測・制御の理解と実習を、
事例紹介や演習を通して理解する。情報化施
工などの最新技術・情報を理解し、施工、技
術提案に活用する。

3

仮設

入社５年目

仮設工事の計画・設計・施工管理における仮
設構造物の選択と安全チェック算定、経済性、
強度確認などに必要な知識・技術を修得する。

4

コンクリート

〃

不具合から見た施工管理のポイントを中心に、
材料・配合設計など施工段階での品質管理に
必要な施工管理技術及びコンクリートのひび
割れ、劣化調査の概要を修得する。

5

土質

入社６年目

土質力学・地盤工学の専門技術者の養成。土
質力学の基礎知識を習得し、施工対応能力の
向上を目指す。

6

岩盤

入社７年目

岩盤力学・地質工学の基礎的、応用的技術の
習得。岩盤力学・地質工学の基礎知識を習得
し、施工対応能力の向上を目指す。

7

環境

入社９年目

建設工事における環境保全、公害防止の概念
を学習する。

〈表２〉 土木・機電における建設大学必修科目（専門教育）
講座名

対象者

習得スキル

︵３︶ビジネス学科

ビジネス学科は︑事務系職員を中心

に新入社員から各階層において事務系

以外の職員も参加できる公募型の講座

も開催している︒事務系実践研修塾︑

プレゼン力強化講座︑
経理実務講座︵経

理全般︑会計・財務︶
︑リーガルマイン

ド実践講座など︑一〇講座がある︒現

場事務での実務基礎力の養成︑プレゼ

ンのスキル強化︑経理処理や決算書の

1

ダム

ダム施工計画・施工管理技術の蓄積と技術伝
承の実施。ダム技術者の連携強化、情報交換
を図る。

2

トンネル

トンネル工事（山岳工法）に関する基礎的、
応用的技術の習得。実践的な教育訓練を通じ、
ベテランから若手への技術伝承を図る。

シールド・推進

作業所長及び次席クラスのシールド工事の計
画及び管理技術の再教育。最新のシールド技
術の習得とシールド管理及びシールド基礎技
術の再教育。シールド工事の事故を踏まえた
社内通達事項に関する内容の周知と徹底。

3

20〜30代を
中心にした各
工種の技術者 施工技術の伝承と人材育成。
都市土木、構造物工事に携わる技術者の育成。

4

都市土木・構造物

5

橋梁・高架

橋梁、高架橋およびPC構造物の専門技術修得
と技術者養成。
実践に役立つ中堅・若手職員の技術向上。

造成（開発）

造成工事についての施工技術の伝承と人材育
成を図るため、実施工中の現場見学による知
識取得、許認可・営業の観点から造成工事を
見た戦略ポイントの把握、最近の造成工事の
知識習得、受講者等の各現場の情報交換等、
を実施する。

6
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理解︑実務で必要となる法律知識の習
得など︑広範囲にわたり基本から応用

