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防衛施設の建設工事に従事する技術者の育成に関する調査研究（平成２５年度）  

 

 

１ 調査研究の背景と目的  

  防衛施設建設に係る設計及び工事の監督業務に従事している技術系職員（建築、土木、      

機械、電気、通信）は、防衛省内では約７００名であり、防衛省入省から定年退職まで  

の約４０年間、一貫して防衛施設建設業務に携わっています。防衛省内において防衛施  

設に係る技術的業務を担っているのは、これら職員のみであり、防衛施設の品質の確保、 

円滑な防衛施設の整備等は、偏に彼らに懸かっているといっても過言ではありません。 

  この防衛施設建設業務の担い手の状況を見ると、設計や工事監督等の豊富な経験を有  

するいわゆる団塊の世代が定年退職の時期となり、現場経験が少なく、設計や工事監理  

を外部委託により実施してきた世代が中心となってきています。これからの担い手が業  

務を行う上での技術や仕事上のノウハウの継承が重要になってきています。  

  また、防衛施設建設業務の実施環境は、入札制度が一般競争方式を中心としたものに  

変わり、入札のルールとして定着してきたことなどによって、発注者と請負者の関係も、 

それまでの発注者優位から対等な関係へと変化しつつあります。従来の「発注者優位」 

の考え方の中での「発注者の甘え」は、許されなくなっており、契約に基づく発注者の  

役割と責任を確実に果たしていくことが、強く求められると共に、そのような対応が適  

切に行われていない発注者は、選別されることになるものと考えられます。  

  これら以外にも、若者の建設業界離れなど、防衛施設建設業務を取り巻く実施環境は  

益々厳しさを増していくものと考えられています。このような中にあって、防衛施設建  

設を適切かつ円滑に進めるためには、防衛施設建設業務を担う技術系職員が、高い志と  

高い業務処理能力を持っていることが不可欠なことであります。  

  本調査研究は、このような観点から、防衛施設建設業務に従事する技術系職員の採用  

から幹部職員に至るまでの、計画的で継続的な育成策を立案し、提案することを目的と  

して平成２４年度から行っているものです。  

  平成２４年度は、  

  (1) 防衛施設建設業務の現状から、人材育成の課題等を抽出  

  (2) 防衛施設建設技術者育成の基本方針（案）の策定  

  (3) 防衛施設建設技術者育成基本計画（案）の策定  

 を行ったところです。本年度は、昨年度の調査研究結果を踏まえ、  

  (1) 防衛施設建設技術者の階層ごとの到達目標（案）  

  (2) ＯＪＴの実施プログラム（案）  

  (3) 「人が育つ仕事の仕組みづくり」の方針 (案 )の策定  
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  (4) 人材育成実施計画（案）の策定  

 を行うものです。  

 

２ これまでの調査研究の概要  

 （１）人材育成の課題等  

   防衛施設建設業務の現状を把握・分析することによって、人材育成を行う上での  

課題として、実施体制上の課題、人が育つ職場の観点からみた課題を以下のとおり  

抽出した。  

   ア . 建設工事の実施体制等の課題  

    (ア ) 国の行政機関であり、部署単独で人材育成を行うためには多くの制約があ  

      る  

       国の行政機関は、法律、予算及び内部規定により、その所掌が明確にされ、  

それを超えて業務を行うことが実質的にできない仕組みになっています。人  

材育成についていえば、通常、人事部局の所掌であり、ここが必要な予算や  

要員を確保することは、比較的容易ですが、業務の実施部局がこれを行おう  

としても不可能と考えられます。また、職員の配置についても、教育的な配  

置を行おうとしても、人事側の意向が強く働く場合もあることは否めないこ  

とです。  

       このように、業務の実施部局での人材育成には大きな制約がありますが、 

その制約の中でも、最大限の努力を行うことは、建設業務の実施という観点  

からのみではなく、防衛省を含めたより大きな観点から見ても意義のあるこ  

とであると考えられます。  

    (イ ) 職員は２～3 年毎の広域異動がある。  

       短期間の異動があることによって、職場の雰囲気や、上司の態度などが大  

きく変化し、職員は大きなストレスを受けることになります。人材育成とい  

う観点からは、指導方針が異なったり、人材育成に対する姿勢に相違があっ  

たりすると、成長が阻害される要因となりかねません。  

       どの地方局、部署に配属されても、当該者に適合した育成策が、継続的且  

つ系統的に行われるような措置が必要になると考えられます。  

    (ウ ) 多種の専門分野の集合組織である。  

       一つの建物を建設する場合には、建築、土木、機械設備、電気設備、通信  

という専門分野の職員が協力して行わなければならず、また、当該施設のユ  

ーザーまで広げて考えると、多くの立場や価値観の違う人たちと、協力し、 

調整しながら業務を進めなければならないという、避けて通れない特徴を有  

しています。  
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       これら関係者が、仮に、自分の立場、都合からだけで業務を処理していた  

のでは、仕事が円滑に進められることはあり得ず、必然的にチームワークが  

求められものです。  

    (エ ) 各担当者に対する業務負荷はかなり大きい。  

       担当者一人当たりの業務量としては、３～４億円程度と見込まれており、 

他の発注機関と比べると倍以上になっています。このような中で、職員は自  

己の成長のための研鑽をしていかなければならないわけですが、勢い「どん  

なやり方であれ、仕事をこなせばよい」ということになってしまいがちにな  

ります。このような状況では、「仕事は本来こうあるべき」ということが忘  

れられてしまい、関係者との摩擦が生じ、大きな事故につながる恐れも否定  

できない状況です。このようなやり方では、何よりも「仕事の面白み」を味  

わうことができず、仕事を通じて何かを学ぶということもできなくなってし  

まいます。  

       多忙な中でも、仕事に楽しみと、やりがいを感じられるように、仕事の仕  

組みを工夫する必要があると考えられます。  

    (オ ) 新人の即戦力化が求められている。  

       (エ )で述べたように、職員の業務負荷が大きいことから、新人でも「戦力」  

としてカウントせざるを得ない状況になっています。毎年、20 名程度入っ  

てくる新人を、できるだけ短期間で「戦力化」するための方策を講じること  

が大きな課題といえます。  

 

   イ . 人が育つ職場としての課題  

(ア ) 人材育成が経営戦略と結びついて議論されている。  

       国の機関等においては、通常、「○○が任務である」式で、兎にも角にも、  

当該機関の所掌事務を執行することが求められ、業務の実施に際して「人を  

育てる」という意識は希薄であると考えられます。少なくても、個人のレベ  

ルではあったとしても、組織的な取り組みとしてなされている例は稀であろ  

うと考えられます。  

       また、民間企業等においては、当該企業の在り方である経営理念、基本理  

念などが明示され、企業及び社員の行動の道標となっていますが、国の機関  

等にはこのようなものはありません。公務員の場合、「国民への奉仕者」「我  

が国の防衛を担う」という一般的な意識で動いているものと思いますが、例  

えば陸上自衛隊の「守りたい人がいる」というような、より職員を方向付け、  

動機付ける、組織としての「基本理念」を定めることによって、人の成長を  

促すことも考えられます。  
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(イ ) 「会社が期待する人材像」を定め、社内外に明示している。  

「彼は優秀だ」「彼は問題だ」などという話はよくされますが、「どのよう  

な点から優秀」と考えるのか、「どこが、どのような行動が問題」と考える  

のかということについては、あまり議論はなく、個々人で違う評価がなされ、 

処遇等で不公平が生じたりしてしまいます。  

    (ウ ) 目標計画の進捗をチェックし、各自の仕事ぶりを振り返る仕組みがある。 

年間の業務は、年度ごとの工事の発注計画と、発注済みの工事の進捗状況  

によって左右され、業務計画については、これらの計画に基づき、担当者単  

位で、各自の仕事の目安として作成される程度であります。  

個々人で作成された計画についても、実施中生じた課題やそれにどのよう  

に対応するかなどについて、振り返ることは個人単位ではあったとしても、 

職場として行うようなことは稀であると考えます  

各自で立てた計画や目標であっても、その実施状況を振り返り、仕事を改  

善することなどが行われ、そのことを職場にフィードバックすることで、担  

当者は勿論のこと、職場としての成長、改善が図られるものと考えられます。 

    (エ ) 頑張りや成果が顧客や同僚から認められ、成長実感を得られる場がある。 

建設工事に関する業務は、前にも述べたように、チームで実施するもので  

あり、しかも２～３年毎の異動となることから、優れた施設を設計しても、 

その施設が完成するまでその業務を担当することが稀であることから、達成  

感を得られ難い体制となっています。  

        現在は、どんなに難しい仕事でも「やって当たり前」で、頑張りや、創意  

工夫、関係者との良好な関係の構築の努力などが評価されることがあまりな  

いので、仕事の現状を踏まえた、各個人の仕事ぶりや能力を評価するシステ  

ムを検討する必要があるものと考えられます。  

       (オ ) チャレンジし甲斐のある仕事が社員に与えられる。  

              各職員が担当する業務は、量的にも質的にも、相当にボリュームのあるも  

のですので、チャレンジし甲斐のあるものであることは間違いないと考えら  

れます。しかしながら、各担当者への負荷が大きすぎて、周りからの支援が  

少ない場合には、大きな負担となり、かえってマイナスとなる場合もあると  

考えられます。  

          いずれにしろ、仕事の割り振りに当たっては、各人の成長も期待して、能  

力や取り組み意欲などを考慮して行う必要があります。  

       (カ ) 管理者は「部下を育てるのは自分の責任」と自覚している。  

「部下を育てるのは自分の責任」と自覚して仕事を行っている管理職は稀  

ではないかと考えられます。  
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         管理職にある者も、２～３年毎に広域異動をしていますので、自分自身が  

新しい職場に慣れるのに苦労すること、部下も２～３年毎に異動しているの  

で、部下である期間が短く、教え、育てるという意識になり難いということ  

もあるものと考えられます。  

       「部下を育てることが自分の仕事」という意識を建設工事に従事する関係  

者が広く共有すると共に、「どのようにして育てるか」というノウハウにつ  

いても共通の土俵で行われる必要があるものと考えます。  

    (キ )  職員は「自分の成長には自ら責任を持つもの」と思っている。  

        職員の「成長したい」という意欲は、強いものと考えられます。多くの仕  

事が割り振られることもあり。これを効率的に、しかも良い仕事をしたいと  

いう思いは、建設工事に係る業務に従事している職員誰もが持っているもの  

と考えたいと思います。  

        しかしながら、「どのようにしたら良い仕事ができるのか」、「成長できる  

のか」、「自分は将来どのようになれば成長したと言えるのか」など、具体的  

な「成長の指標」が示されていないので、各人が暗中模索している状況では  

ないかと思われます。  

        このような結果として、自信を失ったり、投げやりになったり、極端な例  

では、委託先に威圧的な態度を示すことで自分の立場を主張したりするよう  

になってしまい、折角の成長のチャンスを活かせない職員も居ると考えられ  

ます。  

        職員の成長意欲を活かせる仕組み、組織のマネジメントの在り方、リーダ  

ーシップの在り方などが検討される必要があるものと考えられます。  

(ク ) 自分の仕事ぶりを振り返って学び、次のアクションに活かすのが当たり前  

に行われている。  

       (ウ )で述べたように、自分の仕事ぶりを振り返り、評価するということは、 

ほとんどが個人任せになっており、仮に各人が振り返り、反省点があって改  

善したとしても、それは個人の範囲にとどまり、職場にフィードバックされ  

ることは殆どありません。  

       各人の仕事を計画し、実行し、振り返り、改善していくという PDCA サ  

イクルを廻すことは、人が成長するために不可欠であり、これらのことが習  

慣化されるような仕事の仕組みを検討する必要があるものと考えます。  

 

 （２）防衛施設建設技術者育成の基本方針（案）  

 防衛施設建設技術者育成に当たっての 8 項目からなる基本方針 (案 )を以下のとお  

りとしました。  
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①  「人を育てることは、仕事の質を上げ、一層の業務の適正化を図ることと同義  

である」との認識を建設工事に従事する関係者全員が共有すること  

②  「仕事の場は、上司、部下、同僚及び部外関係者等との学び合いの場であり、  

相互交流によって人は成長する」との観点から、仕事の仕組みを作ること  

 

③   人材の育成は、一貫した方針に基づいた、強い意志と継続的な実行が不可欠で  

あることから、計画は共通の認識の下、継続的に実行できるものとする。  

④   人材育成においては「期待する人材像」を明示することで、職員の成長への  

動機づけと、成長の実感を得られるように措置すること。  

⑤  「期待する人材像」に対する個々人の達成度を評価し、自己学習、研修計画の  

立案の資とすること  

⑥   人材育成においては、ﾘｰﾀﾞｰ育成を主たる目的としたものにすること  

⑦   業務処理に必要な知識、技術、及び態度などについては、集合研修及びＯＪＴ  

などを有機的に組み合わせ実施することによって付与すること。  

⑧   人材育成は、育成ニーズの把握に努めつつ、３～５年程度の中長期計画、年度  

毎の年間計画を策定して計画的かつ系統的に進め、その実行の結果を評価し、改  

善し、実行するというＰＤＣＡサイクルを回しながら、より一層の仕事の向上、 

職員の成長を促すものとなるよう努めること。  

⑨   人材育成を系統的、統一的かつ強力に推進するため、本部及び各地方防衛局に  

人材育成の推進組織を設置する。  

 

 （３）人材育成基本計画（案）  

       人材育成計画の基本方針に基づき、防衛施設建設技術者育成基本計画（案）を以  

下の項目について定めました（全文は参考資料を参照願います。）。  

番号  項   目  概    要  

第 1 目 的  建設職員の育成を計画的、継続的、系統的かつ強力

に推進するために必要な事項を定めるものである

ことなど  

第２  人材育成の取り組み方

針  

人が育つ職場の実現を図ること、求められる人材

像を明示すること、職員個々の特性に配慮するこ

と、ＰＤＣＡサイクルにより制度の改善を継続す

ることなど  

第３  組織としての基本理念  組織として取り組む、業務に対する基本的な姿勢

としての「基本理念」を定めることなど  

第４  人材育成推進組織の設

置  

人材育成推進本部と人材育成実施チームを設置す

ることなど  

第５  求められえる人材像  階層毎の求める人材像を定める必要があること  

第６  仕事の仕組みづくり  仕事を通じて人が学び成長するための仕事の仕組

み（事務処理手続き）を整備すること  

第７  管理者の責任  管理者は、職場は「人が学び・成長する場」である
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ことを認識し、職場のﾘｰﾀﾞｰとしての役割を果たす

必要があること  

第８  建設職員の責任  建設職員は、仕事を通じて自ら成長させるという

意識をもって、自己研鑽に努めると共に、他者の成

長にも貢献するという意識をもつことなど  

第９  中長期計画  人材育成への取り組みの重点目標、具体的な施策

等からなる、３～５年を期間とする中長期計画を

策定すること  

第１０  年間計画  中長期計画を踏まえた年間計画を策定すること  

第１１  集合研修  本部及び地方防衛局において集合研修を実施する

こと、研修内容・方法は受講者の教育ニーズに適合

したものとすることなど  

第１２  ＯＪＴ研修  業務内容に応じたプログラムを整備すると共に、

実施に当たっては、教育ニーズを把握し、目標の設

定、実施結果の評価、業務への教訓などを把握でき

るようにすることなど  

第１３  当面の措置  ３年間の準備期間を設け、基本理念、求める人材

像、幹部職員の教育などを行うこと  

第１４  計画の見直し  毎年度末に基本計画の評価、見直しを行うこと  

 

３ 求められる人材像  

(１ ) 職員に対して求められる人材像  

    防衛施設建設業務は、防衛施設の建設計画の策定、調査・設計及び工事の監督・検  

査等の一連の業務（以下「技術業務」という。）を処理するものであり、この業務に  

従事する職員（以下「建設職員」という。）には、次のような能力が求められます。  

①   専門技術力  

    建築、土木、機械及び電気等の専門分野の知識、経験等に基づき、技術業務を行  

うものであり、求められる能力としては、関連する業務を委託するための仕様書の  

作成、技術的な条件設定、課題の把握と対処方針及び受託者等に対する指導・助言  

など、専門技術に対する理解力、応用力及び適応力などが求められます。  

②   課題解決力  

    業務処理の過程で生じる技術、業務処理プロセス、対外関係及び事故等に係る諸  

課題を発見し、解決する能力が求められます。  

③   プロジェクトマネジメント力（PM 力）  

    多くの関係者が関わる建設業務を適切かつ円滑に処理するためには、施設建設に  

係る種々の業務を一つのプロジェクトとして関連付け、このプロジェクトの全体を  

俯瞰して各種業務に関連する人、予算、時間等を統括・管理する能力が求められま  

す。  

④   リーダー力  

    業務や工事の監督官及び組織内のリーダーには、建設業務に携わる組織内外の関  

係者をチームとしてまとめ、目標達成に向けて動かす能力が求められます。リーダ  
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ー力は、組織（チーム）の中の集団の持つ目的を達成するため、ﾘｰﾀﾞｰとして与え  

られている任務・権限等を行使して、チームの構成員を動かし、指導・助言を与え  

るなどして、組織（チーム）を管理・統率する力を言います。  

⑤   社会人基礎力  

    職場や地域社会の中で多くの人と接触しながら仕事をしていくための能力（社会  

人基礎力）が求められます。  

    社会人基礎力は、経済産業省の社会人基礎力に関する研究会が提唱しているもの  

です。  

  上記の①～⑤の能力を兼ね備えている人材を、「求められる人材像」とし、以下のと

おり定義します。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(２ ) 階層区分  

  （１）で定義した「求められる人材像」を構成する専門技術力、問題解決力、PM 力、  

リーダー力及び社会人基礎力の職務階層ごとの到達度を検討するため、先ず、到  

達目標を定める階層区分を検討します。  

 

 ア . 熟達の５段階モデル  

   職務能力の到達目標を設定するためには、どのような段階を経て仕事を覚え、一人  

前と言われ、熟達者のレベルに達するまでどれ位の期間を要するかということを検討  

する必要があります。人が世間的に認められる仕事ができるようになる「熟達者」に  

なるまでに最低１０年は必要であるという「１０年ルール」をエリクソン 1)らが提唱  

しています。そして、この熟達者に到るまでにどのような経過をたどるのかというこ  

とを、ドレイファスは「熟達の５段階モデル」として提唱 1)しています。  

建設職員として「求められる人材像」  

○ 豊富な経験とそこから得られる高い知見に基づき、業務処理上の課題を

関係者との協働によって適切かつ円滑に処理すると共に、強い業務の改善指

向をもって、業務の質的向上を図っている者  

○ 高い信頼を基礎として、業務に関連する組織（チーム）の内外の人々を

目標達成へ向けて動機付け、導き、仕事の成果と関係者の満足度を最大化で

きる者  
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     この熟達に係る「１０年ルール」は、松尾睦氏らの研究において、営業等のビジ  

ネスモデルにおいても適用できることが確認されていますので、ビジネスの分野に  

おける人材教育等においても取り上げられているものです。  

     この熟達の５段階モデルを、熟達に到るまで最低１０年を要することとして、建設  

職員の業務の実状等を踏まえて、各階層への到達期間を検討すると表２のようになり  

ます。  

 

表２ 熟達度に対する標準的な期間  

５段階  
期  間  

備考  
大卒者  高卒者  

初心者  ０～１年  ０～３年   

見習い  １～３年  ３年～７年   

一人前  ３年～５年  ７年～１０年  一般係員→主任  

中堅  ５年～１０年  １０年～１５年  主任→防衛局係長  

熟達者  １０年程度以上  １５年程度以上  本省係長以上  

 

 イ . 昇格基準に基づく階層区分と経験年数  

   次に、国家公務員の場合の、経験年数と標準的な職務の関係を、昇格基準を参考に   

見てみます。表３は代表的な職務を、表４には昇格基準を示しています。高卒者と大  

卒者は、上位の級に補職されるための経験年数として５年の差がありますので、人材  

育成においてもこのことは考慮されなければなりませんので、高卒と大卒は、区分し  

て検討することとします。  

   この昇格基準を踏まえ、各職務に補職されるまでの最少の期間を表５のとおり設定  

します。  

表１ 熟達の５段階モデルの説明 2) 

初心者  
原則を理解しつつも、状況による原則の使

い分けができない  

見習い  
状況に応じた対応ができるものの、シニア

の指導が必要  

一人前  
ルーティンであればすべて一人でこなせ

る  

中堅  
微妙な状況の違いや、例外への対処なども

できる  

熟達者  
状況を的確に判断し、直感でも正しい判断

ができる  

熟達者  

(10.8

％ ) 
中 堅  

(30.5％ ) 

（とりあえず）  

一人前  

見習い  

初心者  

図１  熟達の５段階モデ
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表３ 職務の級と標準的な職務  

職務  

の級  
標準的な職務  

１級  定型的な業務を行う職務  

２級  １ 主任の職務  

２ 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  

３級  １  本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理する主任の

職務  

４級  １ 本省の困難な業務を分掌する係の長の職務  

２ 管区機関の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務  

５級  １ 本省の課長補佐の職務  

２ 管区機関の困難な業務を処理する課長補佐の職務  

６級  １ 本省の困難な業務を処理する課長補佐の職務  

２ 管区機関の課長の職務  

 

 

表４ 級別資格基準（一般職）  

学 

歴  

職  務  の  級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

大     

卒 

 ３ ４ ４ ２ ２ 

０ ３ ７ 11 13 15 

高    

卒 

 ８ ４ ４ ２ ２ 

０ ８ 12 16 18 20 

上段は一級上位の職務に決定するために必要な在級年数 

下段は当該職務の級に決定するために必要な経験年数 

 

 

 ウ . 現行の研修制度における階層区分  

     防衛省装備施設本部は、「建設工事に従事する職員に対する技術研修実施要領」を  

定めていますが、この要領において実施することとされている研修は、表６に示すと  

おりです。  

     この表において、研修対象者は、職務ごとに、初任者、初級係員（入省２年目程度）、  

中級係員（入省４年目程度）、初任係長・主任研修、係長研修、専門官研修、補佐研  

修を実施することとされています。  

   この研修の区分は、係長までは、それぞれの経験に応じた必要な知識、及び技術力   

の引き上げ等を目的とし、係長以上については、当該職務を担当する上で必要な知識  

等を研修することとされているものです。  

表５ 職務階層と経験年数の目安（最
少） 

職務 大卒 高卒 

主任 ３年 ７年 

係長（局） ７年 １２年 

係長（本省） １０年 １５年 

補佐等(防衛局） １５年 ２０年 

課長（防衛局） ２０年 ２５年 
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表６  集合研修の実施状況  

研修名  研修期間  被研修者  主要研修事項  研修目標  

初任者研修  ３日間  新規採用者  
組織概要  
建設工事の概要  

防衛施設連接業務に関する
基本的な知識を習得させる  

初 級 係 員 研
修  

約１週間  
入省２年目  
程度の職員  

監督検査業務  
予算制度  
契約制度  

監督検査業務に必要な知識
及び技術を習得させる  

中 級 係 員 研
修  

約１週間  
入省４年目  
程度の職員  

設計積算業務  
予算制度  
契約制度  

設計積算業務に必要な知識
及び技術を習得させる  

初任係長  
・主任研修  

約１週間  
係長承認直前  
・直後の職員  

建設業務全般  
係長としての  
心構え  

実施化の係長として必要な
知識及び技術を習得させる  

係長研修  約１週間  
係長相当の  
職員  

計画調整業務  
法手続き  
予算制度  
契約制度  

計画調整係長として必要な
知識及び技術を習得させる  

専門官研修  約１週間  
専門官相当  
の職員  

特殊な防衛施設  
に係る計画調整業
務  
対外調整業務  
法手続き  

対外折衝や高度な技術力を
要  
する工事の計画調整や工事
監  
理等に関する知識及び技術
等  
を習得させる  

補佐研修  約１週間  
課長補佐相当  
の職員  

人事管理  
組織管理  
計画調整業務  
事例研究  

部下を指導しつつ組織を取
り  
まとめる能力等を啓発する  

 

エ . 階層区分の設定  

  ア～ウの検討結果を踏まえ、以下の考え方に基づき、到達目標を設定する階層区分を  

表７のとおり設定します。  

表７  到達目標を設定する階層区分  

区分名称  
経験年数  

備考  
大卒  高卒  

初任者  ０～１年  ０～3 年  初心者  

中級係員  １～3 年  ３～７年  見習い  

主任  ３～５年  ７～１０年  一人前  

係長（防衛局）  ５～１０年  １０～１５年  中堅  

補佐（防衛局）  １５～２０年  ２０～２５年  
熟達者  

課長（防衛局）  ２５～３０年  ３０～３５年  

 

①   業務の中心となる専門技術力について、１０年程度を目標に熟達者を育成する

との観点から、熟達の５段階モデルを参考に、階層区分を設定すること。  

②   係長以上の職務の者に対しては、事業の計画的な処理能力とリーダーシップを  
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養成するとの観点から、職務ごとの階層区分とすること。  

 

（３）  各職務能力の階層区分  

     「求められる人材像」となるために具備すべき、専門技術力、問題解決力、PM 力、  

リーダー力及び社会人基礎力のそれぞれについて、防衛施設の建設業務の態様等を  

踏まえた能力区分を設定しました。  

 ア . 専門技術力  

   専門技術力は、防衛施設建設業務の全般において発揮されるものであり、他の能力  

等は、この専門技術力がベースにあってはじめて有効に発揮されるものであります。 

従って、人材育成においては、この専門技術力の育成を中心に行って行くことになり  

ます。  

   専門技術力の育成は、先に述べた熟達の５段階モデルに沿って、１０年程度を目途  

に熟達者を育成するとの観点から、能力区分を表８のとおり設定しました。  

 

表８  専門技術力の階層区分  

職務能力の区
分  

職務  業務能力  

Ⅰ（初心者）  

上司の指導を受け
ながら、補助的な業
務（資料の作成・整
理等）を担当  

・技術業務の実施手順を理解している。  

・担当する施設に適用すべき設計基準とその規定内容
等について理解している  

・発注者としての立場を自覚し、行使すべき権限と責任
及び担うべき責任について理解している。  

・技術業務の関係者、彼らの役割及び任務等について理
解している。  

・上司の指示、指導及び助言等を理解している  

Ⅱ（見習い）  

担当事案を割り当
てられ、上司の指導
の下、設計、監督等
の技術業務を担当  

・技術業務の実施手順を理解し、上司の指導の下でその
業務を処理できる。  

・上司の指導を得て、担当する施設に係る技術業務を、
設計基準等に基づき処理できる  

・上司の指導を得て、注者としての立場を踏まえ契約書
等に基づく権限と任務を適切に行使できる。  

・上司の指導を得て、技術業務の関係者の役割等に沿っ
て、業務に必要な調整を実施できる。  

Ⅲ（一人前）  

割り当てられた担
当事案について、上
司の監督の下、単独
で担当。複雑な業務
の場合は、上司の指
導・助言を得ながら
実施  

・技術業務の実施手順を理解し、独力で処理計画を作
り、それに沿った実行ができる。  

・担当する施設に係る技術業務を、設計基準等に基づき
処理できる。  

・発注者としての立場を踏まえ、契約書等に基づく権限
と責任を適切に行使し、担うべき席陰について自覚し
ている。  

・技術業務の関係者の役割を踏まえ、当該業務に必要な
調整を自主的に実施できる。  

・技術業務実施上の課題を把握し、その課題解決のため
の対策案を作成できる。  

（次項につづく）  
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職務能力の区
分  

職務  業務能力  

Ⅳ（中堅）  

主任～係長として、
部下を使って担当
事案を担当。  

・技術業務の実施手順に従って、事案の特性等を踏
まえた処理計画を作成し、部下を使って実行できる。 

・担当する施設に係るニーズ、現場条件などを考慮
し、設計基準等の内容をよく理解した上で柔軟に適
用できる  

・技術業務に係る関係者の役割等を良く理解し、主動
的に働きかけて、業務を適切かつ効率よく実施でき
るよう調整できる  

・発注者としての立場を踏まえ、相手方の立場も考慮
して、業務を円滑に処理できる  

・担当する技術業務の課題を把握し、その解決策を立
案し、部下等を指導して実行できる。  

・部下の育成に配慮した仕事の与え方、指導・助言を
行うことができる。  

・部下の OJT の指導ができる  

Ⅴ（熟練）  

補佐等として、数名
の係長を指揮監督
して、グループ全体
の技術業務を統制
すると共に、部下の
指導・育成に当る。 

・技術業務の実施手順を踏まえ、事案の特性等を考慮
した処理計画を部下に作成させ、実行を管理・統制で
きる。  

・担当する施設に係る技術業務について、設計基準等
に頼ることなくその適否を判断し、最適な業務の実
行を管理・統制できる。  

・発注者及び相手方それぞれの立場や権限を理解し、
相互の満足度が最大になるように、業務の管理・統制
ができる。  

・担当する技術業務の関係者の満足度が最大になる
よう業務を管理・統制できる  

・担当する技術業務をより品質を高め、効率的に処理
できるようにするなど、改善指向的に設定し、その解
決に向けて行動できる  

・部下の個性等を把握した業務処理能力の評価、育成
計画の立案及び OJT の指導ができる  

 

 イ . 問題解決力  

      問題解決力は、業務処理の過程で生じる技術、業務処理プロセス、対外関係及び事  

故等に係る諸課題を発見し、解決する能力であり、多くの経験を経ることによって身  

に付けられるものです。  

   地方防衛局の課長等の職にあるものは、問題解決への組織的な取り組みを統制する  

ことが必要であるとの観点から、問題解決力の階層区分を定め、更に、上位の職にあ  

る者には、部下の指導・育成を担うものとして、表９のとおり区分を設定しました。 

 

 ウ . プロジェクトマネジメント力（PM 力）  

   PM 力は、施設建設に係る種々の業務を一つのプロジェクトとして関連付け、この  

プロジェクトの運営を統括・管理する能力であり、事業の規模、関係者、及び期間の  

制約によって実行の難易度は異なって来ます。  

   階層区分は、豊富な経験に基づき、自ら事業の推進及び問題解決のため、プロジェ  

クトを企画・立案し、自ら又は部下等をリーダーに任じてプロジェクトの実行を統制・ 
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管理できるようになることを目標に、表１０のとおり設定しました。  

 

表９ 問題解決力の階層区分 

職務能力の区分  職務 職務能力  

Ⅰ（初級）  主任又は係長等とし
て、自分の担当している
案件について、顕在し、
又は内在する問題点を処
理する。 

自分の担当する案件の特性（設計施工上の問
題など）業務処理上の問題点を抽出・把握
し、それぞれに対する解決策を立案して、実
行する。 

Ⅱ（中級）  課長補佐又は専門官等
として、担当している案
件の内在している問題
（課題）に、部下を指揮
して効率的に対処し、案
件を効率的に処理する 

・自分の担当する業務をより適切かつ効率的
に処理するため、これらの案件に内在する問
題点を的確に抽出・把握する。 
・把握した問題（課題）に対する適切な対処
方針を立案し、部下を指揮してそれを実行す
る。 

Ⅲ（上級）  課長等として、所掌・
担当している業務のより
適切かつ効率的な処理を
行うための、仕組みづく
り、又は組織の統制を行
う 

・組織として担当している業務の仕組み、慣
例などで、適切かつ効率的な業務処理の障害
になっている問題（課題）を抽出・把握し、
改善目標を設定し、組織的な取り組みを統制
する。 

Ⅳ（Master）  部下を指導して業務処
理上の問題点の把握や改
善策の立案等を行わせ、
より適切かつ効率的な業
務処理を管理・統制す
る。 

・部下に対して、問題の所在に気づかせ、そ
の影響及び解決のための方策等を考えさせ、
仕事の改善に対する動機付けを行う。 
・部下の抱える業務上の問題点に処理に係る
指導・助言によって、部下の問題解決能力の
向上を図る。 

 

 

表１０ PM 力の階層区分  

職務能力区分 職務内容 職務能力  

Ⅰ（初級） プロジェクトのメンバー
として参画し、プロジェ
クトの一部の役割を担う 

 参加するプロジェクトの目的と意義を理解
し、自ら担当する部門のプロジェクトでの位
置づけ、実施の時期・期間、費用及び課題な
どを把握して、必要な業務を実施する  

Ⅱ（中級） 自分の担当業務の中で部
下や業務の受託者等とチ
ームを編成し、プロジェ
クトリーダーとしてチー
ムの運営・管理を行う 

 自分の担当業務について、当該プロジェク
トの目的、意義、実施方針、実施の時期・期
間、費用、関係者とその役割、解決すべき課
題などのプロジェクトの枠組みを整理し、チ
ーム員に示して、その実行をﾘｰﾀﾞｰとして、統
制管理することができる。 

Ⅲ（上級） 組織横断的な事業のプロ
ジェクトのﾘｰﾀﾞｰとして、
チームを管理・統率す
る。 

 組織として取り組まれるプロジェクトの目
的、意義、実施方針、実施の時期・期間、費
用、関係者とその役割、解決すべき課題など
のプロジェクトの枠組みを整理し、組織をま
たがるチーム員に示し、理解を得て、その実
行をﾘｰﾀﾞｰとして、統制管理することができ
る。 
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Ⅳ（Master) 事業の推進や問題解決の
ため、プロジェクトを企
画・立案、チームの編成
などを行い、自ら又は部
下等をﾘｰﾀﾞｰに任じてプロ
ジェクトの実行を推進す
る 

 特定の事業や組織内の課題を解決するた
め、当該課題の改善目標等、目標時期、プロ
ジェクトの実行方法、チームの構成などのプ
ロジェクトを企画・立案し、そのプロジェク
トの実行を指導・監督し、成果と構成員の満
足度を最大化することができる。 

 

 エ . リーダー力  

   リーダーは、建設業務に携わる組織内外の関係者をチームとしてまとめ、目標達成  

に向けて動かす能力が求められますが、この能力発揮のためには、次の４つの資質が  

求められるものと考えられます。  

①   問題解決力  

    業務の質の向上、効率化等の観点から、組織内に顕在化し、又は内在している問  

題点を把握し、対策を立案し実行する力  

②   組織マネジメント力  

    組織目標を設定し、それを実現するための業務の設計（仕組みづくり）、仕事の  

割り振りなどを行い、部下の育成・活用を図りながら、仕事の成果が最適となるよ  

うな進捗管理及び部下に対する指導監督を行う力  

③   人材活用力  

    職員の個性、能力等を的確に把握し、その能力を活用すべくチャンスを与え、生  

き生きと仕事ができるよう指導監督を行う力  

④   人望  

    人に対する思いやり、包容力があり、何事に対しても積極的で責任感が強く、上  

司及び部下からの信頼がある。  

   

  これらの資質の評価は、図２に示す５段階評価で行うものとし、課長相当職において   

は、基本的に「よくできる」レベルである必要があるとして、階層区分の設定を表１１  

のとおり行いました。  

 

図２ ﾘｰﾀﾞｰ力要素の評価点 

５  ４  ３  ２    １ 

              

十分に 
 できる  

よくできる 
 

できる 
 

やや 
できない  

できない 
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表１１ ﾘｰﾀﾞｰ力の能力区分 

職務能力 
の区分 

職務内容  
ﾘｰﾀﾞｰ要素の評価  

の平均点 

Ⅰ（初級） 

主任又は係長として数人の部下を管理統
率する。また、担当案件の業務処理にお
いて受託者等にリーダーシップを示す必
要がある。 

2.5 点以上 

Ⅱ（中級） 

輔佐等として、上司から示された方針等
に基づき、数人の係長とその部下を管
理・統率する 

3.3 点以上 

Ⅲ（上級） 
課長等として、担当する課等の職員を管
理・統率する 

3.7 点以上 

Ⅳ（Master) 
課長等以上の職務にあって、組織を動か
し、組織目標の達成を管理・統率する 

4.3 点以上 

 オ . 社会人基礎力  

   社会人基礎力は、経済産業省の「社会人基礎力に関する研究会」において取りまと  

められたもので、職場や地域社会の中で多くの人と接触しながら仕事をしていくため     

に必要な能力とされているもので、表１２に示すように、前に踏み出す力、考え抜く    

力、及びチームで働く力から構成されています。  

表１２ 社会人基礎力の内容  

分  類 能力要素 内    容 

前に踏み出す力 
（アクショ

ン） 

主 体 性 
ものごとに進んで取り組む力 
例：指示を待つのではなく、自らやるべきことを見つけて積極的に
取り組む 

働 き か け 力 
他人に働きかけて巻き込む力 
例：「やろうじゃないか」と呼びかけ、目的に向かって周囲の人を動
かしていく 

実 行 力 

目的を設定し確実に行動する力 
例：言われたことをやるだけでなく自ら目標を設定し、失敗
を恐れず行動に移し、粘り強く取り組む 

考え抜く力 
（シンキン

グ） 

課 題 発 見 力 

現状を分析し目的や課題を明らかにする力 
例：目標に向かって、自ら「ここに問題があり、解決が必要
だ」と提案する 

計 画 力 
課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力  
例：課題の解決に向けた複数のプロセスを明確にし、「その
中で最善のものは何か」を検討し、それに向けた準備をする  

創 造 力 
新しい価値を生み出す力 
例：既存の発想にとらわれず、課題に対して新しい解決方法
を考える 

チームで働く力 
（チームワー

ク） 

発 信 力 

自分の意見を分かりやすく伝える力 
例：自分の意見を分かりやすく整理したうえで、相手に理解しても
らえるように的確に伝える。 

傾 聴 力 
相手の意見を丁寧に聴く力 
例：相手の話し易い環境を作り、適切なタイミングで質問するなど
相手の意見を引き出す 

柔 軟 性 

意見の違いや立場の違いを理解する力 
例：自分のルールややり方に固執するのではなく、相手の意見や立
場を尊重し理解する 
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状 況 把 握 力 
自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 
例：チームで仕事をするとき、自分がどのような役割を果たすべき
かを理解する 

規 律 性 
社会のルールや人との約束を守る力 
例：状況に応じて、社会のルールに則って自らの発言や行動を適切
に律する 

ストレス 
コントロール力 

ストレスの発生源に対応する力 
例：ストレスを感じることがあっても、成長の機会だとポジティブ
に捉えて肩の力を抜いて対応する 

 

  社会人基礎力の評価は、それぞれの能力要素について図３に基づき評価点を付け、前  

に踏み出す力などの分類ごとに平均点を求めて行うものとします。  

図３ 社会人基礎力の能力要素の評価点 

５  ４  ３  ２     １ 
              

よくできる  どちらか
といえば
できる 

 どちらともい
えない 

 どちらかとい
えばできな

い 

 あまりできない 

  そして、職務能力の区分は、表１３に示すように設定しました。  

 

 

表１３ 社会人基礎力の能力区分  

職務能力

の区分 

前に踏み出す力  

（アクション）  

考え抜く力 

（シンキング）  

チームで働く力  

（チームワーク）  

Ⅰ（初

級） 
３点以上 3 点以上 3.6 点以上 

Ⅱ（中

級） 
3.6 点以上  3.6 点以上 4.5 点以上 

Ⅲ（上

級） 
4.3 点以上 4.3 点以上 4.8 点以上 

 

（４）  階層別到達目標  

      （３）で設定した各職務能力を、どの職務階層において到達するかを示したもの  

が、表１４の職務階層別到達目標です。  

     この到達目標は、入省後１０年程度は、専門技術力を身に付けることを大きな柱  

として、技術業務を行いながら、問題解決力や PM 力、リーダー力の基礎を身に付  

けていく機関としています。また、社会人基礎力は、係長に補職される前までには  

身に付けてものとしています。  

     係長以上の職務において、それまでの経験を基礎として、問題解決力、PM 力及  

びリーダー力を身に付けて行くものとしています。  
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表１４ 階層別到達目標  

職務階層 
経験年数 専門 

技術

力 

問題 

解決

力 

PM 力 
ﾘｰﾀﾞｰ

力 

社会人 

基礎力 
大卒 高卒 

初任者 ０～１年 ０～3 年 Ⅰ    Ⅰ 

係員 １～３年 ３～７年 Ⅱ    Ⅱ 

主任 ３～５年 ７～１０年 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 

係長 

（防衛

局） 

５～１０年 １０～１５年 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅰ  

補佐等 

（防衛

局） 

１５～２０年 ２０～２５年 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅱ  

課長 

（防衛

局） 

２５～３０年 ３０～３５年  Ⅳ Ⅳ Ⅲ  

 

（５）  必要な経験と教育  

     （４）の職務階層毎の到達目標を達成するために、どのようなことを教育すれば  

よいか、仕事においてどのような経験を積ませればよいかを、表１５に、標準的な  

教育スケジュールを表１６に示します。  

 

表１５ 階層別の必要な教育と経験  

職務階層  
経験年数 (年 ) 

必要な教育と経験  
大卒  高卒  

初任者  0～1 0～3 

・建設業務の実施手順、関係する施設基準、契約制度など
の基礎事項の教育  

・上司の指導を受けながら補助的業務を担当し、仕事の手
順・仕組み等を理解すると共に、社会人基礎力を培う  

係員  1～3 3～7 

・建設業務の実施手順、関係する施設基準、契約制度など
の適用方法等の教育  

・上司の指導を受けて、比較的簡易な案件を担当して、そ
れに係る仕事の手順、取り組み方、担当者の責任と役割等
を理解する  

主任  3～5 7～10 

・建設業務の処理計画の作成、課題解決やプロジェクト管
理の基礎等を教育  

・担当する案件の処理計画の作成と実行、課題の把握と解
決策の立案と実行等、一連の業務を担当処理し、上司との
連携方法、担当者としての役割・責任など経験を積み重ね
る  

係長  5～10 10～15 

・問題解決方法、PM による事業管理及びﾘｰﾀﾞｰとしての
役割、OJT の方法などを教育  

・担当の業務をプロジェクト管理の手法等を用いて計画
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（防衛

局）  

的・戦略的に処理することなどによって、問題解決や部下
の指導・育成の経験を積み重ねる  

補佐等  

（防衛

局）  

15～20 20～25 

・サブリーダーとしての在り方、職場経営の手法などを教
育  

・職場のサブリーダーとして、部下の指導・監督及び育成
を行うと共に、大規模且つ複雑な案件のプロジェクトリ
ーダーを務め、リーダーシップ及び問題解決力の強化を
図る  

課長  

（防衛

局）  

25～30 30～35 

・リーダーとしての在り方、職場の経営手法などを教育  

・職場のリーダーとして、業務の全般を指揮統制すると共
に、部下の指導・育成を行い、リーダーシップ、及び問題
解決力等の強化を図る  

 

 

表１６ 標準的な教育スケジュール  

職務  

階層  

 
初任者  係員  主任  

係長  

（防衛局）  

経験年数  

（年）  

大  ０～１  １～３  ３～５  ５～１０  

高  ０～３  ３～７  ７～１０  １０～１５  

集合教育   ・防衛省の組織と

役割  

・建設工事の手順  

・施設基準の概要  

・契約制度  

・監督制度など  

・人間関係  

・その他  

・建設工事の実施

制度と運用  

・施設基準の適用  

・契約と発注者の

役割と責任  

・監督業務の実際  

・話し方、聞き方  

・その他  

・業務処理計画の

策定と実行  

・問題解決の基礎  

・PM の基礎  

・その他  

・業務処理計画の

策定と実行  

・問題解決の技法

と応用  

・PM の実務  

・OJT 指導法  

・リーダーの役割

と責任  

・その他  

経験業務   補助的業務  簡易な案件  中 程 度 の 規 模 の

案件  

大 規 模 案 件 及 び

部下の指導・監督  

OJT  ・仕事に対する姿勢 

・仕事の流れの把握 

・役割と責任の把握 

・施設基準等の概要

の理解 

・その他 

・仕事に対する姿勢 

・仕事の流れの理解 

・役割と責任の理解

と実践 

・施設基準等の適用 

・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

・その他 

・PDCA サイクルの

理解と実践 

・問題の把握と解決 

・PM 手法の理解 

・報連相 

・その他 

・PDCA サイクルの

理解と実践 

・問題の把握と解決 

・PM 手法の実践 

・部下の指導・育成 

・その他 

 