①現場において監理技術者・所長を任
せられる︒

得する︒
﹁計測と制御﹂
︑
﹁仮設﹂
︑
﹁コ
ンクリート﹂
︑
﹁土質﹂
︑
﹁岩盤﹂
︑
﹁環境﹂

の教育・育成︑強化に︑力を入れてお

土木・機電の建設大学は︑若手職員

研修センターに入社一年目の新入社員

れる︒
﹁土木実践研修塾﹂は︑外部の

に示す選択科目︵専門教育︶に分けら

に示す必修科目︵若手教育︶と︿表２﹀

土 木・ 機 電 の 建 設 大 学 は︑
︿ 表１﹀

する︒

に示すように施工現場を見ながら︑各

め︑
現場での開催をベースに︑︿写真３﹀

〇代を中心にして各工種の技術者を集

選択科目︵専門教育︶は︑二〇〜三

真１﹀に受講状況︑
︿写真２﹀に実習

目を目途として若手を主体に行う︒︿写

の六つの講座は︑入社四年目から九年

り︑若手教育の基本方針︑及び若手教

を集め︑体験型教育を通して︑現場業

専門講座を実施している︒
講座名は
﹁ダ

②総合評価を受注できる技術者を育成

育の目標を定め実施している︒

務において即戦力として溶け込めるよ

ム﹂
︑
﹁トンネル﹂
︑
﹁シールド・推進﹂
︑

②入社一〇年目を目途に基礎教育を完

〈写真１〉受講状況

まで実務に直結した内容を扱っている︒

○若手教育の基本方針

うに︑測量実習︑ＣＡＤ実習︑材料学︑

﹁都市土木・構造物﹂
︑
﹁橋梁・高架﹂
︑
﹁造

︵４︶土木・機電

①現場の施工管理に役立つ実践的なも

写真管理︑安全管理などを行い︑現場

成︵開発︶
﹂の六つである︒土木工事

状況を示す︒

了させる︒

における最も基本的な技術︑技能を習

〈写真２〉実習状況

のとする︒

○若手教育の目標

いずれの講座も実習や演習を基とし

ジネス学科に分けられる︒現場業務に

築・設計・設備・土木・機電︶と︑ビ

よる定期的な集合教育である︒建築・

て︑現場見学を交えながら︑若手の技

おいて︑必要となる仮設︑コンクリー

における主要工種について︑
施工計画︑

術者が現場を進めていく上で︑習得す

ト︑山留め︑設備などの基本的な知識・

土木の技術・ノウハウを中心に教育プ

べき基本的な知識︑ノウハウを学習す

ノウハウ︑施工計画︑施工管理技術な

施工管理技術の蓄積︑技術の伝承など

る︒各講座とも開催頻度は原則として

どを習得し︑施工対応能力の向上を図

ログラムが用意されおり︑
技術学科
︵建

年一回で︑長年の経験を有する高度な

っている︒加えて︑同世代︑上の世代︑

を中心に行う専門講座である︒

専門知識を持つ専門家が講師として実

トワーク構築の効果も大きい︒

情報交換・情報共有を行うなどのネッ

ーションが図れ︑
より多くの人を知る︑

講師などと︑より広範囲にコミュニケ

〈写真３〉現場見学

施する︒

おわりに
フジタ建設大学は︑同世代の社員に
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めた︒その中で建設局建設技術マイス