４ ＯＪＴ実施プログラム  

（１）OJT の種別  

    OJT は、組織による研修と、自己啓発を図るとの観点から、あらかじめ設定したプ  

ログラムを履修する標準コースと、職員が自らの目標を定め自主的に実施する特別コ  

ースに分類します。  

①   標準コース  

   人材育成計画に従って、採用から概ね 10 年程度までに必修するプログラムとして、 

あらかじめ準備されている OJT 

②   特別コース  
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   人材育成において、特に成長を促すために標準コースを補完して行うもの、及び  

職員が自己の能力開発のために対象業務、目的等を設定して行う OJT 

（２）OJT 実施プログラム  

   職務階層毎の OJT 実施プログラムを表１７から表２０までに示します。また、そ

れぞれのプログラムの業務の標準、指導及び評価のポイントは別表に示します。  

表１７ OJT プログラム（初任者）一覧  

職務 OJT 対象業務 目標能力  ねらい  

設計 

関係書類の受払業
務 

専
門
技
術
力
１ 

 

社
会
人
基
礎
力Ⅰ

 

設計業務の実施手順、関係者の役割
など 

設計書の点検業務
（設計数量を含
む） 

設計基準とその適用方法等 

受託者との設計打
合せ会議への参加 

発注者、受託者の関係、設計等で課
題となる事項の把握など 

部隊関係者との打
合せへの立会 

ニーズ元（関係者）との関係及びニ
ーズに対する対応方法など 

工事 

関係書類の受け払
い業務 

工事監督業務の実施手順、請負者等
との関係、発注者の役割など 

施工現場立会い検
査業務 

仕様書、設計書の記載事項と現場で
の確認の方法、及び設計書等の記載
事項に対する理解 

工事写真と設計図
書との照合業務 

工事の進捗管理の理解、監督の方法
など 

完成検査への立会
業務 

完成検査の基準及び着眼点、設計図
書と現場の照合の仕方など 

工事打合せ会議へ
の参加 

発注者と請負者等（部隊関係者を含
む）の関係、工事において課題とな
る事項及びその対応策、対応手順な
ど 

計画 

計画関係書類の受
払 

施設建設の予算の流れ、関係者
（課）の役割等 

工事計画資料の作
成業務 

部隊ニーズの把握、必要予算の確
保、業務処理計画の立案などの手順
を理解 

部隊（ニーズ元）
との打合せ会議へ
の参加 

ニーズ元との関係、及びニーズへの
取扱い等について 

    注：別表は、人材育成実施計画（案）の別表として示します。  

 

表１８ OJT プログラム（係員）一覧 

職務 OJT 対象業務 目標能力  ねらい  

設計 
簡易な施設の設計委託

仕様書の作成業務 

専
門

技
術

力Ⅱ
 

社
会

人
基

礎
力

Ⅱ
 

部隊ニーズ及び設計基準等に基づく設

計方針の作成、委託内容の決定、仕様

書の記載内容、記載方法等 
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簡易な施設の設計委託

の監督業務 

発注者の役割、権限と受託者の関係を

踏まえて 

円滑に設計を進めるため監督として対

応すべき業務 

簡易な施設の積算業務 
工事数量の算定方法及び積算基準の適

用方法など 

設計打ち合わせ会議の

開催（ニーズ元） 

ニーズの取扱いなどの議題とその解決

策の準備 

ニーズ元とのコミュニケーション 

設計打ち合わせ会議の

開催（受託者） 
設計上の課題とその解決策の準備 

工事 

簡易な施設の工事監督

（工事着手準備） 

工事着手に必要な手続き（部隊及び関

連工事との調整、契約上の処理など） 

簡易な施設の工事監督

（設計変更） 

設計図書どおりに工事できない場合の

対応、設計変更を行うための要件など 

簡易な施設の工事監督

（検査準備） 

完成検査書類の準備と現場確認 

監督として整備すべき書類、請負者が

行うべきことの区分 

工事関係者の打ち合わ

せ会議の開催 

工程の調整など課題と対応策の準備 

工程の進捗に影響を与えない開催 

計画 

簡易な施設の施設計画

関係資料の取りまとめ

業務 

ニーズに対する各課等の対応を踏まえ

た計画案（整備内容、予算、工程な

ど）の作成 

簡易な施設に係る実施

計画書（案）の作成業

務 

整備に必要な予算の確保のために必要

な情報は何か。予算の制約の中でどの

ように計画するかなど 

 

表１９ OJT プログラム（主任）一覧 

職務 OJT 対象業務 目標能力  ねらい  

設計 

やや規模の大きな施設の

設計委託仕様書の作成 

専
門
技
術
力Ⅲ

 

問
題
解
決
力Ⅰ

 

設計上の技術的課題の把握とそ

れを踏まえた設計計画（仕様、

期間、経費等） 

やや規模の大きな施設の

設計委託の監督 

設計上の課題の受託者との共有

とその解決に向けて必要な行動

（課内の説得、部隊等との調

整）など 

やや規模の大きな施設の

積算業務 

現場条件、設計内容を踏まえた

適切な積算業務 

設計打ち合わせ会議の開

催（受託者） 

設計上の課題とその解決を図る

ための論点の整理と結論の出し

方 



22 

 

工事 

やや規模の大きな施設の

工事監督（着工準備） 

工事実施上の課題の請負者との

共有化と、その解決のために必

要な行動計画など 

やや規模の大きな施設の

工事監督（設計変更） 

現場条件、契約に則った変更を

行うため、適時・適切な現場の

確認、内容の精査など 

やや規模の大きな施設の

工事監督（検査準備） 

適切かつ円滑な検査を行うため

の書類の整理、現場の確認など 

工事打合せ会議の開催等 

課題とその対応策又は検討のポ

イントなどを準備し、速やかに

かつ適切な解決策を引き出す 

計画 

駐屯地等に係る実施計画

書の作成及び申請 

確度の高い計画（必要経費

等）、ニーズ及び現場条件の的

確な反映など 

自治体への法手続き（計

画通知等） 

法律に基づく適切かつ迅速に手

続きを行うための要件 

PM 
課内でのプロジェクトの

メンバーとして参加 
ＰＭ力Ⅰ 

プロジェクトの進め方、それぞ

れのチーム員の役割と自分との

関係を理解。プロジェクト管理

の手法を体験し理解。 

 

表２０ OJT プログラム（係長）一覧 

職務 経験する業務  職務能力  ねらい  

設計 

大規模かつ困難な案件

の設計委託仕様書の作

成 

専
門
技
術
力Ⅳ

 

問
題
解
決
力Ⅱ

 

ﾘ
ｰ
ﾀ
ﾞ
ｰ

力Ⅰ
 

設計上の技術的課題の把握とそ

れを踏まえた設計計画（仕様、

期間、経費等） 

大規模かつ困難な施設

の設計委託の監督 

設計上の課題の受託者との共有

とその解決に向けて必要な行動

（課内の説得、部隊等との調

整）など 

大規模かつ困難な施設

の積算 

現場条件、設計内容を踏まえた

適切な積算業務 

部下が担当する業務

（設計委託の監督）の

指導・監督 

部下を育成し、かつ業務を適切

に実施させるための指導・監督

方法 

工事 

大規模かつ困難な案件

の工事監督（着工準

備） 

工事実施上の課題の請負者との

共有化と、その解決のために必

要な行動計画など 

大規模かつ困難な案件

の工事監督（課題の処

理） 

現場条件、契約に則った変更を

行うため、適時・適切な現場の

確認、内容の精査など 
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大規模かつ困難な案件

に係る工事関係者間の

調整業務 

複数の工事関係者間の工程等の

調整を円滑に行うために必要な

こと 

計画 

大規模事業に係る工事

実施計画の作成 

確度の高い計画（必要経費

等）、ニーズ及び現場条件の的

確な反映など 

工事実施計画の評価 

工事実施計画の実態との適合

性、乖離が大きい場合の原因探

求及び改善策の探求など 

PM 担当する計画、設計及

び監督業務をプロジェ

クト管理の手法を用い

て実施 

ＰＭ力Ⅰ 
プロジェク管理におけるﾘｰﾀﾞｰ

の役割、立ち上げ、運営方法 

OJT 初任者又は係員の OJT

指導 
 

OJT における適切な指導方法と

部下育成の重要性 

 

（３）  ＯＪＴの実施方法  

     ＯＪＴの実施方法としては、昨年度の本研究において、検討していますので再掲  

します。  

     OJT は、表２１ 2) に示す  

ように PDCA サイクルに沿  

って行うように設定します。 

即ち、P 段階では、目標を設  

定し、その目標を実行するた  

めの計画を立てます。D 段階  

では、計画に取り組み、障害  

や困難に直面した場合には  

それに対処します。C 段階で  

は、区切りの良いところで実  

行の結果を評価します。そして A 段階では、何が良かったのか、悪かったのかとい  

う教訓を引き出し、次の目標を設定します。  

      松尾睦氏 2)によると、部下の育成上手といわれている人を調査したところ、OJT 

のやり方に次のような特徴があったということです。  

①  「計画」を立てるときには、若手がより高い目標に挑戦するように励まします。  

②  「実行」時には、相談しやすい雰囲気を作って仕事の進み具合について確認しま  

す。  

③  仕事の成果を「評価」するときには、成功や失敗の原因を考えさせるなど「内省」  

を促します。  

表２１ ＯＪＴのＰＤＣＡサイクル  

 PDCA 
サイクル  

OJT 
サイクル  

経験学習  
サイクル  

 

 P（計画）  
目標を設定する 

計画を立てる 

新しい状況に

適用する  
 

 D（実行）  
取り組む 

障害に対処する 

具体的経験を

する  
 

 C（評価）  結果を評価する 内省する  
 

 
A（改善）  

教訓を引き出す 

次の目標を設定

する 

教訓を引き出

す  
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④  教訓を引き出し「改善」する場合には、改善ポイントだけでなく、必ず良い面もフ  

ィードバックします  

 

  即ち、育て上手な指導者は、目標を引き上げ（ストレッチ）、相談や進捗を確認しつ  

つ内省を促し（リフレクション）、ポジティブな面をフィードバックして自信をつけさ  

せる（エンジョイメント）ことで、部下が経験から学ぶことを支援しているのです。  

  

（４）  OJT の実施手順  

    ア 標準コース  

    ⅰ )  受研者の指名  

       係長以下の職務にある者で、未だ受研していない OJT プログラムのある  

者、又は、能力向上を図るため OJT を受ける必要があると認められる者、更  

に能力向上を図るため OJT の実施を自ら申し出た者を受研者として指名しま  

す。  

 

    ⅱ）  指導者の指名  

       OJT の指導者は、受研者の職務に従って、原則として表２２に示す者が行う  

ものとします。  

表２２ OJT 指導者の指名  

OJT 受研者  OJT 指導者  

初任者  係長又は専門官  

係 員  係長又は専門官  

主 任  専門官又は補佐  

係 長  専門官又は補佐  

    なお、適当な OJT 指導者が不在の場合には、同等の能力を有する外部の者に委  

託することも可能です。  

 

ⅲ）  受講者の能力評価  

         初任者以外の受研者については、OJT 実施前に、受研者本人と指導者が相談  

して、受研者の能力の確認を行い、できること、できないことを明確にしてお  

きます。これによって OJT の目標を具体的に定めることができます。  

 

ⅳ）  獲得能力の目標  

          能力区分表に従って、OJT によって身に付けたい能力の目標を設定します。  

 例えば、「仕様書を作成できるようになる」など。  
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          社会人基礎力については、初任者から主任までの間は、全ての OJT プログ  

ラムにおいて、能力評価に基づいて向上を図る能力を目標として定めるものと  

します。  

ⅴ）  OJT プログラムの選定  

          各職務区分に従って、OJT プログラムを選定します。また、一つの OJT プ  

ログラムであっても、業務のポイントをどこに置くか、処理方法を変えてみる  

ことなどによって、いろいろな能力向上が図られると考えられますので、一つ  

の OJT プログラムを複数回実施しても良いこととします。  

 

     ⅵ）  指導のポイント  

         指導者は、OJT プログラムにある指導のポイントを参考にして、受研者の能  

力及び個性等を踏まえて、指導のポイントを作成します。  

  

     ⅶ）  OJT 計画の作成  

            表２３を参考に、OJT 業務、実施期間、OJT のねらい、受研者の目標、指  

導のポイントなどからなる OJT 実施計画を作成します。  

       

 
表２３ OJT 計画シート  
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     ⅷ）  OJT の実施  

        OJT 計画に基づき OJT を実施します。その際には、受研者及び指導者は、 

OJT 実施中である旨の胸章等を付け、周りの人に OJT 中であることを知らせ、 

支援、協力、励まし等が得られるように配慮します。  

 

     ⅸ）  OJT の評価と得た教訓  

        OJT の中間と、最後に、受研者と指導者が、設定した目標に対する評価を行  

います。受研者は、OJT を受けて自分の日常の業務での改善点なども併せて検  

討します。  

        指導者は、自分の指導方法の課題、上手くできたこと、改善すべきことなど  

を整理し、以後の OJT 指導に活用できるようにします。  

 

    イ 特別コース  

     ⅰ）  受講者の推薦又は指名  

        専門官又は補佐以上の職にある者で、自らの能力の向上を図るため、OJT の  

受研を申し出た者を指名します。  

 

      ⅱ）  指導者の指名  
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         OJT 指導者は、原則として課長等が担うこととしますが、同等以上の能力、  

経験を有する外部の者に委託することも可能であると考えられます。  

 

      ⅲ）  受講者の能力評価と目標設定  

         OJT の受研を申し出た者の目標とする能力について、受研者本人と指導者  

が良く話し合い、現在の能力（できることと、できないこと）を評価し、こ  

れに基づき具体的な目標を定めます。  

 

      ⅳ）  対象業務の選定  

         OJT の目標に適した業務を、受研者と指導者が相談して選定します。  

 

      ⅴ）  指導のポイント  

         指導者は、OJT の目標、対象業務、受研者の個性なども踏まえ、指導のポ  

イントを作成します。  

 

      ⅵ）  OJT 計画の作成  

         表  を参考に、OJT の実施計画を作成します。  

 

      ⅶ）  OJT の実施  

         OJT 実施計画に従って実施します。その際には、受研者及び指導者は、OJT 

実施中である旨の胸章等を付け、周りの関係者からの協力、支援が得られる  

ようにします。  

 

      ⅷ）  OJT 結果の評価  

         OJT の中間と、最後に、受研者と指導者が、設定した目標に対する評価を  

行います。受研者は、OJT を受けて自分の日常の業務での改善点なども併せ  

て検討します。  

         指導者は、自分の指導方法の課題、上手くできたこと、改善すべきことな  

どを整理し、以後の OJT 指導に活用できるようにします。  

 

５ 人が育つ職場となるために  

（１）  人が育つ職場の条件  

     昨年度（平成 24 年度）の本調査研究において、人は経験を通じて学び、成長を実  

感できることを明らかにしました。このことから人が育つ職場とは、仕事を通じて  

質の高い経験をすることができる職場ということになります。  
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     このような質の高い経験のできる職場の条件として、次の 8 つの条件を上げまし  

た。  

  ① 「仕事を通じて人材育成を図る」ことが、職場の共通認識であること  

  ② 期待する人材像が示され、職場の内外に明示されていること  

  ③ 目標計画の進捗をチェックし、各自の仕事ぶりを振り返る仕組みがあること  

  ④ 頑張りや成果が職場や関係者から認められ、成長実感を得られる場があること  

  ⑤ チャレンジし甲斐のある仕事が職員に与えられること  

  ⑥ 管理者は「部下を育てるのは自分の責任」と自覚していること  

⑥   職員は「自分の成長には自ら責任を持つもの」と思っていること  

  ⑧ 自分の仕事ぶりを振り返って学び、次のアクションに活かすのが当たり前に行な  

われていること  

 

（２）  仕事から学ぶ仕組み  

     先に述べたように、人は仕事を通じた経験から多くを学ぶといわれています。こ  

のような観点から、人材育成の検討においては、仕事の仕組みの中に「学びのプロ  

セス」「経験学習のプロセス」 2)を組み込  

むことが不可欠なこととなります。  

     人は経験するだけで学べるわけでは  

なく、同じ経験をしても、その経験によ  

って学ぶ ことは、質・量共に千差万別  

であると考えられます。人が、経験から  

効率的に学ぶことができるものとして、 

コルプが図 に示す経験学習サイクル  

を提唱しています。  

     この図に示されているように、人は、 

  ① 「具体的な経験」をした後に  

  ② その内容を「内省し（振り返り）」  

  ③ そこから「教訓」を引き出して  

⑤   その教訓を「新しい状況に適用する」  

  ことで学んでいくとされています。ただ漫然と仕事を処理し、その結果やプロセスの      

見直しを行わなければ、経験したことが活かされないことになります。そして、この  

サイクルを廻すことを心がけている人とそうでない人の間では、成長のスピードにも  

大きな差が出てくることになります。  

 

（３）  人が育つ職場をつくるために  

具体的 
経験をする 

内省する 
新しい状況 
に適用する 

教訓を 
引き出す 

適度に難しく

明確な課題 

結果に対する 

フィードバック 
誤りの修正 

図２ 経験学習のサイクル  
（よく考えられた実践）  
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     上記の (１ )及び（２）を踏まえ、防衛施設建設業務を人が育つ仕事とするための仕  

組みづくりは、以下の前提条件と仕組みづくりの基本方針に基づき実施することが  

考えられます。  

  ア 前提条件  

       「人材育成」において最も重要なことは、組織のﾘｰﾀﾞｰが、その重要性を認識し、  

一貫した具体的な行動を示すことであると考えられます。口先だけ、制度をつく  

っただけでは、人は育たず、粘り強い、継続した取り組みが求められます。  

      また、働く人が、どのような仕事上の能力を身に付ければ評価されるのかとい  

うことが明確でなければ、仕事や学習に対する意欲を保つことが難しくなります。 

      これらのことから、人が育つ職場の前提として、次の２つの条件が整備されて  

いる必要があるものと考えられます。  

①   職場の中で「職場は学びの場であり、仕事は学びの機会である」という意識が

共有されていること。  

    「人を育てることは、人事の仕事」「仕事が忙しくて、人材育成に手がまわらな  

い」というような話はよく耳にします。しかしながら、これまで述べて来たよう  

に、人は経験から学ぶということですから、まさに職場は学びの場であるわけで  

す。この学びの場を効果的に活用するためには、「仕事を通じて学び育てる」とい  

う意識で、管理職は「人材育成に責任を持つ」こと、一般職員は、「自ら学び成長  

する」ということにしたがって行動することが求められます。  

②   期待する人材像が明示され、職場の内外に明示されていること  

        組織人として、その組織の中でどのような能力を持って、どのように仕事をし  

たら評価されるのかということが明らかにされていれば、仕事に対する取り組み  

姿勢、学習の方向が、その目標に向かった取り組みが行われ、人材育成が促進さ  

れることになります。  

 

 イ 仕組みづくりの基本方針  

     仕事の仕組みづくりに当たっては、「人が育つ職場の条件」及び「仕事から学ぶ仕  

組み」が満足されるように、以下の方針にしたがって行うことが考えられます。  

①   ＰＤＣＡサイクルが織り込まれた標準的な仕事の手順書が整備されていて、常  

に業務の問題点・課題を把握し、改善することができる仕組みになっていること  

     仕事のやり方が各人で違っていたのでは、何が良くて何が悪いのか、組織とし  

てどのような成果を上げようとしているのか、というようなことも不明な状態に  

なってしまいます。組織として、誰に対して、どのような成果（サービス）を、  

どのような方法で上げようとするのかを明確にした、仕事の手順書（マニュアル）  

の整備が先ずは不可欠なことです。  
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     この手順書には、先に述べた経験学習のサイクルとほぼ同じ概念である PDCA 

サイクルが組み込まれて、常に業務の問題点又は課題の把握に努めて、その改善  

を図って行くようにすることで、仕事の改善と人材の育成が図られていくことに  

なります。  

     

     仕事の仕組みを考えて行く上で参考になるものとして ISO９００１の品質マネ  

ジメントシステム（QMS）の手法があります。QMS は、次の 8 つの原則 (5 があり  

ます。  

     ① 顧客重視              ② リーダーシップ  

     ③ 人々の参加（全員参加）       ④ プロセスアプローチ  

     ⑤ マネジメントへのシステムアプローチ ⑥ 継続的改善  

⑥   意思決定への事実に基づくアプローチ ⑧ 供給者との互恵関係  

    これを建設業務について言えば、顧客とは、施設のユーザーであり、リーダーシ  

ップは、本省を含めたトップマネジメント、全員参加は、組織を上げて得組むとい  

うことを、プロセスアプローチ及びマネジメントのシステムアプローチは、手順書  

などによって仕事のプロセスを明らかにし、組織的に業務を管理することを、継続  

的な改善は PDCA サイクルを、意思決定への事実に基づくアプローチは、現場主  

義的な対応を、そして供給者との互恵関係は、建設業者やコンサルタントなどを示  

しているものと考えられます。  

    このように、QMS は、人が育つ職場の要件にも合致していると考えられると共  

に、ISO の規格に基づいて QMS を構築・運営することができるので、一定の水準  

を満足する仕組みを構築することができるものと考えられます。  

 

②   一つひとつの仕事の計画においては、当該業務に携わる職員の創意・工夫ない  

しは取り組みの目標などが組み込まれること  

     職員が取り組む一つひとつの仕事にも、より能力を高めるための目標を設定す  

ることが求められます。ただ漫然と取り組んでいては、経験を活かすことができ  

ませんので、例えば、「○○の設計ができるようになる」「部隊等と密接な調整を  

する」ことなどを、目標に掲げ、その実行を意識し、フォローすることによって、  

能力の向上が促進されるものと考えられます。  

 

③   仕事の各段階において、その実行状況、実行上の課題、解決のための取組など

については、関係者間で共有化が図られること  

     仕事が担当者任せになったのでは、担当者だけの能力に基づいて処理されなけ  

ればなりません。職場には色々な経験をした職員が配置されていますので、その  
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人たちの経験を仕事に活かすこと、支援を得ることでより質の高い仕事を行うこ  

とができ、教育効果も加速されることになります。  

 

④   仕事の計画と実行後の評価結果は、職場の中での共有化が図られ、相互の啓発・ 

支援が得られるようにすること  

     職場の同僚、先輩、上司が、どのような仕事に、どのような考えで取り組んで  

いるのか、そしてその成果はどうであったのかという情報を共有することは、職  

場の一体感の醸成、相互啓発にとって不可欠なものです。自分の仕事への取り組  

みを同僚や上司が知っていることは、大きな動機づけにもなり、また励ましや支  

援もえられることにつながります。  

 

⑤   業務全般の改善、他の職員の啓発等に資する優れた事例については、定期的に

発表できる機会が設けられること  

     優れた業務として発表できることは、担当者として、仕事を認められたという  

ことになり、大きな励みとなるものです。また、成功事例を聞くことは他の職員  

にとっても、自分の仕事を省みる機会になり、学習の意欲を高めることにつなが  

ります。  

６ 人材育成実施計画（案）  

  人材育成基本計画（案）及び本調査研究に基づく、求められる人材像、階層区分ごと   

の到達目標、OJT プログラムの作成などを踏まえ、以下のとおり人材育実施計画（案）  

を作成しました。  

 

人 材 育 成 実 施 計 画（案）  

 

（目的）  

第１ 人材育成基本計画（案）に基づき、建設技術者の人材育成を推進するために、 

人材育成実施計画を定める。  

＜解 説＞  

 この実施計画は、昨年度に作成した人材育成基本計画において制定することを求めた求

められる人材像、職務階層毎の到達目標、階層別の集合研修、標準的な OJT プログラム

等を定めるものです  

 

（求められる人材像）  

第２ 建設職員は、業務に当たっては、次に掲げる目標を常に心がけ、その実現のた  

め努力を惜しんではならない。  



32 

 

（１） 建設職員は、豊富な経験とそこから得られる高い知見に基づき、業務処理上  

の課題を関係者との協働によって適切かつ円滑に処理すると共に、強い業務の  

改善指向をもって、業務の質的向上を図ることができる者。  

（２） 建設職員は、高い信頼を基礎として、業務に関連する組織（チーム）の内外  

の人々を目標達成に向けて動機づけ、導き、仕事の成果と関係者の満足度を最  

大化することができる者。  

＜解 説＞  

 建設職員の業務の特性としては  

 （１）専門の技術分野については、総合的な判断能力が求められること。  

 （２）本部に勤務する職員は、より高度な課題設定、問題解決及び関係者への説明力が  

求められること。  

（３）地方防衛局における業務処理に当たっては、リーダー力、プロジェクトマネジメ  

ント力及び人間力求められること。  

などが上げられます。  

 求められる人材像は、このような特徴と、激しく変化する業務処理環境の変化に適切に

対応していかなければならないこと、積極的な人材育成を推進することなどを考慮し、強

い改善指向を持った人材ということを強調しました。また、防衛省の中で建設業務を牽引

するのは建設職員であり、受注者及び部隊等の関係者に対して、適切なリーダーシップを

発揮することが求められていることから、リーダー力を求めたものです。  

 

（職務階層の区分）  

第３ 人材育成は、表 1 に掲げる職務階層毎の到達目標を設定して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 職務階層と経験年数の目安（最少） 

職務 大卒 高卒 

初任者 ０～１年 ０～3 年 

係員 １～３年 ３～7 年 

主任 ３～５年 ７～１０年 

係長（局） ５～１０年 １０～１５年 

課長補佐等(局） １５～２０年 ２０～２５年 

担当課長（局） ２５～３０年 ３０～３５年 

＜解 説＞  

 人材育成の到達目標を設定する上での、職務の階層区分は、人が世間的に認められる仕

事ができるようになる「熟達」のレベルに到達するまで最低 10 年は必要であり、その段
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階までを初心者から熟達者までの 5 段階で表している「熟達の 5 段階モデル」、国家公務

員の昇格基準及び現在の研修制度を参考に設定したものです。  

 建設職員の業務の基礎となる専門技術力については、ほぼ 10 年程度、係長の職務を終

えるときまでに「熟達」のレベルに到達することを目標としています。  

 

（能力区分）  

第４ 建設職員が、第 2 の求められる人材像を実現するために身に付けるべき能力  

は、専門技術力、問題解決力、プロジェクトマネジメント力（PM 力）、ﾘｰﾀﾞｰ力  

及び社会人基礎力とする。  

２ 前項に掲げる各能力の能力区分は別表１～５に示すとおりとする。  

＜解 説＞  

 建設職員に求められる能力は、防衛施設建設業務の特性及び第 2 に掲げた求められる

人材像を実現するために必要なものとして選定しました。  

 1．専門技術力  

   専門技術力は、防衛施設建設業務の全般において発揮されるものであり、他の能力    

等は、この専門技術力がベースにあってはじめて有効に発揮されるものであります従  

って、人材育成においては、この専門技術力の育成を中心に行って行くことになりま  

す。  

   専門技術力の育成は、先に述べた熟達の５段階モデルに沿って、１０年程度を目途  

に熟達者を育成するとの観点から、能力区分を設定しました。  

 2．  問題解決力  

     問題解決力は、業務処理の過程で生じる技術、業務処理プロセス、対外関係及び事  

故等に係る諸課題を発見し、解決する能力であり、多くの経験を経ることによって身  

に付けられるものです。  

 

 3．  PM 力  

     PM 力は、施設建設に係る種々の業務を一つのプロジェクトとして関連付け、この  

プロジェクトの運営を統括・管理する能力であり、事業の規模、関係者、及び期間の  

制約によって実行の難易度は異なってきます。  

   

 4．  リーダー力  

   リーダー力は、建設業務に携わる組織内外の関係者をチームとしてまとめ、目標達  

成に向けて動かす能力が求められますが、この能力発揮のためには、次の４つの資質  

が求められるものと考えられます。  

①   問題解決力  
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    業務の質の向上、効率化等の観点から、組織内に顕在化し、又は内在している問  

題点を把握し、対策を立案し実行する力  

②   組織マネジメント力  

        組織目標を設定し、それを実現するための業務の設計（仕組みづくり）、仕事の  

割り振りなどを行い、部下の育成・活用を図りながら、仕事の成果が最適となる  

ような進捗管理及び部下に対する指導監督を行う力  

③   人材活用力  

    職員の個性、能力等を的確に把握し、その能力を活用すべくチャンスを与え、生  

き生きと仕事ができるよう指導監督を行う力  

④   人望  

    人に対する思いやり、包容力があり、何事に対しても積極的で責任感が強く、上  

司及び部下からの信頼がある。  

 

 5．社会人基礎力  

   社会人基礎力は、経済産業省の「社会人基礎力に関する研究会」において取りまと  

められたもので、職場や地域社会の中で多くの人と接触しながら仕事をしていくため  

に必要な能力とされているもので、前に踏み出す力、考え抜く力、及びチームで働く  

力から構成されています。  

    

（到達目標）  

第５ 人材育成は、職務階層毎に表 2 に示す能力を身に付けることを目標として行

うものとする。  

２ 身に付けるべき能力のⅠからⅤまでの階層区分は、第４による。  
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表２  階層別到達目標  

職務階層  
経験年数 専門  

技術力  
問題  

解決力 
PM 力 ﾘｰﾀﾞｰ力  

社会人 
基礎力 

大卒  高卒 

初任者 ０～１年  ０～ 3 年 Ⅰ     Ⅰ  

係員 １～３年  ３～７年  Ⅱ     Ⅱ  

主任 ３～５年  ７～１０年  Ⅲ  Ⅰ  Ⅰ  Ⅰ  Ⅲ  

係長 
（防衛局）  

５～１０年  １０～１５年  Ⅳ  Ⅱ  Ⅱ  Ⅰ   

補佐等 
（防衛局）  

１５～２０年  ２０～２５年  Ⅴ  Ⅲ  Ⅲ  Ⅱ   

課長 
（防衛局）  

２５～３０年  ３０～３５年   Ⅳ  Ⅳ  Ⅲ   

＜解 説＞  

 階層別の到達目標は、以下の考え方により設定しました。  

 1．専門技術力  

    専門技術力の育成は、先に述べた熟達の５段階モデルに沿って、係長の職を終える  

ころまでに熟達者を育成するとの観点から、能力区分を設定しました。  

 2．問題解決力  

    地方防衛局の課長等の職にあるものは、問題解決への組織的な取り組みを統制する  

ことが必要であり、高い問題解決力が求められるとの観点から階層区分を設定しまし  

た。  

 3．PM 力  

    地方防衛局の課長等は、豊富な経験に基づき、自ら事業の推進及び問題解決のため、  

プロジェクトを企画・立案し、自ら又は部下等をﾘｰﾀﾞｰに任じてプロジェクトの実行を  

統制・管理できるようになるなど高い PM 力を求められるとの観点から、階層区分を  

設定しました。  

 4．リーダー力  

   それぞれの職務に応じた階層区分としました。  

 5．社会人基礎力  

   能力区分は、係長になるまでにこれらの能力を身に付けることを目標として設定し  

ました。  
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（能力評価）  

第６ 建設職員は、3 年ごとに、第５に掲げた到達目標の達成度を把握するため、能  

力評価を行うものとする。  

２ 能力評価の方法は、自己評価によるものと、他者評価によるものとの総合評価に  

よっておこなうものとする。  

３ 具体的な評価基準は、第 5 の表２及び第 4 の別表１～５に基づき別に定める。  

＜解 説＞  

 到達目標に対して、自分の能力はどの程度なのか、ということを把握することは、学習

の目標設定において欠かせないものです。  

 能力評価は、一般的には「かれは仕事ができる」「かれはいま一歩足りない」というよ

うな感覚的なものもあり、試験によってもその人の全てを表すことはできないものと考え

られます。自分は「これはできる」と思っていても、上司の目では「まだまだ」というこ

ともあり、逆に、自分は「これはできない」というものも、上司の目からは「よくできて

いる」というものもあるはずです。  

 このような能力評価の特性を考慮して、自己評価と他者評価を総合し、最終的な評価は、

本人と上司等が確認して決めるというような手法が、能力評価の方法としては適切なもの

と考えます。  

  

（建設職員の成長計画）  

第７ 建設職員は、第 6 の能力評価に基づき、3 年程度を期間とする自己の成長計画

を作成するものとする。  

２ 前項の成長計画は、身に付けようとする能力区分、経験する業務、OJT 等研修の

受研希望、仕事に対する姿勢及び留意点などからなるものとする。  

３ 成長計画は、毎年度実施状況の評価を行い、見直しを行うものとする。  

＜解 説＞  

 人材育成基本計画において、建設職員の責任として、以下のように定めています。  

第 8 建設職員は、「自らが成長する」という意識を堅持し、業務の執行に当たっては以

下のことに努めるものとする。  

①  「求められる人材像」に対する自分の達成度を把握認識し、足らざるを補い、長

たるものは、更に伸ばし、自己研鑽を行うこと  

②  「求められる人材像」に基づき、経験する業務や研修の受講などからなる自らの

「成長プラン」を作成し、自らの「成長管理」を行うこと  

③   業務処理に関して交流する人々への自らの態度が、他者の成長に大きく影響す

ることを認識し、関係者が相互に成長するという意識を持って仕事をすること  

 この項は、上記の定めに基づき、建設職員の成長管理について定めたものです。  
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（自己啓発の支援）  

第８ 人材育成の最も基礎となるものは、自己啓発であることに留意し、管理者等  

は、職員の成長計画の達成の支援に努めるものとする。  

２ 前項の支援は、「人が育つ仕事の仕組み」の中で、個々の職員の成長計画を踏ま  

えて行うものとする。  

＜解 説＞  

 人材育成は、職員の学ぶ意欲と、職場の育てる意欲とによって、促進されるものと考え

られます。職員の成長が、職場の成長に繋がるとの認識のもと、職員の学ぶ意欲を涵養し、

支援することが求められます。  

 

（集合研修）  

第９ 集合研修は、基本計画の第１１に基づく階層区分毎の集合教育は、表 3 の内容

を含むものとする。  

 
 

表３ 標準的な教育スケジュール  

職務  

階層  

 
初任者  係員  主任  

係長  

（防衛局）  

経験年数  

（年）  

大  ０～１  １～３  ３～５  ５～１０  

高  ０～３  ３～７  ７～１０  １０～１５  

集合教育   ・防衛省の組織

と役割  

・建設工事の手

順  

・施設基準の概

要  

・契約制度  

・監督制度など  

・人間関係  

・その他  

・建設工事の実

施制度と運用  

・施設基準の適

用  

・契約と発注者

の役割と責任  

・監督業務の実

際  

・話し方、聞き方  

・その他  

・業務処理計画

の策定と実行  

・問題解決の基

礎  

・PM の基礎  

・その他  

・業務処理計画

の策定と実行  

・問題解決の技

法と応用  

・PM の実務  

・OJT 指導法  

・ﾘｰﾀﾞｰの役割と

責任  

・その他  

経験業務   補助的業務  簡易な案件  中程度の規模の

案件  

大規模案件及び

部下の指導・監

督  

＜解 説＞  

 職務階層毎の到達目標に従い、そのために必要な知識は集合研修によって、それの実践

は、仕事を経験することによって身に付けていく必要があります。  

 職務海象ごとに、何を教えるか、どの様な仕事を経験させるかの標準を示したものです

が、OJT と連携して行われる必要があります。  

 

（OJT プログラム）  

第１０ 採用から概ね１０年程度までの職員に履修を義務付ける OJT プログラムを
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別表６から別表１０に示す、  

＜解 説＞  

 初任者から係長までの標準的な OJT プログラムとして、経験業務、ねらい、業務の標

準、指導のポイント及び評価のポイントなどを示しました。  

 

（OJT 標準コースの実施手順）  

第１１ 建設職員の概ね１０年程度までの職員を対象とした OJT は次に示す手順を

標準とする。  

 （１）研者の指名  

    係長以下の職務にある者で、未だ受研していない OJT プログラムのある  

者、又は、能力向上を図るため OJT を受ける必要があると認められる者、更  

に能力向上を図るため OJT の実施を自ら申し出た者を受研者として指名す  

る。  

 （２）指導者の指名  

    OJT の指導者は、受研者の職務に従って、原則として表４に示す者が行う  

ものとする。  

表４  OJT 指導者の指名  

OJT 受研者  OJT 指導者  

初任者  係長又は専門官  

係 員  係長又は専門官  

主 任  係長又は補佐・専門官  

係 長  専門官又は補佐  

 

    なお、適当な OJT 指導者が不在の場合には、同等の能力を有する外部の者  

に委託することもできるものとする。  

 

（３）受講者の能力評価  

    初任者以外の受研者については、OJT 実施前に、受研者本人と指導者が相談  

して、受研者の能力の確認を行い、できること、できないことを明確にするもの  

とします。  

 

（４）獲得能力の目標  

    能力区分表に従って、OJT によって身に付けたい能力の目標を設定する。  

     例えば、「仕様書を作成できるようになる」など。  
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    社会人基礎力については、初任者から主任までの間は、全ての OJT プログラ  

ムにおいて、能力評価に基づいて向上を図る能力を目標として定めるものとす  

る。  

 

（５）OJT プログラムの選定  

    各職務区分に従って、OJT プログラムを選定する。また、一つの OJT プログ  

ラムであっても、業務のポイントをどこに置くか、処理方法を変えてみることな  

どによって、いろいろな能力向上が図ることが可能である。  

 

 （６）指導のポイント  

    指導者は、OJT プログラムにある指導のポイントを参考にして、受研者の能  

力及び個性等を踏まえて、指導のポイントを作成する。  

  

 （７）OJT 計画の作成  

        別表１０を参考に、OJT 業務、実施期間、OJT のねらい、受研者の目標、  

指導のポイントなどからなる OJT 実施計画を作成する。  

 

 （８）OJT の実施  

    OJT 計画に基づき OJT を実施します。その際には、受研者及び指導者は、 

OJT 実施中である旨の胸章等を付け、周りの人に OJT 中であることを知ら  

せ、支援、協力、励まし等が得られるように配慮する。  

 

 （９）OJT の評価と得た教訓  

    OJT の中間と、最後に、受研者と指導者が、設定した目標に対する評価を行  

う。受研者は、OJT を受けて自分の日常の業務での改善点なども併せて検討  

する。  

    指導者は、自分の指導方法の課題、上手くできたこと、改善すべきことなど  

を整理し、以後の OJT 指導に活用する。  

 

＜解 説＞  

  OJT の実施手順は、PDCA サイクルに沿って行うように設定しました。即ち、P 段階   

では、目標を設定し、その目標を実行するための計画を立てます。D 段階では、計画に  

取り組み、障害や困難に直面した場合にはそれに対処します。C 段階では、区切りの良  

いところで実行の結果を評価します。そして A 段階では、何が良かったのか、悪かった  

のかという教訓を引き出し、次の目標を設定します。  
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（OJT 特別コースの実施手順）  

第１２ 専門官又は補佐以上の職にあって、自らの能力向上を図るため、職員からの

申し出に基づく OJT は、次の手順を標準とします。  

 （１）受講者の推薦又は指名  

    専門官又は補佐以上の職にある者で、自らの能力の向上を図るため、OJT の  

受研を申し出た者を指名する。  

 

 （２）指導者の指名  

    OJT 指導者は、原則として課長等が担うこととしますが、同等以上の能力、 

経験を有する外部の者に委託することも可能とする。  

 

 （３）受講者の能力評価と目標設定  

    OJT の受研を申し出た者の目標とする能力について、受研者本人と指導者  

が良く話し合い、現在の能力（できることと、できないこと）を評価し、これ  

に基づき具体的な目標を定める。  

 

 （４）対象業務の選定  

    OJT の目標に適した業務を、受研者と指導者が相談して選定する。  

 

 （５）指導のポイント  

    指導者は、OJT の目標、対象業務、受研者の個性なども踏まえ、指導のポイ  

ントを作成する。  

 

 （６）OJT 計画の作成  

    別表１０を参考に、OJT 計画を作成する。  

 PDCA 
サイクル  

OJT 
サイクル  

経験学習  
サイクル  

 

 P（計画）  
目標を設定する 

計画を立てる 

新しい状況に

適用する  
 

 D（実行）  
取り組む 

障害に対処する 

具体的経験を

する  
 

 C（評価）  結果を評価する 内省する  
 

 
A（改善）  

教訓を引き出す 

次の目標を設定

する 

教訓を引き出

す  
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 （７）OJT の実施  

    OJT 実施計画に従って実施します。その際には、受研者及び指導者は、OJT 

実施中である旨の胸章等を付け、周りの関係者からの協力、支援が得られるよ  

うにする。  

 

 （８）OJT 結果の評価  

    OJT の中間と、最後に、受研者と指導者が、設定した目標に対する評価を行  

う。受研者は、OJT を受けて自分の日常の業務での改善点なども併せて検討  

する。  

    指導者は、自分の指導方法の課題、上手くできたこと、改善すべきことなど  

を整理し、以後の OJT 指導に活用する。  

＜解 説＞  

 標準コースに準じています  

＜解 説＞  

 松尾睦氏によると、部下の育成上手といわれている人を調査したところ、OJT のやり

方に次のような特徴があったということです。  

①  「計画」を立てるときには、若手がより高い目標に挑戦するように励ます。  

②  「実行」時には、相談しやすい雰囲気を作って仕事の進み具合について確認する。  

③  仕事の成果を「評価」するときには、成功や失敗の原因を考えさせるなど「内省」

を促す。  

④  教訓を引き出し「改善」する場合には、改善ポイントだけでなく、必ず良い面もフ

ィードバックする。  

（OJT 指導者の心構え）  

第１３ OJT の指導者は、受研者の学習を促進し、成長を期するため、指導に当た  

っては次のことを心がけるものとする  

（１） OJT の計画の作成に当たっては、受研者がより高い目標に挑戦するよう励  

ますこと。  

（２） OJT の実行時には、相談しやすい雰囲気を作って仕事の進み具合について  

確認すること。  

（３） 仕事の成果を評価する時は、成功や失敗の原因を考えさせるなど、内省を  

促すこと。  

（４） 教訓を引き出し、改善する場合には、改善ポイントだけでなく、必ず良い  

面もフィードバックすること。  
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＜解 説＞  

 OJT を継続して、有益なものとして実行するには、組織的な対応が不可欠と考えられ

ます。OJT の成果報告をすることで、受研者及び指導者共に、「何かをつかもう」「成果を

上げよう」というインセンティブが働くものと考えられます。  

 また、他の人の OJT の状況を知ることによって、自分が受研者となり指導者となった

場合の参考になり、OJT のやり方も成長していくことが期待できます。  

 

＜解 説＞  

 この人材育成実施計画（案）自体も、PDCA サイクルをまわすことによって、見直し、

業務の態様、職員のニーズ等の変化に柔軟且つ機動的に対応できるようにするための規定

です。  

 

 