タ ー 制 度︵ 以 下︑
﹁ マイスター制度 ﹂

という︒
︶の創設を決定し︑翌年度の

平成二一年度から運用を開始し︑指導

技術者︵以下︑﹁マイスター﹂という︒
︶

を認定してきた︒

平成二五年度は制度運用開始から五

年目となり︑建設局内で制度は概ね定

着してきている︒

そこで本報告は︑マイスター制度の

概要と共に︑平成二四年度の取組状況

︵認定状況と活動実績︶を紹介する︒

マイスター制度の概要

︵１︶制度の目的

マイスター制度は︑団塊世代の大量

退職による技術力の維持 向･上を喫緊
の課題と位置付けて︑平成二一年度に

が社会的な問題となった︒いわゆる二

平成十九年︑団塊の世代の大量退職

している状況であった︒また︑業務の

傾向を示し︑その質も高度化・複雑化

建設局職員一人ひとりの業務量は増加

おいても大量退職時代の中にあって︑

置付けられた︒当時︑東京都建設局に

承および能力向上に向けた取組等を

一年三月に局職員の技術力の維持・継

このため東京都建設局では︑平成二

る状況であった︒

ンハウスエンジニア︶が強く求められ

化等に的確な対応ができる公務員︵イ

優れた技術力を局全体で共有し活用す

﹁局﹂という︒
︶の職務に係る︑特定の

マイスター制度は︑建設局︵以下︑

︵第一条︶には︑以下のとおり制度の

建設局建設技術マイスター制度規定

創設されたものである︒

〇〇七年問題である︒官民問わず︑技

実施においては︑職員一人ひとりがそ

目的が規定されている︒

術力の維持・向上ならびにスムーズな

東京都建設局
土木技術支援・人材育成センター
技術支援課長

ることによって︑ＯＪ Ｔを横断的に行

吉原 信貴

﹁建設局におけるインハウスエンジニ

これからの
建設人材

の使命を果たすために必要な技術力を

はじめに

集
特

技術継承は組織の持続的な活動かつ効

実物大構造物モデルを用いた研修風景（講師はマイスター）

う環境を構築し︑組織として技術を効

建設技術マイスター制度

アの今後について﹂と題して取りまと

東京都建設局

有し︑都民ニーズや社会経済情勢の変

ＯＪＴを横断的に行う環境の構築

率的な運営をするうえで重要課題と位

事 例
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︵２︶マイスターの認定

装︑道路設備︑山岳トンネルの計画・
設計・施工・管理︑トンネル施設︑

率的かつ効果的に継承し︑以って局事
マイスターは︑
建設局長が認定する︒

②河川︵河川の計画・設計・施工・管

業の円滑な遂行に資することを目的と
技術職員である︒
︿図１﹀にマイスタ

理︑河川構造物︑砂防︑水門︑ダム︑

その他︶

ーの募集から認定までの流れを示す︒

河川設備︑その他︶
③公園・緑化︵公園の計画・設計・施

また︑
︿写真１﹀に平成二四年度の認

認定対象は︑職級を問わずすべての

〈図1〉 指導技術者募集・認定の流れ

する︒

指導技術者データベース登録

定式を示す︒

園 の 計 画・ 設 計・ 施 工・ 管 理︑ 動

工・ 管 理︑ 緑 化︑ 樹 木︑ 生 物︑ 霊

認 定 分 野 は 以 下 の 八 分 野 で あ る︒

物園の計画・設計・施工・管理︑そ

︵３︶認定分野
︵ ︶内は各分野における分類を示す︒

の他︶

クリート構造︑鋼構造︑地中構造物︑

該分類上の技術に関する職務経験

間の限定された事業での経験は五

年未満であっても認める︶

③後進の指導育成に熱意を持って取り

組んでいる︒

工程管理︑施工設備︑施工機械︑積

開発・区画整理を含む︶
︑施工計画・

真２﹀を着用する︒

し︑
業務を行う際には指導技術者章
︿写

マイスターの業務は以下のとおりと

︵５︶マイスターの業務

算︑建設マネジメント︑地下水︑そ

関 係 機 関 と の 調 整︑都 市 計 画︵ 再

⑧計画・調整・環境︵住民合意形成︑

震防災関係︑その他︶

基礎︑斜面防災︵災害防除等︶
︑地

⑦地盤・防災︵土質・地盤︑土構造物︑

を五年以上有する︒
︵被災現場や期

て通算で十年以上携わり︑かつ当

②当該認定分野における職に原則とし

特に優れた見識・経験等を有する︒

①当該認定分野における技術に関して

たす技術職員を対象としている︒

以下の要件を︑原則としてすべて満

︵４︶認定要件

の他環境関係︑その他︶

〈写真2〉 指導技術者章
（マイスターバッジ）

材料一般︑その他︶

⑥構造・材料︵擁壁︑シールド︑コン

その他︶

も対象とする︶
︑ＧＩＳ︑システム︑

の他調査︵ 他分野に含まれるもの

⑤測量・調査︵測量︑交通量調査︑そ

理︑橋梁設備︑その他︶

④橋梁︵橋梁の計画・設計・施工・管

①道路︵計画・設計・施工・管理︑舗

〈写真1〉 建設局建設技術マイスター制度指導技術者認定式

指導技術者認定授与式
︵認定証とバッジ授与︶

局長認定

指導技術者候補認定審査委員会
が候補として局長へ推薦

指導技術者候補認定審査委員会

センターが推薦受付
指導技術者候補認定審査委員会
に付議

所属部・所長による推薦

所属課長が候補者と面談︑
所属部・所長へ推薦

自薦︵個人の申請︶
推薦︵所属課長の推薦︶

センターから募集案内
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現場確認や追加情報を求めることがで