７ まとめ  

 本調査研究は、前年度に引き続き防衛施設業務に従事している技術者の育成策に関する

調査研究を行ったものですが、本研究においては、防衛施設建設業務に従事する職員の人

材像、職務階層毎の到達目標、OJT プログラム及び人が育つ職場の仕組みについて検討

（OJT の成果報告会）  

第１４ OJT の終了後、できるだけ早い時期に、職場内で OJT の成果報告会を開催

するものとする。  

２ 成果報告会は、課長等を含む職場のできるだけ多くの職員の出席を得て行うも

のとする。  

３ OJT 受研者は、対象業務の内容、目標としたこと、指導を受けたこと、成果、

教訓とすること、その他 OJT 全体に対する感想などを発表する。  

４ OJT 指導者は、指導のポイント、受研者が成長した点、指導者としての気付き

などを発表する。  

５ 出席者は、発表に耳を傾け、周りから観察して感じたこと、受研者の成長振り

などについて意見を述べる。  

６ OJT 指導者は、報告会の終了後速やかに議事録を整理し、参加者に配布する。  

（見直し）  

第１５ 本実施計画は、２年毎に、人材育成に係る各種施策の実施状況を踏まえ、

人材育成の実効性、効率性等の面から評価を行い、必要な場合には見直しを

行うものとする。  
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し、これらを基にして、人材育成実施計画（案）を提案しました。  

 本調査研究で得られた成果の概要は次のとおりです。  

 （１）防衛施設建設業務に従事する技術者に求められる人材像は以下のとおりとしまし  

た。  

   ① 豊富な経験とそこから得られる高い知見に基づき、業務処理上の課題を関係者  

との協働によって適切かつ円滑に処理すると共に、強い業務の改善指向を持って  

業務の質的向上を図っている者  

② 高い信頼を基礎として、業務に関連する組織（チーム）の内外の人々を目標達  

成へ向けて動機づけ、導き、仕事の成果と関係者の満足度を最大化できる者  

 

（２）人材育成を考慮する職務の階層区分は、成熟の５段階モデル、国家公務員の昇格  

基準等に基づき、初任者、係員、主任、係長、補佐等及び課長としました。  

 

（３）求める人材像を構成する能力要素として、専門技術力、問題解決力、プロジェク  

トマネジメント力、ﾘｰﾀﾞｰ力及び社会人基礎力とし、それぞれの能力の階層区分を

示しました。  

 

 （４）職務区分毎の到達目標を、各能力要素の区分を、どの職務階層までに到達するの   

かという手法により示しました。  

 

 （５）職務区分毎の到達目標に基づき、集合教育における教育内容、経験する業務及び    

OJT で身に付ける内容等について示しました。  

 

 （６）OJT プログラムは、係長までの職員が受ける標準的な４５のプログラムの OJT 

のねらい、業務の標準、指導のポイント及び評価のポイントを示しました。  

 

 （７）OJT プログラムにより係長までの職員が必修する OJT 標準コースと、専門官以  

上の職にある者が、能力の向上のため自ら申し出て行う OJT 特別コースの実施手  

順を示しました。  

  

 （８）人が育つ仕事の仕組みづくりについては、人が育つ職場の条件、及び仕事から学  

ぶ仕組みを明らかにし、人が育つ仕事の仕組み作りのための前提条件と基本方針を  

示しました。  

  

 （９）これらの検討結果に基づき、昨年度提案した人材育成基本計画（案）に基づき人  
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材育成を行うための人材育成実施計画（案）を提案しました。  

 

 昨年度から引き続く本調査研究により、人材育成基本計画及び実施計画と、人材育成の

制度全般の骨格を提案できたものと考えています。本調査研究でも何度も述べていますが、

人材育成において、先ず大事なことは、「人材を育成する」という強い意思とリーダーシ

ップであると思います。どんなに優れた制度を作るより、言い換えれば、制度など無くて

も、「人材を育てる」という強い意思とリーダーシップのもとで仕事が行われるならば、

人は育つものと考えます。  

 ここで提案したことは人材育成を計画的、継続的かつ系統的に行って行くために必要な

ものであると考えますので、「人材を育成する」という強い意思の下でこの提案が何らか

の助けになれば幸いであります。  

 

    

 参考文献  

１ 経験からの学習 松尾睦 著 同文館出版  

２ 職場が生きる人が育つ「経験学習」 松尾睦 ダイヤモンド社  

３ OJT と職場経営 大貫章 著 産業能率大学出版部刊  

４ トヨタの育て方 ㈱OJT ソリューションズ  

５ 3 日間で QMS 構築が見えてくる 福島茂博著 日刊工業新聞社  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             各 職 務 能 力 の 階 層 区 分 
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別表１ 専門技術力の階層区分  

職務能力の区分  職務  業務能力  

Ⅰ（初心者）  

上司の指導を受け
ながら、補助的な
業務（資料の作成・
整理等）を担当  

・技術業務の実施手順を理解している。  

・担当する施設に適用すべき設計基準とその規定内容
等について理解している  

・発注者としての立場を自覚し、行使すべき権限と責任
及び担うべき責任について理解している。  

・技術業務の関係者、彼らの役割及び任務等について理
解している。  

・上司の指示、指導及び助言等を理解している  

Ⅱ（見習い）  

担当事案を割り当
てられ、上司の指
導の下、設計、監
督等の技術業務を
担当  

・技術業務の実施手順を理解し、上司の指導の下でその
業務を処理できる。  

・上司の指導を得て、担当する施設に係る技術業務を、
設計基準等に基づき処理できる  

・上司の指導を得て、注者としての立場を踏まえ契約書
等に基づく権限と任務を適切に行使できる。  

・上司の指導を得て、技術業務の関係者の役割等に沿っ
て、業務に必要な調整を実施できる。  

Ⅲ（一人前）  

割り当てられた担
当事案について、
上司の監督の下、
単独で担当。複雑
な業務の場合は、
上司の指導・助言
を得ながら実施  

・技術業務の実施手順を理解し、独力で処理計画を作
り、それに沿った実行ができる。  

・担当する施設に係る技術業務を、設計基準等に基づき
処理できる。  

・発注者としての立場を踏まえ、契約書等に基づく権限
と責任を適切に行使し、担うべき席陰について自覚
している。  

・技術業務の関係者の役割を踏まえ、当該業務に必要な
調整を自主的に実施できる。  

・技術業務実施上の課題を把握し、その課題解決のため
の対策案を作成できる。  

Ⅳ（中堅）  

主 任 ～ 係 長 と し
て、部下を使って
担当事案を担当。  

・技術業務の実施手順に従って、事案の特性等を踏まえ
た処理計画を作成し、部下を使って実行できる。  

・担当する施設に係るニーズ、現場条件などを考慮し、
設計基準等の内容をよく理解した上で柔軟に適用で
きる  

・技術業務に係る関係者の役割等を良く理解し、主動的
に働きかけて、業務を適切かつ効率よく実施できる
よう調整できる  

・発注者としての立場を踏まえ、相手方の立場も考慮し
て、業務を円滑に処理できる  

・担当する技術業務の課題を把握し、その解決策を立案
し、部下等を指導して実行できる。  

・部下の育成に配慮した仕事の与え方、指導・助言を行
うことができる。  

・部下の OJT の指導ができる  

（次項につづく）  

 

 

職務能力の区分  職務  業務能力  

Ⅴ（熟練）  

輔佐等として、数名
の係長を指揮監督
して、グループ全体

・技術業務の実施手順を踏まえ、事案の特性等を考慮
した処理計画を部下に作成させ、実行を管理・統制
できる。  
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の技術業務を統制
すると共に、部下の
指導・育成に当る。 

・担当する施設に係る技術業務について、設計基準等
に頼ることなくその適否を判断し、最適な業務の
実行を管理・統制できる。  

・発注者及び相手方それぞれの立場や権限を理解し
相互の満足度が最大になるように、業務の管理・統
制ができる。  

・担当する技術業務の関係者の満足度が最大になる
よう業務を管理・統制できる . 

・担当する技術業務をより品質を高め、効率的に処理
できるようにするなど、改善指向的に設定し、その
解決に向けて行動できる。  

・部下の個性等を把握した業務処理能力の評価、育成
計画の立案及び OJT の指導ができる。  

 

  

別表２ 問題解決力の階層区分 

職務能力の区分  職務 職務能力  

Ⅰ（初級）  主任又は係長等とし
て、自分の担当している
案件について、顕在し、
又は内在する問題点を処
理する。 

自分の担当する案件の特性（設計施工上の
問題など）業務処理上の問題点を抽出・把握
し、それぞれに対する解決策を立案して、実
行する。 

Ⅱ（中級）  課長補佐又は専門官等
として、担当している案
件の内在している問題
（課題）に、部下を指揮
して効率的に対処し、案
件を効率的に処理する 

・自分の担当する業務をより適切かつ効率的
に処理するため、これらの案件に内在する
問題点を的確に抽出・把握する。 

・把握した問題（課題）に対する適切な対処
方針を立案し、部下を指揮してそれを実行
する。 

Ⅲ（上級）  課長等として、所掌・
担当している業務のより
適切かつ効率的な処理を
行うための、仕組みづく
り、又は組織の統制を行
う 

・組織として担当している業務の仕組み、慣
例などで、適切かつ効率的な業務処理の障
害になっている問題（課題）を抽出・把握
し、改善目標を設定し、組織的な取り組み
を統制する。 

Ⅳ（Master）  部下を指導して業務処
理上の問題点の把握や改
善策の立案等を行わせ、
より適切かつ効率的な業
務処理を管理・統制す
る。 

・部下に対して、問題の所在に気づかせ、そ
の影響及び解決のための方策等を考えさ
せ、仕事の改善に対する動機付けを行う。 

・部下の抱える業務上の問題点に処理に係る
指導・助言によって、部下の問題解決能力
の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

別表３ PM 力の階層区分  

職務能力区分 職務内容 職務能力  



47 

 

Ⅰ（初級） プロジェクトのメンバー
として参画し、プロジェ
クトの一部の役割を担う 

 参加するプロジェクトの目的と意義を理解
し、自ら担当する部門のプロジェクトでの位
置づけ、実施の時期・期間、費用及び課題な
どを把握して、必要な業務を実施する  

Ⅱ（中級） 自分の担当業務の中で部
下や業務の受託者等とチ
ームを編成し、プロジェ
クトリーダーとしてチー
ムの運営・管理を行う 

 自分の担当業務について、当該プロジェク
トの目的、意義、実施方針、実施の時期・期
間、費用、関係者とその役割、解決すべき課
題などのプロジェクトの枠組みを整理し、チ
ーム員に示して、その実行をリーダーとし
て、統制管理することができる。 

Ⅲ（上級） 組織横断的な事業のプロ
ジェクトのリーダーとし
て、チームを管理・統率
する。 

 組織として取り組まれるプロジェクトの目
的、意義、実施方針、実施の時期・期間、費
用、関係者とその役割、解決すべき課題など
のプロジェクトの枠組みを整理し、組織をま
たがるチーム員に示し、理解を得て、その実
行をリーダーとして、統制管理することがで
きる。 

Ⅳ（Master) 事業の推進や問題解決の
ため、プロジェクトを企
画・立案、チームの編成
などを行い、自ら又は部
下等をリーダーに任じて
プロジェクトの実行を推
進する 

 特定の事業や組織内の課題を解決するた
め、当該課題の改善目標等、目標時期、プロ
ジェクトの実行方法、チームの構成などのプ
ロジェクトを企画・立案し、そのプロジェク
トの実行を指導・監督し、成果と構成員の満
足度を最大化することができる。 

 

 ＜リーダー力の評価＞  

   リーダーは、建設業務に携わる組織内外の関係者をチームとしてまとめ、目標達成

に向けて動かす能力が求められますが、この能力発揮のためには、次の４つの資質が

求められるものと考えられます。  

  ① 問題解決力  

    業務の質の向上、効率化等の観点から、組織内に顕在化し、又は内在している問

題点を把握し、対策を立案し実行する力があること。  

  ② 組織マネジメント力  

    組織目標を設定し、それを実現するための業務の設計（仕組みづくり）、仕事の

割り振りなどを行い、部下の育成・活用を図りながら、仕事の成果が最適となるよ

うな進捗管理及び部下に対する指導監督を行う力があること。  

  ③ 人材活用力  

    職員の個性、能力等を的確に把握し、その能力を活用すべくチャンスを与え、生

き生きと仕事ができるよう指導監督を行う力があること。  

  ④ 人望  

    人に対する思いやり、包容力があり、何事に対しても積極的で責任感が強く、上

司及び部下からの信頼があること。  

   

  これらの資質の評価は、図①に示す５段階評価で行うものとします。  
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図① リーダー力要素の評価点 

５  ４  ３  ２    １ 

              

十分に 
 できる  

よくできる 
 

できる 
 

やや 
できない  

できない 

 

別表４ リーダー力の能力区分 

 職務能力 
の区分 

職務内容  
リーダー要素の評価  

の平均点 

Ⅰ（初級） 

主任又は係長として数人の部下を管理統
率する。また、担当案件の業務処理にお
いて受託者等にリーダーシップを示す必
要がある。 

2.5 点以上 

Ⅱ（中級） 

輔佐等として、上司から示された方針等
に基づき、数人の係長とその部下を管
理・統率する 

3.3 点以上 

Ⅲ（上級） 
課長等として、担当する課等の職員を管
理・統率する 

3.7 点以上 

Ⅳ（Master) 
課長等以上の職務にあって、組織を動か
し、組織目標の達成を管理・統率する 4.3 点以上 

 

 

＜社会人基礎力＞  

   

  社会人基礎力の評価は、表①の社会人基礎力のそれぞれの能力要素について図②   

に基づき評価点を付け、前に踏み出す力などの分類ごとに平均点を求めて行うものとしま

す。  

図② 社会人基礎力の能力要素の評価点 

５  ４  ３  ２     １ 
              

よくできる  どちらか
といえば
できる 

 どちらともい
えない 

 どちらかとい
えばできな

い 

 あまりできない 

   

 そして、職務能力の区分は、別表５に示すとおりです。  
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表①  社会人基礎力の内容 

分  類 能力要素 内    容 

前に踏み出す力 
（アクション）  

主 体 性 
ものごとに進んで取り組む力 
例：指示を待つのではなく、自らやるべきことを見つけて積極的に

取り組む 

働 き か け 力 
他人に働きかけて巻き込む力 
例：「やろうじゃないか」と呼びかけ、目的に向かって周囲の人を動

かしていく 

実 行 力 

目的を設定し確実に行動する力 
例：言われたことをやるだけでなく自ら目標を設定し、失敗

を恐れず行動に移し、粘り強く取り組む 

考え抜く力 
（シンキング） 

課 題 発 見 力 

現状を分析し目的や課題を明らかにする力 
例：目標に向かって、自ら「ここに問題があり、解決が必要
だ」と提案する 

計 画 力 
課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力  
例：課題の解決に向けた複数のプロセスを明確にし、「その
中で最善のものは何か」を検討し、それに向けた準備をする 

創 造 力 
新しい価値を生み出す力 
例：既存の発想にとらわれず、課題に対して新しい解決方法
を考える 

チームで働く力 
（チームワーク） 

発 信 力 

自分の意見を分かりやすく伝える力 
例：自分の意見を分かりやすく整理したうえで、相手に理解しても
らえるように的確に伝える。 

傾 聴 力 
相手の意見を丁寧に聴く力 
例：相手の話し易い環境を作り、適切なタイミングで質問するなど
相手の意見を引き出す 

柔 軟 性 

意見の違いや立場の違いを理解する力 
例：自分のルールややり方に固執するのではなく、相手の意見や立
場を尊重し理解する 

状 況 把 握 力 
自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 
例：チームで仕事をするとき、自分がどのような役割を果たすべき
かを理解する 

規 律 性 
社会のルールや人との約束を守る力 
例：状況に応じて、社会のルールに則って自らの発言や行動を適切
に律する 

ストレス 
コントロール力 

ストレスの発生源に対応する力 
例：ストレスを感じることがあっても、成長の機会だとポジティブ
に捉えて肩の力を抜いて対応する 

 

別表５ 社会人基礎力の能力区分  

職務能力

の区分 

前に踏み出す力  

（アクション）  

考え抜く力 

（シンキング）  

チームで働く力  

（チームワーク）  

Ⅰ（初

級） 
３点以上 3 点以上 3.6 点以上 

Ⅱ（中

級） 
3.6 点以上  3.6 点以上 4.5 点以上 

Ⅲ（上

級） 
4.3 点以上 4.3 点以上 4.8 点以上 
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別表６ OJT プログラム（初任者）一覧  

職務 OJT 対象業務 目標能力  ねらい  

設計 

関係書類の受払業
務 

専
門
技
術
力
１ 

 

社
会
人
基
礎
力Ⅰ

 

設計業務の実施手順、関係者の役割
など 

設計書の点検業務
（設計数量を含
む） 

設計基準とその適用方法等 

受託者との設計打
合せ会議への参加 

発注者、受託者の関係、設計等で課
題となる事項の把握など 

部隊関係者との打
合せへの立会 

ニーズ元（関係者）との関係及びニ
ーズに対する対応方法など 

工事 

関係書類の受け払
い業務 

工事監督業務の実施手順、請負者等
との関係、発注者の役割など 

施工現場立会い検
査業務 

仕様書、設計書の記載事項と現場で
の確認の方法、及び設計書等の記載
事項に対する理解 

工事写真と設計図
書との照合業務 

工事の進捗管理の理解、監督の方法
など 

完成検査への立会
業務 

完成検査の基準及び着眼点、設計図
書と現場の照合の仕方など 

工事打合せ会議へ
の参加 

発注者と請負者等（部隊関係者を含
む）の関係、工事において課題とな
る事項及びその対応策、対応手順な
ど 

計画 

計画関係書類の受
払 

施設建設の予算の流れ、関係者
（課）の役割等 

工事計画資料の作
成業務 

部隊ニーズの把握、必要予算の確
保、業務処理計画の立案などの手順
を理解 

部隊（ニーズ元）
との打合せ会議へ
の参加 

ニーズ元との関係、及びニーズへの
取扱い等について 
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別表６－１ 

OJT 対象業務 設計関係書類の受払業務  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1．受払する書類の根拠規定により、目的、記載内容、提出時期などを確認 

2．受払する書類の受払状況の管理暮を作成 

3．受払した書類を確認しやすいようにファイリング 

指導のポイント 

1．設計業務に係る延滞の手順を説明し、受払する書類の概要を説明し、理 

 解させる 

2．受払する書類の根拠規定に基づき、記載事項の適否等を確認させる 

3．受払未了のものがある場合には、報告又は相手方等に督促させる 

評価のポイント 1．積極的に仕事を覚えよう、学ぼうという意欲をもっているか 

2. 設計業務がどのような手順に沿って行われるか理解したか  

3. 仕事に創意工夫しようとする意欲が示されたか 

 

 

 

 

別表６－２ 

OJT 対象業務    設計：設計書の点検業務  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1．対象施設の概要、現場条件などを把握する 

2．適用する設計基準、設計条件、設計方式及び結果等の要点を整理する 

3．背経書の内容が適切に設計図に表現されているかを確認する 

4．数量計算書と設計図を照合して、数量計算方法を確認する  

指導のポイント 

1．施設の概要と適用する設計基準、設計手順の概要等を説明する 

2．設計の要点を整理することで、設計基準の適用方法、設計条件の設定   

 の仕方などを理解させる 

3．設計図の作り方、見方を訓練させる 

評価のポイント 

1．設計基準の適用方法、設計の手順等を理解したか  

2．要点の整理は、他の者が見ても分かりやすく作成できたか  

3．設計図の作り方、見方の要点を理解したか 
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別表６－３ 

OJT 対象業務    設計：受託者との設計打ち合わせ会議への参加  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1.上司の指示に基づき会議資料の準備、場所、時間、参加者等の確認 

2.会議に出席し、打ち合わせ内容を聴取する 

3.議事録を作成する 

指導のポイント 

1.会議の目的、議題、主な論点、会議の進め方を説明  

2.準備する資料の概要、目的等を説明 

3.仕様書及び契約書と、会議の関係を説明 

4.発注者としての役割、権限を書き出させる 

5．議事録の作成方法、記載内容等の留意事項を説明する  

評価のポイント 

1.事前に予定した会議の目的と、実際の会議の成果の整合性を評価したか 

2.議事録は会議の目的、決定事項等をもれなく且つ簡潔にまとめているか 

3.会議における発注者及び受託者の役割・責任等を理解したか 

 

 

 

 

別表６－４ 

OJT 対象業務    設計：部隊関係者との打ち合わせ会議への参加  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1.上司の指示に基づき、資料の準備、場所、時間、参加者等の確認 

2．会議に出席し、打ち合わせ内容を聴取する。 

3．議事録を作成する 

指導のポイント 

1．会議の目的、議題、主な論点、会議の進め方などを説明  

2．準備する資料の概要、目的などを説明し理解させる  

3．出席する部隊関係者の職務等を説明し理解させる  

4．部隊と防衛施設局の立場を理解させる 

5．議事録の作成項目、作成内容等を指導する 

評価のポイント 

1．部隊と防衛局のそれぞれの立場を理解し、会議の参加者がどのような立

場で意見を述べたかを理解したか  

2．会議の進め方、部隊等との調整の概要を理解したか  

3．議事録は分かりやすく要点を掴んだものとして作成できたか 
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別表６－５ 

OJT 対象業務    工事：関係書類の受払業務  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1．受払する書類の根拠規定により、目的、記載内容、提出時期などを確認 

2．受払する書類の受払状況の管理暮を作成 

3．受払した書類を確認しやすいようにファイリング  

指導のポイント 

1．工事を実施する手順を説明し、受払する書類の概要を説明し、理解させ   

る 

2．受払する書類の根拠規定に基づき、記載事項の適否等を確認させる 

3．受払未了のものがある場合には、報告又は相手方等に督促させる 

評価のポイント 

1．積極的に仕事を覚えよう、学ぼうという意欲をもっているか 

2. 設計業務がどのような手順に沿って行われるか理解したか  

3. 仕事に創意工夫しようとする意欲が示されたか 

 

 

 

別表６－６ 

OJT 対象業務    工事：施工現場立会・確認業務  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1．上司の指導の下、設計図書に基づく施工の立会及び確認を行う 

2．設計図書により立会い及び確認を行う作業を確認する。  

3．上司の指導の下、施工の立会及び確認等を行う 

4．立会い及び確認報告書を作成する 

指導のポイント 

1．設計図書により、立会い及び確認を要する事項及びその方法を説明し理

解させる 

2．工事工程等から、立会い及び確認のおおよその日程を把握させる 

3．現場にて、立会い及び確認のポイントを説明し理解させる  

4．立会い及び確認報告書の作成方法を説明し理解させる  

評価のポイント 

1．設計図書の立会又は確認を要するとされている事項及びその方法を理解

したか 

2．立会い及び確認の意義を理解したか 

3．立会い及び確認は、設計図書と現場の照合を確実に行っているか 
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別表６－７ 

OJT 対象業務    工事：工事写真と設計図書との照合業務  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1．上司の指導の下、完成検査済の工事写真と設計図書を照合することによ

って、設計図書に規定された出来高、品質が確保されていることを確認す

る 

2．工事写真、設計図及び工程表を準備する 

3．工事写真が何を証明するものとなっているかを設計図書と照合させ検証

する 

4．照合報告書を作成させる  

指導のポイント 

1．設計図書の見方・読み方を習得するという本作業の目的を説明し理解さ

せる 

2．作業工程を説明し、大まかな工事の手順を把握・理解させる 

3．着手前から完成までの工事写真と設計図の突合作業を行わせる 

4．照合報告書を作成させる工種及び作成方法を説明し理解させる 

評価のポイント 

1．設計図書と写真の突合ができたか  

2．工事写真が何を証明しようとするものであるか理解したか  

3．報告書は分かりやすく、工夫されたものであるか  

 

 

 

別表６－８ 完成検査への立会  

OJT 対象業務    工事：完成検査への立会業務  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1．上司の行う完成検査に補助者として立会する。 

2．完成検査の手順を記録する。  

3．現場書類の審査方法、現場の確認方法を立会い及び聞き取りにより整理

する。 

指導のポイント 

1．当該工事の概要、完成検査の意義、方法などを説明する  

2．設計図面及び仕様書から工事内容、要求品質等を把握させる 

3．検査状況を含めた完成検査報告書を作成させる（何を、どのような根拠

で、どのようにして）。 

評価のポイント 

1．完成検査の意義、完成検査の方法の概要を理解したか  

2．設計図と工事写真及び現場写真の確認方法を理解したか  

3．設計図及び仕様書の記載内容を理解していたか 

4．検査報告書の作成においては、創意工夫がなされていたか  
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別表６－９ 

OJT 対象業務 工事：工事打合せ会議への参加  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1．上司の指示に基づいて会議資料を準備すると共に、場所、時間、参加者

等を把握する。 

2．会議に出席し、打ち合わせ内容等を聴取する 

3．会議議事録を作成する 

指導のポイント 

1．会議の目的、議題、主な論点、会議の進め方などを説明  

2．準備する資料の概要、利用目的等を説明 

3．仕様書及び契約書の規定等から、本件に係る発注者としての役割と責任

を説明し理解させる。 

4．議事録の作成の方法及びポイントなどを説明 

評価のポイント 

1．事前に予定した会議の目的と実際の会議の成果の整合性を評価したか 

2．会議における発注者と請負者の役割・責任の相違を理解したか 

3．議事録の作成は、わかり易く要点をまとめたものになっていたか 

 

 

 

別表６－１０ 

OJT 対象業務    計画：計画関係書類の受払  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1．工事の実施に係る各種計画書とその関連書類の受払いを行う 

2．受払する書類の根拠規定、使用目的、記載内容、作成・提出時期などを

確認する 

3．書類の受払状況を確認できる管理簿を作成し、受払状況を管理する 

4．上払いした書類を利用・確認しやすいようにファイリングする 

指導のポイント 

1．建設工事の事務処理の手順と受払する書類の根拠及び内容等を説明し理

解させる 

2．受払する書類の根拠規定に基づき、記載事項の内容等を確認させる。 

3．管理簿等に基づき、受払未了のものを報告又は督促させる。 

評価のポイント 

1．建設工事の諸手続きの概要を理解したか 

2．建設計画を立案するための資料を、誰が、いつ、どのように作成し、誰

に提出するかなどの業務の概要を理解したか 

3．書類の受払簿の作成・管理等において、創意工夫をするなど意欲を持っ

て取り組んだか 
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別表６－１１ 

OJT 対象業務    計画：工事計画資料の作成業務  OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1．上司の指導の下、簡易な案件に係る工事実施計画書を作成する。 

2．部隊ニーズと防衛局としての対応を各課担当からヒアリングして整理す

る。 

3．各担当から提出された整備計画、概算工事費等により工事実施計画書を

作成する。 

4．予算及び基本計画書との対比により、整備内容の当否を検討する 

指導のポイント 

1．他の事例を利用して、工事実施計画書の意義、作成方法・手順等を説明

する。 

2．各課の担当者に協力を求め、ニーズに対する整備方針、及び工事概算額

等を提出してもらう 

3．予算と基本計画の意義と、当該案件に対する内容を説明し、理解させ

る。 

評価のポイント 

1．工事実施計画の策定に必要な資料はどのようなものであり、誰が、何時

作成するのかを理解したか 

2．計画書類の作成方法を理解したか  

3．各担当者とのコミュニケーションを積極的にとっていたか  

 

 

別表６－１２ 

OJT 対象業務 計画：部隊等との打ち合わせ会議に立

会 

OJT 対象者：初任者  

項目 説明 

業務の標準 

1.上司の指示に基づき、資料の準備、場所、時間、参加者等の確認 

2．会議に出席し、打ち合わせ内容を聴取する。 

3．議事録を作成する 

指導のポイント 

1．会議の目的、議題、主な論点、会議の進め方などを説明  

2．準備する資料の概要、目的などを説明し理解させる  

3．出席する部隊関係者の職務等を説明し理解させる  

4．部隊と防衛施設局の立場を理解させる 

5．議事録の作成項目、作成内容等を指導する 

評価のポイント 

1．部隊と防衛局のそれぞれの立場を理解し、会議の参加者がどのような立

場で意見を述べたかを理解したか  

2．会議の進め方、部隊等との調整の概要を理解したか  

3．議事録は分かりやすく要点を掴んだものとして作成できたか 
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別表７ OJT プログラム（係員）一覧 

職務 職 務 目標能力  ねらい  

設計 

簡易な施設の設計委託

仕様書の作成業務 

専
門
技
術
力Ⅱ

 

社
会
人
基
礎
力Ⅱ

 

部隊ニーズ及び設計基準等に基づく設

計方針の作成、委託内容の決定、仕様

書の記載内容、記載方法等 

簡易な施設の設計委託

の監督業務 

発注者の役割、権限と受託者の関係を

踏まえて 

円滑に設計を進めるため監督として対

応すべき業務 

簡易な施設の積算 
工事数量の算定方法及び積算基準の適

用方法など 

設計打ち合わせ会議の

開催（ニーズ元） 

ニーズの取扱いなどの議題とその解決

策の準備 

ニーズ元とのコミュニケーション 

設計打ち合わせ会議の

開催（受託者） 
設計上の課題とその解決策の準備 

工事 

簡易な施設の工事監督

（工事着手準備） 

工事着手に必要な手続き（部隊及び関

連工事との調整、契約上の処理など） 

簡易な施設の工事監督

（設計変更） 

設計図書通りに工事できない場合の対

応、設計変更を行うための要件など 

簡易な施設の工事監督

（検査準備） 

完成検査書類の準備と現場確認 

監督として整備すべき書類、請負者が

行うべきことの区分 

工事関係者の打ち合わ

せ会議の開催 

工程の調整など課題と対応策の準備 

工程の進捗に影響を与えない開催 

計画 

簡易な施設の施設計画

関係資料の取りまとめ

業務 

ニーズに対する各課等の対応を踏まえ

た計画案（整備内容、予算、工程な

ど）の作成 

簡易な施設に係る実施

計画書（案）の作成業

務 

整備に必要な予算の確保のために必要

な情報は何か。予算の制約の中でどの

ように計画するかなど 
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別表７－２  

OJT 対象業務    設計：簡易な施設の設計委託の監督  OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司から指導を得つつ実施 

2．仕様書等の規定に基づき発注者の役割（条件設定、ニーズの確認等）   

 を果たす 

3．受託者からの問い合わせ等への対応を行う 

4．設計の段階確認で仕様書、設計基準等との適合性を確認する 

指導のポイント  

1．受託者と協働して設計を作り上げるという意識を醸成させる 

2．業者からの問い合わせ等に誠実かつ迅速に対応させる。  

3．受託者とのやり取りは書面により行わせる 

評価のポイント  

1．発注者としての果たすべき役割を理解し、実行できたか  

2．受託者との対応は誠実なものであったか 

3．受託者とのコミュニケーションはとれていたか 

 

 

 

別表７－１  

OJT 対象業務    係員：簡易な施設の設計委託仕様書の作成  OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司から指導をえつつ実施  

2．上司から指示された計画資料に基づき作成 

3．他の事例も参考にしつつ、設計項目、設計条件等を設定する 

指導のポイント  

1．計画資料に基づき、施設の概要、主要なニーズ、仕様書作成方法およ 

 び留意点等を説明 

2．設計項目、手法及び条件等を具体的かつ明確に記載すること 

3．発注者としての役割を明確にさせ、認識させること  

評価のポイント  

1．設計委託における仕様書の位置づけを理解して作成できたか 

2．実施項目、内容、条件等は具体的かつ明確に記載できたか  

3．発注者及び受託者双方の役割を理解し、発注者として実施すべきこと

を 

 理解したか 
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別表７－３  

OJT 対象業務    設計：簡易な施設の積算業務  OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司の指導を得つつ実施  

2．工事図面及び工事数量計算書から、工事概要を把握する  

3．工種から、歩掛により算定するもの、業者見積もりによるもの、
材料見積もりが必要な物などを区分し、見積もり依頼を行う  

4、積算基準に基づいて積算し内訳書を作成する  

指導のポイント  

1．積算基準、歩掛、材料単価の採用方法など、積算の概要を説明す
る。  

2．必要がある場合には、積算ソフトの使用方法を説明し、理解させ  
る  

3．当該案件の積算の留意事項等を説明し理解させる  

4．説明は丁寧に行い、対象者の疑問等を引き出し、分かりやすく説
明明すること  

評価のポイント  

1．積算業務の概要、意義等を理解したか  

2．現場条件を踏まえ、積算基準を適用できているか  

3．見積もり依頼等は、仕様書の規格に適合したものになっているか、
また採用単価は適切であったか  

 

 

別表７－４  

OJT 対象業務    
設計：設計打ち合わせ会議の開催  

（ニーズ元）  OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司の指導を得つつ実施する。  
2．ニーズの確認、及び対応方法などを決定するための会議を開催す
る。  
3．会議の目的、議題、案件のスケジュール、ニーズに対する問題点
及び解決策などを準備する  
4．上司の司会の下、議案の説明、課題と解決策などを説明し、意見
を述べる  
5．議事録を作成する  

指導のポイント  

1．部隊ニーズの問題点とその対応を決めるための、基本的な方針を
示して、具体的な対応策を考えさせる。  
2．部隊ニーズに対する確認事項等を整理させる  
3．部隊関係者への説明振りを、何を説明し、どのような結論を得る
のかなど、会議の進め方などを事前に打ち合わせておく  

評価のポイント  

1．会議での態度は誠実で、会議の目的に沿って説明し、意見を述べ
ることができたか  
2．会議での説明は分かりやすく、出席者が理解しやすいものであっ
たか  
3．議事録は要点をまとめ、出席者のそれぞれの主張や会議としての
結論を分かりやすく記載しているか  
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別表７－５  

OJT 対象業務    設計：設計打ち合わせ会議の開催  OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司の指導を得て実施する  
2．発注者としての調整事項、受託者からの要請などを踏まえ、会議
の議題、内容等を決めて、会議を設定する。  
3．議題となる確認事項、設計上の課題とその対応策等を事前に準備
する。  
4．会議において、発注者としての確認事項、課題等を説明すると共
に意見を述べる。  
5．議事録を作成する。  

指導のポイント  

1．会議の準備として、設計の進捗の確認事項、発注者として解決し
なければならない設計上の課題など、会議の議題とする事項を整理
させる。  
2．発注者としての設計上の課題や留意点などについて説明し、解決
策を検討させる  
3．会議における説明方針、担当者の役割などを打ち合わせておく  

評価のポイント  

1．会議での態度は誠実で、会議の目的に沿って説明し、意見を述べ
ることができたか  
2．会議での説明は分かりやすく、出席者が理解しやすいものであっ
たか  
3．議事録は要点をまとめ、出席者のそれぞれの主張や会議としての
結論を分かりやすく記載しているか  

 
 

別表７－６  

OJT 対象業務  
工事：簡易な施設の工事監督  

（工事着手の準備）  
OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司の指導を得ながら実施  
2．仕様書及び契約書に基づいて、着工までに提出・準備すべき書類
を確認する  
3．現場確認と部隊と仮設物の設置場所、工事実施上の留意点及び着
手時期などについて調整  
4．請負者と着手までの作業スケジュールを確認  

指導のポイント  

1．着工前に準備・調整すべき事項を書き出し、請負者と着工までの
タイムスケジュールを調整・作成させる  
2．着手前に現地確認し、部隊と仮設物の設置位置、立ち入りの手続
き等を行わせる  
3．処理状況を逐次報告させる  
4．請負者とのスケジュール調整等は、適切にフォローする  

評価のポイント  

1．着工前に何を、誰と、何時までに、調整し準備するかを理解した  
か  
2．部隊と請負者との調整は、それぞれの立場を踏まえ、円滑に実施
することができたか  
3．請負者の着手に向けた準備を把握し、適時適切な対応をとること
ができたか  
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別表７－７  

OJT 対象業務    工事：簡易な施設の監督（設計変更）  OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司の指導を得つつ実施する  
2．現場条件の相違等により、設計図を変更する必要が生じた場合に、
図面、契約金額等の契約変更の手続きを行うもの  
3．設計図と現場を確認し、設計図を変更する必要の有無を検討する  
4．請負者等と調整し、工事の変更内容、増減する金額等を検討・把
握する。  
5．契約変更を行うことの、部内への説明と予算の確認を行う  
6．変更内容と金額を請負者と協議の上確定し、契約変更の手続きを
行う  

指導のポイント  

1．設計変更を行う要件及び手続等を説明し理解させる  
2．何故、設計図どおりに工事が実施できないのか、どのような対応
策があるのかを考えさせる  
3．対応策とそれに要する経費を算出させて、請負者と協議させる  
4．各種作業は、請負者の工事工程を尊重して、適時適切に行わせる  

評価のポイント  

1．設計変更の要件及び手続を理解したか  
2．設計変更の手続きは、何を、何時までに、どのようにしてやるの
かなどを理解したか  
3．発注者の立場・責任を理解し、契約書に基づく対応をすることが
できたか  
4．設計変更に係る手続きを、請負者のスケジュールを尊重して対応
できたあ  

 

別表７－８  

 

OJT 対象業務  
工事：簡易な施設の工事監督  

（検査準備）  OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司の指導を得つつ実施  
2．工事完了前から検査完了後までに実施すべき事項を洗い出し、タ
イムスケジュールを作成する  
3．請負者の作成する資料、監督官として準備する書類を確認する  
4．工事が設計図通り出来上がっていることを、事前に確認する  
5．工事完成検査に立ち会い、必要な説明を行う  
6．完成検査後の完成物引き渡し手続き等の手続きを行う  

指導のポイント  

1．完了前から完成検査終了後までに行うべき作業の概要を説明し、
本件について処理計画を作成させる  
2．書類と現場の確認は、確認方法等を指導したうえで、一人で行わ
せる  
3．検査においては、担当者にできるだけ説明の機会を与える  

評価のポイント  

1．完成検査の準備として、何を、何時までに、誰が、どのようにし
て行うかを理解したか  
2．監督官としての役割と責任を理解したか  
3．完成検査の意義と、その方法を理解したか  
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別表７－９  

OJT 対象業務    工事：工事関係者との打合せ会議の開催  OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司の指導を得て実施する  
2．発注者としての調整事項、請負者からの要請などを踏まえ、会議
の議題、内容等を決めて、会議を設定する  
3．議題となる確認事項、設計上の課題とその対応策等を事前に準備
する  
4．会議において、発注者としての確認事項、課題等を説明すると共
に意見を述べる  
5．議事録を作成する  

指導のポイント  

1．会議の準備として、請負者等からの聴取により、議題となる事項
の内容、緊急性などいついて把握させること  
2．発注者として、提起される課題への対応の基本方針を説明し、発
注者としての対応を検討させる  
3．会議における説明方針、担当者の役割などを打ち合わせておく  

評価のポイント  

1．会議での態度は誠実で、会議の目的に沿って説明し、意見を述べ
ることができたか  
2．会議での説明は分かりやすく、出席者が理解しやすいものであっ
たか  
3．議事録は要点をまとめ、出席者のそれぞれの主張や会議としての
結論を分かりやすく記載しているか  

 

別表７－１０  

OJT 対象業務    計画：簡易な施設の建設計画資料の作成  OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司の指導を得つつ実施する  
2．部隊ニーズ、予算、及び各課による技術的な検討作業を踏まえ、
当該施設の全般的な建設計画を作成するもの  
3．部隊ニーズは、各課等の意見を踏まえ、部隊と協議・修正を行う  
4．各課の整備内容については、部隊ニーズ及び予算を踏まえ、協議・
修正を行う  
5．以上の作業を踏まえ、整備内容、経費、整備工程等からなる建設
計画を作成する  

指導のポイント  

1．建設計画資料の取りまとめ手順及び作成の方針などを説明し、理
解させる  
2．部隊ニーズ及び各課の作成する整備内容は、予算、基本計画及び
法令等の面から良く吟味させる  
3．計画資料は、防衛局全体で利用できるよう分かりやすく、具体的
なものとすること  
4．計画の実行状況を評価し、改善・見直しを行わせる  

評価のポイント  

1．建設計画資料の作成の意義を理解したか  
2．計画を作成するためには、なにを、何時までに、誰に、どのよう
な方法で作業すればよいかを理解したか  
3．部隊、各課等との協議・修正においては、十分なコミュニケーシ
ョンがとれていたか  
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別表７－１１  

OJT 対象業務    
計画：簡易な施設に係る工事実施計画書
の作成  

OJT 対象者：係員  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．上司の指導を得つつ実施する  
2．訓令に定められた工事実施計画書を作成するもの  
3、当該施設について、基本計画、部隊等のニーズ及び各課の整備内
容等を調整する  
4．調整した資料に基づき、訓令の規定に基づき、工事実施計画書と
してまとめる  

指導のポイント  

1．工事実施計画書の意義、根拠規定、及び作成の留意事項等を説明
し、理解させる  
2．当該施設の全体の処理計画に基づき、何時作成し何時までに承認
をもらう必要があるかを把握させる  
3．部隊及び各課等との協議・繻子性には、関係者の協力を得て、で
きるだけ担当者に実施させる。  

評価のポイント  

1．建設工事の実施業務における工事実施計画の位置づけ、意義を理
解したか。  
2．工事実施計画の作成に当たって、予算、基本計画、及び部隊ニー
ズ等をどのように取り扱うかを理解したか  
3．関係者とのコミュニケーションは、十分であったか  
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別表８ OJT プログラム（主任）一覧 

職務 OJT 対象業務 目標能力  ねらい  

設計 

やや規模の大きな施設の

設計委託仕様書の作成 

専
門
技
術
力Ⅲ

 

問
題
解
決
力Ⅰ

 

設計上の技術的課題の把握とそ

れを踏まえた設計計画（仕様、

期間、経費等） 

やや規模の大きな施設の

設計委託の監督 

設計上の課題の受託者との共有

とその解決に向けて必要な行動

（課内の説得、部隊等との調

整）など 

やや規模の大きな施設の

積算 

現場条件、設計内容を踏まえた

適切な積算業務 

設計打ち合わせ会議の開

催（受託者） 

設計上の課題とその解決を図る

ための論点の整理と結論の出し

方 

工事 

やや規模の大きな施設の

工事監督（着工準備） 

工事実施上の課題の請負者との

共有化と、その解決のために必

要な行動計画など 

やや規模の大きな施設の

工事監督（設計変更） 

現場条件、契約に則った変更を

行うため、適時・適切な現場の

確認、内容の精査など 

やや規模の大きな施設の

工事監督（検査準備） 

適切かつ円滑な検査を行うため

の書類の整理、現場の確認など 

工事打合せ会議の開催等 

課題とその対応策又は検討のポ

イントなどを準備し、速やかに

かつ適切な解決策を引き出す 

計画 

駐屯地等に係る実施計画

書の作成及び申請 

確度の高い計画（必要経費

等）、ニーズ及び現場条件の的

確な反映など 

自治体への法手続き（計

画通知等） 

法律に基づく適切かつ迅速に手

続きを行うための要件 

PM 
課内でのプロジェクトの

メンバーとして参加 
ＰＭ力Ⅰ 

プロジェクトの進め方、それぞ

れのチーム員の役割と自分との

関係を理解。プロジェクト管理

の手法を体験し理解。 
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別表８－１  

OJT 対象業務    設計：やや規模の大きな施設の設計業務
委託仕様書の作成  

OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準 

1．対象施設のニーズ及び現場条件等を考慮した設計上の課題とその対応

策等を検討し、設計業務の実施計画を作成する 

2．1 の検討結果を踏まえ設計計画（項目、内容、経費、期間など）を作成 

3．発注者及び受託者双方の役割、義務等を明確にして、仕様書を作成 

指導のポイント 

1．設計上の技術的、法的な課題を抽出し、その対応策をどのように検討

し、 

 結論を導くかのプロセスを検討させる。 

2．発注者及び受託者の役割を、具体的かつ明確に規定させる  

3．標準的な記載に拘ることなく、実情に合った作業となるよう仕様書の

記載を工夫させる（経費の算定も含む）。 

評価のポイント 

１．設計の全体像を把握し、具体的な作業項目、内容等を見積もれている 

か 

2．設定した課題は、設計を進める上で重要なもので適切であったか 

3．受託者と発注者の役割規定は、具体的で明確なものであったか 

 