助言にあたり必要と判断する場合は︑
化作業を行う︒

り︑講師等を担当して暗黙知の形式知

〈図2〉 制度運用の流れ

①相談への技術的助言
マイスターは︑東京都土木技術支
③暗黙知の形式知化

建設局ナレッジマネジメントシステム

⑧計画・調整・
環境 73件
18％

部︵所︶から一名程度とし︑全体で二

なお︑平成二四年度は募集人数を各

ッジマネジメントシステムに公開し

②マイスターの技術情報を建設局ナレ

等からのマイスター制度に関する

③他局及び国︑地方自治体︑マスコミ
認定を受けた︒

①質問 相･談に対する技術的助言の件
数の調査を年三回実施し︑内容の

︵３︶技術的助言に関するまとめ

した︒

問い合わせに対応し︑情報を提供

④二二名中二〇名が土木職

量 調･査︑地盤 防･災の六分野で認定
③五〇歳以上が約五割

②道路︑河川︑公園 緑･化︑橋梁︑測

①二二名を認定

平成二四年度は二二名のマイスターが

た︒

を平成二四年九月に実施した︒

象としてマイスター制度の説明会

①主に新規採用職員︑局間異動者を対

︵２︶制度の広報活動

⑤課長補佐︑係長級が約五割

④橋梁
34件 ③公園・
8％
緑化 ②河川
44件
24件
11％
6％

〇名程度の募集を行った︒その結果︑

の概要は次のとおりである︒

平成二四年度に認定したマイスター

︵１︶平成二四年度認定の概要

︵認定状況と活動実績︶

平成二四年度の取組状況

等を把握している︒

期的なアンケート調査を実施して内容

をすることが多く︑その活動状況の定

マイスターと相談者が直接やり取り

︿図２﹀に制度運用の流れを示す︒

︵６︶制度運用の流れ

暗黙知の形式知化作業を行う︒

マイスターは︑センターと協力して

きる︒相談への助言はセンターに報告

データベース化
と情報管理

①道路
176件
43％

全相談件数
411件

援・人材育成センター︵以下︑
﹁セン

専門分野に関する研修を行うにあた

し︑センターが記録する︒

土木技術支援・人材育成センター

⑤測量･調査
49件
12％

ター﹂という︒
︶が仲介する局職員か

回答

⑥構造・材料
10件 2％

②研修講師等

マイスター
相談者

⑦地盤・防災
1件 0％

らの技術的相談について︑自らの専門

依頼
アンケート調査

回答
情報検索

指導技術者情報データベース
・認定分野の情報
・保有する技術、経験
相談情報データベース
・相談事例の蓄積
・暗黙知→形式知データ

認定分野
1 道路
2 河川
3 公園・緑化
4 橋梁
5 測量・調査
6 構造・材料
7 地盤・防災
8 計画・調査・環境
依頼

認定分野の技術にお
いて特に優れた見識・
知 識 を 有 し、 後 進 の
指導育成に熱意を持
つ技術者
相談
回答
・詳しい情報が欲しい
・職場内で議論したが
解決策が見出せない
など