別表８－２  

OJT 対象業務    設計：やや規模の大きな施設の設計委託
の監督  

OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．仕様書及び契約書の諸規定に基づき、監督業務を行う  

2．設計上の課題とその対応策、設計の手順、スケジュール等について相

互 

  に認識を共有する 

3．発注者の果たすべき条件提示、問い合わせへの回答などを誠実かつ迅

速 

  に行う 

4．重要な課題等の解決のため、また段階確認のため打ち合わせ会議を実

施 

5．適時適切に上司に報・連・相を行い、方針を決定する  

指導のポイント  

1．課題解決のために受託者と十分なコミニュケーションを取ること 

2．発注者としての役割を誠実かつ迅速に果たすこと  

3．適時適切に上司に報告、連絡、相談し、衆議して方針決定を行うこと 

評価のポイント  

1．受託者との十分なコミュニケーションがとれているか  

2．発注者としての役割を誠実にかつ迅速に果たしているか  

3．上司への報・連・相は適切であったか 

4．設計は円滑にかつ適切なものとして仕上がったか  
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別表８－３  

OJT 対象業務    設計：やや規模の大きな施設の積算業務  OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．設計図書に定められた諸条件、積算基準に基づき工事費を積算す
るもの  
2．設計図書と積算基準を使って概略の工程を検討する  
3．設計図書に基づき、工種ごとの積算条件を確認する  
4．上記の検討結果に基づき、積算を行い内訳書を作成する  

指導のポイント  

1．主要工事について、工事数量、施工条件、適用歩掛等からなる積
算計画書を作成させる  
2．積算の適用条件と現場条件が合致しているかを良く吟味させると  
3．見積もりを依頼する場合には、見積もり条件を適切に、かつ明確
にさせる  

評価のポイント  

1．設計条件から現場条件、施工条件を把握し、それに適合した積算
となっているか  
2．工種ごとに適用した積算基準、適用条件等は、分かりやすく整理
し、後でのチェックが容易なように整理されているか  
3．見積も値の条件設定は、設計図書及び現場条件と適合したものに
なっているか  

 

別表８－４  

OJT 対象業務    設計：設計打ち合わせ会議の開催  OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．設計の進捗の確認、設計上の課題等を解決するための打ち合わせ
会議を開催するもの。  
2．受託者等と協議して、議題を定め、それに関係する関係者を招集
する。  
3．会議の準備として、議題について、問題点、解決の方向性などを
受託者からのヒアリングなどにより検討する。  
4．会議において、案件を説明し、意見を述べて結論を導く。  
5．議事録を作成する。  

指導のポイント  

1．会議において解決すべき問題、解決までの期間等を明確にさせて
おく  
2．会議においては、誰が、何を、何時までに、どのようにしてかを
明確にさせる  
3．会議においては、受託者の意見を良く聴き、相手の立場も尊重し
て対応させる  

評価のポイント  

1．議題の設定は、設計の進捗状況等を踏まえ、また問題の内容等か
ら適切なものであったか。  
2．発注者として、受託者の立場にも配慮した意見を述べることがで
きたか  
3．会議で導かれた結論は、設計の進捗に有効で、かつ明確なもので
あったか  
4．議論を進める上で、事前の準備は適切で、十分なものであったか  
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別表８－５  

OJT 対象業務    やや規模の大きな施設の工事監督  

（着工準備）  

OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．契約から着工までに行う業務を洗い出し、処理計画を作成する  
2．部隊関係者と工事着工に向けて、工事場所の確認、仮設物の設置
場所、入門手続き等を確認する  
3．請負者側の着工までの作業スケジュールを概略把握する。  
4．請負者から提出される各書類を確認する  
5．請負者と着工に向けた現地確認を行なう  

指導のポイント  

1．請負者の着工までのスケジュールを尊重して、発注者として行う
業務を処理させる  
2．主要工事については、施工計画書等により施工方法、安全管理、
品質管理等が仕様書、法令等に適合していることを確認させる  
3．工事の着手まで、部隊と密接な連絡調整を行わせる  

評価のポイント  

1．着工前の準備は、契約図書に定められた条件等を満足するものと
して円滑に行われたか  
2．着工前の準備業務を部隊等と密接に連携して行うことができたか  
3．請負者に対して、施工上の課題、その対応策等を良く理解させる
ことができたか  

 

別表８－６  

OJT 対象業務    やや規模の大きな施設の工事監督  

（設計変更）  

OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．部隊からの変更要求や現場条件の相違等により設計図を変更して
工事を行う必要がある場合の設計変更業務である  
2．部隊要求の変更がある場合には、上司からの指示に基づき行う  
3．現場における変更は、現場を確認し、変更の要件に適合する場合
に設計変更を行う  
4．変更の事由が生じた場合には、現場を確認し、上司に報告すると
共に対応策の検討を行う  
5．請負者と協議して変更内容（図面、経費、期間等）を決定する  

指導のポイント  

1．現場で問題が生じた場合には、工事工程を踏まえ、処理計画を策
定させる  
2．設計変更に係る上司への報・連・相は、適時適切に行わせる  
3．現場の確認、請負者との協議等は、発注者の立場、責任等を踏ま
え、積極的に行わせる  
4．設計変更の協議は、事案が生じた時に、できるだけ速やかに処理
させる  

評価のポイント  

1．設計変更に係るスケジュールを適切かつ実行可能なものとして策
定し、それに従って実行できたか  
2．請負者との協議、指示等は、発注者の立場・責任を踏まえたもの
であったか  
3．設計変更の処理は、工事工程等に影響を与えることなく行うこと
ができたか  
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別表８－７  

OJT 対象業務    やや規模の大きな施設の工事監督  

（完成検査準備）  

OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．工事完了前から完成検査後までの業務を洗い出し、関係者と協
議の上、処理計画を作成する  
2．請負者の作成する書類及び現場を確認し、設計図通りの施設が
完成しているか確認する  
3．検査に立会い、検査官に対して概要を説明するなどの対応をす  
る  
4．完成後の書類手続きを行う  

指導のポイント  

1．完成検査前から後までの業務処理を、網羅的かつ計画的に行わ
せる  
2．完成図書は、検査官に分かりやすく作成するよう指導させる  

評価のポイント  

1．完成検査までの準備は、請負者の協力も得て、計画的に実施でき
たか  
2．完成検査の資料は、分かりやすく作られていたか  

 

別表８－８  

OJT 対象業務    工事打合せ会議の開催  OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．工事の確認、現場での課題等を解決するための打ち合わせ会議を
開催するもの  
2．請負者等と協議して、議題を定め、それに関係する関係者を招集
する  
3．会議の準備として、議題について、問題点、解決の方向性などを
請負者等からのヒアリングなどにより検討する  
4．会議において、案件を説明し、意見を述べて結論を導く  
5．議事録を作成する  

指導のポイント  

1．会議において解決すべき問題、解決までの期間等を明確にさせて
おく  
2．会議においては、誰が、何を、何時までに、どのようにしてかを
明確にさせる  
3．会議においては、請負者等の意見を良く聴き、相手の立場も尊重
して対応させる  

評価のポイント  

1．議題の設定は、工事の進捗状況等を踏まえ、また問題の内容等か
ら適切なものであったか。  
2．発注者として、請負者の立場にも配慮した意見を述べることがで
きたか  
3．会議で導かれた結論は、工事の進捗に有効で、かつ明確なもので
あったか  
4．議論を進める上で、事前の準備は適切で、十分なものであったか  

 

 



69 

 

 

別表８－９  

OJT 対象業務    計画：駐屯地等に係る実施計画書の作成  OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．複数の事案のある駐屯地等の工事実施計画書を訓令の定めに従い
作成する  
2．部隊ニーズを整理し、各課等の意見を踏まえ、その取扱いを協議
する。  
3．各課に対して、部隊ニーズの取扱い、整備内容及び経費等の検討
を依頼する。  
4、部隊等及び各課等との協議の結果を踏まえ、実施計画書を作成す  
る。  
5．実施計画書を上申し、本部との連絡調整を行う  

指導のポイント  

1．部隊ニーズ及び各課等の意見を踏まえ、事案全体の調査から工事
の完成までの全体の処理計画を作成する  
2．事案処理上の課題（予算、工期、対外問題）の有無、内容及び対
応方針などを整理させる  
3．部隊及び各課等との連携を密に実施させる  

評価のポイント  

1．事案の処理計画は、具体的で実行可能なものを作成できたか  
2．事案処理に係る課題とその対応方針は、明確で具体的なものであ
るか  
3．部隊等及び各課担当者等とのコミュニケーションは十分であった  
か  

 

 

 

別表８－１０  

OJT 対象業務    自治体等への法手続き  OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準  

1、工事の実施に必要な建築確認通知等の法手続きを行うもの  
2．法律の条文を検討し、提出資料を調整する  
3．自治体に申請し、審査のための諸調整を行う  
4．調整事項等を各課に通知する  

指導のポイント  

1．事案全体の処理計画を踏まえ、法手続きに係る事務処理計画を作
成させる  
2．法手続き上の課題とその対応策を検討し、処理計画に反映させる  
3．自治体からの問合せ、調整に対しては誠意を持って適時適切かつ
迅速な対応をさせる  
4．処理計画に基づく実施状況を評価・見直しを行い、改善策をまと
めさせる  

評価のポイント  

1．事案全体の処理計画に沿って、許可までの期間等を想定した事務
処理となっているか  
2．事案について、法律上の問題点等を十分に把握していたか  
3．自治体との調整は、積極的かつ誠意を持って対応したか  
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別表８－１１  

OJT 対象業務    課内でのプロジェクトのメンバーとし
て参加  

OJT 対象者：主任  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．課内に設置されるプロジェクトの一員として、指示された役割を
果たす  
2．担当する業務について、作業の内容、ステークホルダー、処理期
間、実施上のリスクを盛り込んだ計画を作成する  
3．関係する業務との連携を取りながら、計画を実行する  
4．実行結果をプロジェクト全体の成果から、評価し改善策を策定す  
る  

指導のポイント  

1．プロジェクトの管理手法を説明し、理解させる。  
2．プロジェクトの全体像と担当する業務の位置づけ、内容等を説明
し理解させる  
3．プロジェクト全体との整合性のある処理計画を作成させる  
4．他のプロジェクトメンバーと強調して業務を行わせる  

評価のポイント  

1．プロジェクト管理の手法を理解したか  
2．プロジェクトにおける担当業務の位置づけを理解し、他の業務と
強調して処理できたか  
3．プロジェクトの他のメンバーとの協調、コミュニケーションは十
分であったか  
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別表９ OJT プログラム（係長）一覧 

職務 経験する業務  職務能力  ねらい  

設計 

大規模かつ困難な施設

の設計委託仕様書の作

成 

専
門
技
術
力Ⅳ

 

問
題
解
決
力Ⅱ

 

リ
ー
ダ
ー
力Ⅰ

 

設計上の技術的課題の把握とそ

れを踏まえた設計計画（仕様、

期間、経費等） 

大規模かつ困難な施設

の設計委託の監督 

設計上の課題の受託者との共有

とその解決に向けて必要な行動

（課内の説得、部隊等との調

整）など 

大規模かつ困難な施設

の積算 

現場条件、設計内容を踏まえた

適切な積算業務 

部下が担当する業務

（設計委託の監督）の

指導・監督 

部下を育成し、かつ業務を適切

に実施させるための指導・監督

方法 

工事 

大規模かつ困難な案件

の工事監督（着工準

備） 

工事実施上の課題の請負者との

共有化と、その解決のために必

要な行動計画など 

大規模かつ困難な案件

の工事監督（課題の処

理） 

現場条件、契約に則った変更を

行うため、適時・適切な現場の

確認、内容の精査など 

大規模かつ困難な案件

に係る工事関係者間の

調整業務 

複数の工事関係者間の工程等の

調整を円滑に行うために必要な

こと 

計画 

大規模事業に係る工事

実施計画の作成 

確度の高い計画（必要経費

等）、ニーズ及び現場条件の的

確な反映など 

工事実施計画の評価 

工事実施計画の実態との適合

性、乖離が大きい場合の原因探

求及び改善策の探求など 

PM 担当する計画、設計及

び監督業務をプロジェ

クト管理の手法を用い

て実施 

ＰＭ力Ⅰ 
プロジェク管理におけるリーダ

ーの役割、立ち上げ、運営方法 

OJT 初任者又は係員の OJT

指導 
 

OJT における適切な指導方法と

部下育成の重要性 
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別表９－１  

OJT 対象業務    設計：大規模かつ困難な施設の設計委託仕様
書の作成  

OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．対象施設のニーズ及び現場条件等を考慮した設計上の課題とその対応

策等を検討し、設計業務の実施計画を作成する 

2．1 の検討結果を踏まえ設計計画（項目、内容、経費、期間など）を作成 

3．発注者及び受託者双方の役割、義務等を明確にして、仕様書を作成 

指導のポイント  

1．設計上の技術的、法的な課題を抽出し、その対応策をどのように検討

し、 

 結論を導くかのプロセスを検討させる。 

2．発注者及び受託者の役割を、具体的かつ明確に規定させる  

3．標準的な記載に拘ることなく、実情に合った作業となるよう仕様書の

記載を工夫させる（経費の算定も含む）。 

評価のポイント  

１．設計の全体像を把握し、具体的な作業項目、内容等を見積もれている 

か 

2．設定した課題は、設計を進める上で重要なもので適切であったか 

3．受託者と発注者の役割規定は、具体的で明確なものであったか 

 

別表９－２  

OJT 対象業務    大規模かつ困難な施設の設計委託の監
督  

OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．仕様書及び契約書の諸規定に基づき、監督業務を行う  

2．設計上の課題とその対応策、設計の手順、スケジュール等について相

互 

  に認識を共有する 

3．発注者の果たすべき条件提示、問い合わせへの回答などを誠実かつ迅

速 

  に行う 

4．重要な課題等の解決のため、また段階確認のため打ち合わせ会議を実

施 

5．適時適切に上司に報・連・相を行い、方針を決定する  

指導のポイント  

1．課題解決のために受託者と十分なコミニュケーションを取ること 

2．発注者としての役割を誠実かつ迅速に果たすこと  

3．適時適切に上司に報告、連絡、相談し、衆議して方針決定を行うこと 

評価のポイント  

1．受託者との十分なコミュニケーションがとれているか  

2．発注者としての役割を誠実にかつ迅速に果たしているか  

3．上司への報・連・相は適切であったか 

4．設計は円滑にかつ適切なものとして仕上がったか  
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別表９－３  

OJT 対象業務    設計：大規模かつ困難な施設の積算  OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．設計図書に定められた諸条件、積算基準に基づき工事費を積算す
るもの  
2．設計図書と積算基準を使って概略の工程を検討する  
3．設計図書に基づき、工種ごとの積算条件を確認する  
4．上記の検討結果に基づき、積算を行い内訳書を作成する  

指導のポイント  

1．主要工事について、工事数量、施工条件、適用歩掛等からなる積
算計画書を作成させる  
2．積算の適用条件と現場条件が合致しているかを良く吟味させると  
3．見積もりを依頼する場合には、見積もり条件を適切に、かつ明確
にさせる  

評価のポイント  

1．設計条件から現場条件、施工条件を把握し、それに適合した積算
となっているか  
2．工種ごとに適用した積算基準、適用条件等は、分かりやすく整理
し、後でのチェックが容易なように整理されているか  
3．見積も値の条件設定は、設計図書及び現場条件と適合したものに
なっているか  

 

 

別表９－４  

OJT 対象業務    部下が担当する業務（設計委託の監督）の指

導・監督  

OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．部下と設計の対象施設に係る部隊ニーズ、予算等を踏まえた整備内容、
現場条件などについて確認し、設計計画を作成させる。  
2．計画に従っての処理を指示すると共に、適時適切な報・連・相を行うよ
う指示する。 
3．部下からの相談等に応じ、書類の決裁を行う。 
4．業務終了後、計画に従って行えたかなど、部下の仕事に対する評価を行  
う。 

指導のポイント  

1、仕事の方針を示し、後は教えるのではなく考えさせるという指導方針を
持たせる。 
2．部下の話をよく聴き、上司としての考えを押し付けないよう気をつけさ
せる。 
3．部下の能力や性格を踏まえた指導・助言ができるよう工夫させる。 

評価のポイント  

1．部下の指導及び助言等のやり方は、彼の能力、性格等に合ったものであ
ったか 
2．部下は意欲を持って取り組んだか 
3．部下の話をよく聴いたか 
4．部下が自ら考えて行動するように指導できたか 
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別表９－５  

OJT 対象業務    工事：大規模かつ困難な施設の工事監督  

（着工準備）  

OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．契約から着工までに行う業務を洗い出し、処理計画を作成する。 
2．部隊関係者と工事着工に向けて、工事場所の確認、仮設物の設置
場所、入門手続き等を確認する。  
3．請負者側の着工までの作業スケジュールを概略把握する。  
4．請負者から提出される各書類を確認する。  
5．請負者と着工に向けた現地確認を行なう。  

指導のポイント  

1．請負者の着工までのスケジュールを尊重して、発注者として行う
業務を処理させる  
2．主要工事については、施工計画書等により施工方法、安全管理、
品質管理等が仕様書、法令等に適合していることを確認させる  
3．工事の着手まで、部隊と密接な連絡調整を行わせる  

評価のポイント  

1．着工前の準備は、契約図書に定められた条件等を満足するものと
して円滑に行われたか  
2．着工前の準備業務を部隊等と密接に連携して行うことができたか  
3．請負者に対して、施工上の課題、その対応策等を良く理解させる
ことができたか  

 

 

 

別表９－６  

OJT 対象業務    工事：大規模かつ困難な案件の工事監督  

（課題処理）  

OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．工事の進捗に影響を与える課題を適切且つ効率的に処理するもの。 
2．現場を確認するなどして、課題の状況、原因及び工事への影響の度合い
などを把握する。 
3．対応策を立案し、請負者と協議する。 
4．対応策について、上司に決済を仰ぎ、実行する。  

指導のポイント  

1．工事全体の工程を考慮して速やかな対応をさせる。  
2．工事の内容、原因、工事等への影響の把握は、具体的な事実に基づいて、
明確に行わせる。 
3．課題処理の手続きは、契約書等の明確な根拠に基づき行わせる。 
4．対応策の選定は、経費、期間、施工性などを総合的に検討して行わせる。 

評価のポイント  

1．課題の内容、原因等の把握は、具体的事実に基づいて行われているか 
2．対応策の検討は、契約書等に基づき、発注者及び請負者の責任等を踏ま
えて行われたか 
3．課題への対応は、工事工程も踏まえ、迅速に行われたか  
4．請負者との協議は、契約書に基づき、相互に対等な立場であることを尊
重して行われたか 
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別表９－７  

OJT 対象業務    工事：大規模かつ困難な案件に係る工事
関係者間の調整  

OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．複数の工事の図面及び工程に基づき、総合工程表を作成するなどして、
相互に影響する工種、時期等を把握する。 
2．相互に影響する工事について、影響を最小限にするための対応策を検討
する。 
3．対応策を他の監督官及び各請負者と調整・協議し、対応策を決定し実行
する。 
4．実行過程で問題が生じた場合には、速やかに見直しを行い、修正実行す
る。 

指導のポイント  

1．工事間の工程調整は、全体の工程等を踏まえ、最も効果的な対応（費用、
期間、施工性など）を検討させる  
2．工事間の調整は、他の監督官及び請負者と密接な連携の下で行わせる 
3．決定した対応策を確実に実行するため、フォローする体制を整備させる  

評価のポイント  

1．相互に関連する工種、時期等は、図面及び工定評により、具体的に把握
できたか 
2．検討した対応策は、全体のスケジュールに影響を与えることなく、各社
が受け入れ可能なものであったか  
3．他の監督官及び請負者とのコミュニケーションは十分であったか 

 

別表９－８  

OJT 対象業務    計画：大規模事業に係る工事実施計画書
の作成  

OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．複数の事案のある駐屯地等の工事実施計画書を訓令の定めに従い
作成する  
2．部隊ニーズを整理し、各課等の意見を踏まえ、その取扱いを協議
する。  
3．各課に対して、部隊ニーズの取扱い、整備内容及び経費等の検討
を依頼する。  
4、部隊等及び各課等との協議の結果を踏まえ、実施計画書を作成す  
る。  
5．実施計画書を上申し、本部との連絡調整を行う  

指導のポイント  

1．部隊ニーズ及び各課等の意見を踏まえ、事案全体の調査から工事
の完成までの全体の処理計画を作成する  
2．事案処理上の課題（予算、工期、対外問題）の有無、内容及び対
応方針などを整理させる  
3．部隊及び各課等との連携を密に実施させる  

評価のポイント  

1．事案の処理計画は、具体的で実行可能なものを作成できたか  
2．事案処理に係る課題とその対応方針は、明確で具体的なものであ
るか  
3．部隊等及び各課担当者等とのコミュニケーションは十分であった
か  



76 

 

別表９－９  

OJT 対象業務    計画：工事実施計画書の評価  OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

１.契約済みの案件に係る工事実施計画書について、計画と実施の状況を把
握して、計画通りに行われたもの、行われたものを整理し、その原因と改善
策を検討するもの。 
2．各課の工事内訳書と工事実施計画書の経費等を比較して、計画通りに行
われたもの、行われなかったものを整理する。 
3．計画通りに行われたものは、その要因を検討し、以後の業務においてっ
更に改善できないかを検討する。  
4．計画通りに行われなかったものは、その要因を検討し、改善策を検討す
る。 
5．検討結果を踏まえ、工事実施計画の作成における改善策を取りまとめる。 

指導のポイント  

1．なるべく計画通りに実施できなかった事案の実施計画書を選定し、何故   
計画通りに実施できなかったのかを検討させる。 
2．原因は他者に求めるだけでなく、自分の担当の立場にたって、足りなか
ったことも考えさせます。  
3．改善策は、他者に依頼するもの、自らが改めるもの、仕事の仕組みを改
めるなど、幅広く、根本的な解決策を考えさせます。  