研修講師
等の依頼
・メールを活用した相談・回答
・電子掲示板を活用した指導技術者の議論

的知見︑
経験等に照らして助言を行う︒

建設局建設技術マイスター制度の活用

〈図3〉 分野ごとの相談件数
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把握をした︒

︵５︶暗黙知の形式知化
暗黙知の形式知化の活動の一環とし

分布について示す︒

︵１︶分野別

このため︑マイスターへのインタビ

ューや研修講義のビデオ化などに取り

組むと共に︑
職員の意見を聞きながら︑

より効果的な暗黙知の伝授方法を構築

道路が四四名︵三三％︶と一番多く︑
次いで河川が二三名︵一七％︶で︑こ

したいと考えている︒

て︑以下の事例を実施した︒
主にマイスターによる説明などをテ

の二分野で半数を占めている︒
︿図４﹀

②平成二四年度の電話 面･接等による
相談業務は四一一件であった︒︿図３﹀
③代表的な技術的助言についてマイス
キスト化︑
映像化することに取り組んだ︒

︵２︶マイスター制度の更なる充

ターにヒアリング等を実施し︑
﹁課

︵２︶年齢別

①説明会︑見学会における質疑応答の

平成二一年度に運用開始されたマイ

実と発展への取り組み

と一番多い︒五〇歳以上が九四名︵七

スター制度は今年度で五年目を迎えて

五五歳〜五九歳が四一名︵三〇％︶

・実物大構造モデルを用いた説明会

〇％︶
と︑
全体の七割を占めている︒
︿図５﹀
土木職が一一七名︵八八％︶と一番

断的に行う環境を構築し︑組織として

力により︑本制度の目的︵ＯＪ Ｔを横

いる︒この間︑関係者職員の熱意と努

・研修のビデオ撮影を行い︑編集して

多く︑次いで造園が七名︵五％︶で︑

︵３︶職種別

ＤＶＤを事務所に配布︵ＯＪＴに活用︶

って局事業の円滑な遂行に資するこ

と︶の達成に向けて︑着実に推進して

いる状況である︒

一方︑本制度の運用方法やマイスタ

ー活用のあり方など︑本制度の改善を

求める声︵意見 要･望等︶が寄せられ

ている︒

このような状況から︑今年度は︑こ

れまでのアンケート調査だけでなく︑

アリングを実施した︒また︑マイスタ

に全力を尽くす所存である︒

今後︑これらの意見 要･望等を委員
会に諮り︑本制度の更なる充実と発展

﹁現場の生の声﹂を直接聴く事務所ヒ

﹁技術継承 維･持﹂を行うためには︑マ
イスターの暗黙知の形式知化が重要で

ーの意識調査も実施した︒

マイスター制度の主な目的である

︵１︶暗黙知の形式知化への取り組み

今後の課題と取り組み

で︑係長級以上で六割を超えている︒

係長 次･席が四八名︵三六％︶と一番
多く︑
次いで課長補佐が四〇名︵三〇％︶

︵４︶役職別

技術を効率的かつ効果的に継承し︑以

②マイスターが行った技術研修の記録

・事務所主催のモデル見学会
︵部所研修︶

記録

題解決事例シート ﹂を作成し︑建
設局ナレッジメントシステムに掲
載︵累計四六件︶した︒

︵４︶研修講師等の活動
①局実施の技術研修の講師︵施工管理
基礎科など︑のべ六九名︶

〈図4〉分野別のマイスター分布状況（局在籍）
〉
別
イ タ
布状況（ 在籍

この二職種で九割を超えている︒

〈図5〉
〈
〉 年齢別
年齢別のマイスター分布状況
イ タ
布状況

②技術管理委員会への参画︵事業部会

②河川
23名
17％

マイスターの構成分布

55歳〜59歳
41名
30％
50歳〜54歳
26名 20％

道路工事設計基準分科会座長など︑

⑧計画・調整・
環境 13名
10％
⑦地盤・防災
13名 10％

現在局に在籍するマイスターの構成

年齢別
133名
45歳〜49歳
25名
19％

のべ三三名︶

分野別
のべ134名

⑤測量･調査
15名
11％
④橋梁
11名 ③公園・
緑化
8％
9名
7％

①道路
44名
33％
⑥構造・材料
6件 4％

60歳以上
27名 20％
40歳〜44歳
13名
10％

③実物大構造モデル説明会
︵のべ八名︶

1％
1名
30歳〜39歳

ある︒
暗黙知は︑ノウハウ︑失敗 成･功の
経験知や︑設計 監･督のポイントなど︑
言葉や文字に表しにくい知識である︒
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これからの建設人材
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