評価のポイント  

1．実施計画書作成の意義を理解したか（杜撰な計画が業務に及ぼす影響な
ど） 
2．良い計画を作成するために、担当者として何を為す必要があるかを検討
したか 
3．改善策は、具体的で実行可能なものであるか 

別表４－１０  

OJT 対象業務    ＰＭ：担当する計画、設計及び工事監督
業務をプロジェクト管理の手法を用い
て実施  

OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．プロジェクトの目的、目標、期間及びメンバーなどを定め、プロジェク
トチームを立ち上げる。 
2．プロジェクトの具体的なプロセス、実施上の課題、リスク及びマネジメ
ントの方法などを整理し、プロジェクトの計画を作成する。  
3．計画にしたがってプロジェクトのマネジメントを行う。  
3．プロジェクトの進行状況をチェックし、改善すべき点を把握し、対策を
立案し実行する。 
4．プロジェクトの終了時点で、全体を評価し、問題点及び改善策を取りま
とめる。 

指導のポイント  

1．プロジェクトの計画は、事業の規模、内容、実施上の課題などを踏まえ、
明確な目標と措置方針を含むものとして作成させる。  
2．プロジェクトリーダーとして、メンバーへの指示、要請は、目的、期間、
方法など具体的な内容を示して行うこと。 
3．プロジェクトの進行状況をチェックし、遅れ、トラブル発生等に積極的
に関与して、円滑な進捗を管理させる。 

評価のポイント  

1．プロジェクト管理の実務を良く理解して、実行していたか。 
2．プロジェクトリーダーとして、プロジェクトの特性、目的等を踏まえて、
プロジェクトを管理していたか。  
3．プロジェクト管理の振り返りを行ったか。 
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別表４－１１  

OJT 対象業務    ＯＪＴ：初任者又は係員のＯＪＴ指導  OJT 対象者：係長  

項  目  説   明  

業務の標準  

1．OJT 受研者と面談し、能力評価に基づいて OJT の目標、指導のポイン
ト等からなる OJT 計画を作成する。  

2．OJT 計画に基づいて、OJT を実行する。  

3．OJT を振り返り、目標達成の度合い、業務での教訓などの評価を行う。 

指導のポイント  

1．OJT の計画は押し付けではなく、OJT 受研者の話を良く聞いて、能力、
個性などに配慮したものを作成させる  

2．OJT の指導は、全てを教えるのではなく、受研者自らがよく考えて作業
を行うよう指導する  

3．また、受研者の能力、性格等に合った指導方法を工夫させる  

4．OJT の評価は、先入観を捨て、客観的で公平に行わせる  

評価のポイント  

1．指導は、受研者の能力、性格等に合うように工夫していたか  

2．人材育成の重要性、OJT の意義を十分に理解して指導していたか  

3．OJT の指導方法を理解して実践していたか  

4．OJT の評価は、客観的で公平なものであったか  

 

別表１０ OJT 計画シート  
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防衛施設の建設工事に従事する技術者の育成に関する調査研究 (平成 24 年度 ) より  

 

【人材育成基本計画（仮称）】  

 

（目 的）  

第１ 本計画は、防衛施設建設業務に従事する技術系職員（以下「建設職員」という。）

の育成を、計画的、継続的、系統的に、かつ強力に推進するために必要な事項を定め、

以って、防衛施設建設業務の益々の充実と、その職員の成長、発展に資するものであ

る。  

＜解 説＞  

  防衛施設建設工事に従事している職員は、全国規模で頻繁に異動しており、人材育

成の実効を上げるためには、全国統一的な取り組みが不可欠であり、そのため、ここ

で提案する「人材育成基本計画（仮称）」に示すような、人材育成に関する取り組み

の基本を定め、計画的、継続的、系統的に、且つ強力な取り組みを行う必要がありま

す。  

 

（人材育成の取り組み方針）  

 第２ 建設職員の育成に当たっては、以下の取り組み方針に基づき行うものとする。 

（１） 人材育成は、「仕事から学ぶ」「経験から学ぶ」を基本とし、「人が育つ職場」

の実現を図る。  

（２） 「求められる人材像」を設定し、周知することにより、各建設職員の成長努

力を促すと共に、適切な能力評価と教育計画に基づき人材育成を図る。  

（３） 人材育成は、可能な限り、各建設職員の能力評価、特性等を踏まえたものと

なるよう配慮して行う。  

（４） 本計画により実施するものについては、目標を設定し、実行し、結果を評価

し、改善するという PDCA サイクルを廻し、改善を図っていく。  

 ＜解 説＞  

本規定は、建設職員育成に当たっての取り組み方針を明確にしたものです。  

（１）人材育成は、「仕事から学ぶ」「経験から学ぶ」を基本とし、「人が育つ職場」の

実現を図る。  
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 人は仕事を通じた「経験」から多くを学

ぶと言われています。かかる観点から、建

設職員の育成を効果的、効率的に行うた

めには、仕事の仕組みの中に「学びのプロ

セス」「経験学習のプロセス」を設定する

ことが不可欠なことになります。  

    そして、このような学びのプロセスが

効果的に機能するためには、職場が「人が

育つ場」であることが不可欠です。  

  ＜参考：人が育つ職場＞  

①  人材育成が機関理念等と結びついて議論されている。  

②  「機関が期待する人材像」を定め、機関の内外に明示している。  

③  目標計画の進捗をチェックし、各自の仕事ぶりを振り返る仕組みがある。 

④   頑張りや成果が顧客や同僚から認められ、成長実感を得られる場がある。 

⑤  チャレンジし甲斐のある仕事が職員に与えられる。  

⑥  管理者・上司は「部下を育てるのは自分の責任」と自覚している。  

⑦  職員は「自分の成長には自ら責任を持つもの」と思っている。  

⑧  自分の仕事ぶりを振り返って学び、次のアクションに活かすのが当たり  

前に行なわれている。  

 （２）「求められる人材像」を設定し、周知することにより、各建設職員の成長努力を

促すと共に、適切な能力評価と教育計画に基づき人材育成を図る。  

   「部下を育てる」「自分で学ぶ」といっても、どのように育て、学べばよいかの目

標がなければ、人材育成は言葉だけのものになってしまいます。  

   「求める人材像」を定義できなければ、人材育成や学びの効果を測定できません。

確かに、人材育成は資格試験の合否のように明確に効果を測定できるものではあり

ませんが、少なくても「どのような能力を鍛えれば、この機関では認められる存在

になるのか」という問には答えられるものでなければなりません。  

 （３）人材育成は、可能な限り、各建設職員の能力評価、特性等を踏まえたものとなる

よう配慮して行う。  

   人材育成において陥りやすい罠は、教育を受ける側の意向よりも、教える側が「教

えたい」ものを押しつけてしまうことです。教育を受ける側の足りないところ、伸ば

したいところを、サポートするのが教育の基本ですが、この教育を受ける側のニーズ

がなおざりにされると、教育の効果も損なわれることになってしまいます。  

   このような観点から、教育プランの作成や研修の実施に際しては、（2）で上げた「求

められる人材像」に対して足りないところ、受講者の希望などを踏まえて、出来るだ

具体的 
経験をする 

内省する 
新しい状況 
に適用する 

教訓を 
引き出す 

経 験 学 習 サ イ ク ル  
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け個々の職員の能力評価、特性に沿ったものとなるよう努める必要があります。  

   個々の職員の能力評価には、自己評価と他者評価がありますが、双方を組み合わせ

て、出来るだけ公正な評価方法を整備する必要があります。  

（４）本計画により実施するものについては、目標を

設定し、実行し、結果を評価し、改善するという

PDCA サイクルを廻し、改善を図っていく。  

   人材育成に限らず種々の事業においても、何かを

やると決めるだけでは、何も実現することはありま

せん。最終的にはどのようになっていたいのか、最

終目標に至るまでの過程はどのような道筋を通る

のか、そしてそのために何をやるのかという計画を

立て、実行しなければ何も動きません。そして、よ

り効率的に、より目標達成の質も向上させるためには、計画の実行段階での不断の評

価、見直しが必要になります。  

 このような、計画 P（Plan）、実行 D （Do）、評価 C（Check）、改善 A(Action)か

らなる PDCA サイクルを廻すことによって、人材育成の制度、実行内容をより良いも

のにして行くことが求められます。  

 

（組織としての基本理念等）  

第３ ○○は、防衛施設建設部門の組織としての在り方、業務に対する基本的な姿勢

などを表す基本理念を定めるものとする。  

 ２ ○○は、防衛施設建設部門の組織として、達成する目標を設定するものとする。 

３ 前２項により定めた基本理念及び目標については、建設職員への周知を図り、

組織をあげてその実現に向けた取り組みを行うよう努めるものとする。  

＜解 説＞  

 １：基本理念について  

国の機関で働く公務員が、その職場に居て、何を目指して仕事をしているのかを、機

関として明示的に示している例は稀だと思いますが、例えば、陸上自衛隊は、自衛隊法

で自衛隊の任務は「我が国の平和と独立を守ること・・」とされていますが、「守りた

い人がいる」という標語も掲げています。この標語は、愛する人、愛する日本のために

「事に臨んでは身の危険を顧みず任務に邁進する」という陸上自衛隊の存在の原点を明

らかにし、逞しく頼りがいのある陸上自衛隊を目指すというものとのことです。  

この標語によって、陸上自衛官は、自分が何のために自衛隊に居て、何のために苦し

い訓練に耐え、日々の活動を行っているのかの意義づけができます。そしてそれを実現

するために惜しみなく精進することになるのだと思います。  

PDCA サイクルによる改善の概

念  
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 防衛施設の建設工事に係る業務についても、ただ施設を建設しているものではなく、

そこに職員を動機づける「理念」を見出すことで、職員の働く意義と行動の方向性を明

示することによって、仕事の質の向上と、人材育成の双方に大きく寄与できるものと考

えます。  

  企業理念の例  

企 業 名 経 営 理 念 等 

JR 東日本  

私たち JR 東日本グループは、駅と鉄道を中心として、お客さまと地域の皆さまのた

めに、良質で時代の先端を行くサービスを提供することにより、東日本エリアの発展

をめざします。  

トヨタ  

1. クリーンで安全な商品の提供を使命とし、あらゆる企業活動を通じて、住みよ

い地球と豊かな社会づくりに取り組む  

2. 様々な分野での最先端技術の研究と開発に努め、世界中のお客様のご要望

にお応えする魅力あふれる商品・サービスを提供する  

NEXCO 東日本  
NEXCO 東日本グループは、高速道路の効果を最大限発揮させることにより、

地域社会の発展と暮らしの向上を支え、日本経済全体の活性化に貢献します。 

鹿 島  
全社一体となって、科学的合理主義と人道主義に基づく、創造的な進歩と発展を図

り、社業の発展を通じて社会貢献する  

  注：各社のホームページから、経営理念等の一部を抜粋したものです。  

２：目標について  

  上記の基本理念と同じように、組織として取り組む目標を明示する必要があります。 

   例えば、「工事の発注機関として、ユーザー、業務及び工事の受注者からの信頼を

確固たるものにすること」などが考えられます。  

 

（人材育成推進組織の設置）  

第４ 建設職員の人材育成策を推進するため、本部には「人材育成推進本部」を地方

防衛局にはそれぞれ「人材育成実施チーム」を設置するものとする。  

２ 人材育成推進本部の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。  

（１） 本基本計画に定められた人材育成施策の計画、提案及び実施に関すること  

（２） 人材育成に係る調査研究に関すること  

（３） 本部において行う集合研修、OJT 研修等の実施に関すること  

（４） その他、人材育成施策に関して本部において行う必要のあること  

３ 人材育成実施チームの所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。  

 （１）本基本計画及び本部において計画された人材育成施策の実施に関すること  

 （２）人材育成に係る調査研究に関すること  

 （３）地方防衛局で行う集合研修、OJT 研修等の実施に関すること  

 （４）その他、人材育成施策の実施に関すること  

＜解 説＞  

 人材育成を防衛施設建設部門の組織的な取り組みとするため、人材育成に係る各種事

務を円滑且つ適切に処理する組織横断的なワーキングチームを設置する必要がありま
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す。  

 本部においては、本基本計画に基づく、求められる人材像とその評価法の設定、人が

育つ職場作り、人材育成に関する中長期計画、年間計画の策定、各種施策の評価、改善

等に関する事務を行います。  

 地方防衛局においては、本部で策定する人材育成施策の実施に関することを、本部と

連携しながら行います。  

 

（求められる人材像）  

第５ ○○は、建設職員としての「求める人材像」を定めるものとする。  

２ 前項で定める「求める人材像」は、係員、係長、補佐・専門官、課長等の階層ご

とに定めるものとする。  

３ 「求める人材像」は、建設職員が自らの能力を評価し、成長の指標とできるよ

うに、具体的で測定可能なものとするものとする。  

＜解 説＞  

「求められる人材像」「求められる業務処理能力」を明示することは、本基本計画に

基づいてどのような人材を育成するかの目標を明示することとなり、また、職員にとっ

ては、自らの学習・成長目標が設定されるということになります。  

 このような目標を設定することによって、職員個々の能力評価等を通じて、教育ニー

ズの把握、各種人材育成策の企画・立案、各種施策の実施、及び評価・改善を行うこと

ができるようになります。  

１ 建設職員に求められる能力としては、  

（１） 専門技術的事項の知識  

（２） 建設工事に係るプロジェクトマネジメント能力  

 （３）職場及び業務管理におけるリーダー力  

 （４）人と協働するための社会人基礎力  

 などが上げられると考えられます。これらの各項目は、それぞれ関連するものもあり

ますが、いろいろな観点から、能力、人材像を設定することによって、より具体的に人

材像をイメージできるようになると考えられます。  

（１） 専門技術的事項の知識  

  建設工事の業務を処理する上で必要になる知識としては以下のようなものが上げ

られます。  

1. 建築、土木、機械、電気などの専門技術分野の知識、  

2. 関連する予算と予算制度に関する知識  

3. 建設工事の入札・契約制度に関する知識  

4. 建設工事に関する法律に関する知識  
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   これらの関連する知識は、建設工事の計画、調査、設計、監督及び検査の段階に応

じた、求められる知識レベルがあります。  

   昨今は、設計・工事監理の多くが外部委託により行われるので、官と民での業務区

分を再設定するなどして、必要な知識の範囲、レベルを検討する必要があります。  

（２） 建設工事におけるプロジェクトマネジメント力  

建設工事は、個々の施設の単品生産であり、計画、設計、工事、完成・引渡しと

いうプロセスの中で多くの人が関ることから、一つのプロジェクトとして捉えるこ

とができます。ひとつひとつのプロジェクトは、全体のプロセスを通じた最適な方

法、投入される期間、費用及び人的資源によって、最高の品質を確保されるように

管理（マネジメント）されなければなりません。また、このマネジメントのプロセ

スにおいても、当該プロジェクトに関る関係者の満足度を一定のレベル以上に高め

ることが求められます。  

プロジェクトマネジメント力の能力については、計画、調査、設計、監理等の段

階毎の業務形態などを踏まえて、設定する必要があります。  

 （３）職場及び業務管理におけるリーダー力  

   建設工事に関連する業務は、多くの関係者の知識や知恵を集約して行われるもの

であり、円滑な業務の実施においては、（２）のマネジメント力と同時に、リーダ

ー力が求められ、建設職員は発注者の立場であることから、必然的にその役割を担

わなければなりません。  

   リーダー論には多種多様なものがありますが、ここでは藤田氏の上げているリー

ダーの基本的要件を参考に、リーダーに求められる能力を以下のように整理しまし

た。  

1. 方向性をわかりやすく明示すること。  

2. メンバーにやる気を起こさせ、困難にぶつかったら励ましながら、共に目標に

向かう姿勢であること。  

 3. 個人およびチームの目標を、合理的なプロセスで達成して、結果が出せること。 

 4. リーダー人材を育成することにより、組織の活性化に貢献できること。  

   5. チームの結果について、責任をとれること。  
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（４）社会人基礎力  

経済産業省は、2005 年に法

政大学の諏訪康雄教授を座長

とする「社会人基礎力に関する

研究会」を設置し、「職場や地

域社会の中で多くの人と接触

しながら仕事をしていくため

に必要な能力『社会人基礎力』

の育成、評価、活用のあり方な

ど」について議論を行い、2006 年に「中間とりまとめ」を行っています。  

   この中で取り上げられている社会人基礎力の具体的要素としては、下表のものが

挙げられています。  

 

 社会的基礎力の能力要素  

能 力 要 素 内    容  

前に踏み出す力（アクション）  

主 体 性  
ものごとに進んで取り組む力  

例：指示を待つのではなく、自らやるべきことを見つけて積極的に取り組む 

働 き か け 力  
他人に働きかけて巻き込む力  

例：「やろうじゃないか」と呼びかけ、目的に向かって周囲の人を動かしていく 

実 行 力  

目的を設定し確実に行動する力  

例：言われたことをやるだけでなく自ら目標を設定し、失敗を恐れず

行動に移し、粘り強く取り組む  

考え抜く力（シンキング）  

課 題 発 見 力  

現状を分析し目的や課題を明らかにする力  

例：目標に向かって、自ら「ここに問題があり、解決が必要だ」と提

案する  

計 画 力  

課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力  

例：課題の解決に向けた複数のプロセスを明確にし、「その中で最善の

ものは何か」を検討し、それに向けた準備をする  

創 造 力  
新しい価値を生み出す力  

例：既存の発想にとらわれず、課題に対して新しい解決方法を考える  

チームで働く力（チームワーク）  

発 信 力  

自分の意見を分かりやすく伝える力  

例：自分の意見を分かりやすく整理したうえで、相手に理解してもらえるように

的確に伝える。 

傾 聴 力  

相手の意見を丁寧に聴く力  

例：相手の話し易い環境を作り、適切なタイミングで質問するなど相手の意見を

引き出す 

柔 軟 性  

意見の違いや立場の違いを理解する力  

例：自分のルールややり方に固執するのではなく、相手の意見や立場を尊重し理

解する 

状 況 把 握 力  
自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力  

例：チームで仕事をするとき、自分がどのような役割を果たすべきかを理解する 

規 律 性  
社会のルールや人との約束を守る力  

例：状況に応じて、社会のルールに則って自らの発言や行動を適切に律する 



85 

 

ストレスコントロール力 

ストレスの発生源に対応する力  

例：ストレスを感じることがあっても、成長の機会だとポジティブに捉えて肩の

力を抜いて対応する 

 

 社会人基礎力をどの程度持っているかの評価手法は、種々の企業・機関でアンケート

等に基づく手法を開発し、Web 等で公開されています。期待する能力については、これ

らを参考に、上表の各能力要素について、評価基準を作成することができます。到達目

標としては、係長になるまでには、所定のレベル（例えば、５段階評価で３．５以上な

ど）に到達することとすることなどが考えられます。  

 

２ 「求める人材像」は、最終的な姿だけでなく、職場における各階層に対応して示すこ

とで、身近な目標を設定することができるように配慮する必要があります。  

  上記の、①  専門技術的事項の知識、②建設工事に係るプロジェクトマネジメント能

力、③職場及び業務管理におけるリーダー力及び④社会人基礎力のそれぞれについて、

業務担当者（係員）、係長、補佐・専門官、課長等の階層ごとに到達目標を設定するこ

とが考えられます。  

 ＜参考：熟達の 5 段階モデル＞  

 「『日本で最も人材を育成する会社』のテキスト」（酒

井譲著、光文社新書）より  

 ビジネスパーソンとして、ある分野に

おける世界レベルのプレーヤーになるに

は、最低 10 年の準備期間が必要だといわ

れています。教育学の世界では、とくにこ

れを「熟達の 10 年ルール」といったりも

します。  

 いうまでもなく、この１０年というのはスケール上の目安の話であって、必ず１０年

必要だとか、１０年経てば誰でも世界レベルになれるという話でもありません。当然、

これは仕事の内容や個人の能力によって変わってくるものです。  

 １０年も必要なのかと絶望されてしまわないように付け加えておきますが、とりあえ

ず「一人前」として一通りの仕事がこなせるようになるだけなら、バックワード・チェ

イニングなどの手法によって、３年くらいでどうにかなると思います。  

 こうした熟達のステップについては、知っておくと良い熟達の５段階モデルがありま

す。この５段階を名著「経験からの学習」（松尾睦著）の記述をもとにしつつまとめる

と次のようになります。  

 

 

熟達者  

(10.8％
) 

中 堅  

(30.5％
) 

（とりあえ
ず）  

一人前  

見習い  

初心者  

熟 達 の ５ 段 階 モ デ ル  
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（仕事の仕組みづくり）  

第６ 本部は、建設工事に係る事務処理について、それに携わる人が学び・成長する

という観点から点検を行い、事務処理手続きを整備するものとする。  

２ 事務処理手続きの整備に当たっては、計画し、実行し、評価して改善するという

ＰＤＣＡサイクルが織り込まれるよう配慮すること。  

３ 建設工事に係る業務全般の改善に資するもの、他の建設職員の成長を促すことに

なるなど、優れた事例について、各防衛局内でその成果を発表し、共有できる場を

設けること。  

＜解 説＞  

 

 「人が何によって成長するか」という

調査によれば、直接経験によるものが７

０％、他者の経験やアドバイスによるも

のが２０％、残り１０％が読書・研修に

よるものだとされています。  

  そして、経験から学ぶためには、①具

体的経験」をした後、②その内容を「内

省し（振り返り）」③そこから「教訓」を

引き出して、④その教訓を「新しい状況

に適用する」という経験学習サイクルを

廻す必要があります。  

  また、このサイクルを意図的に設定することによって、成長を加速させることもでき

ます。これは「よく考えられた実践」といわれるもので、次の３つの条件を意図的に付

与して実践するものです。  

①  課題が適度に難しく、明確であること  

②  実行した結果についてフィードバックがあること  

③  誤りを修正する機会があること  

熟達の５段階モデルの説明  

初 心 者  原則を理解しつつも、状況による原則の使い分けができない  

見 習 い  状況に応じた対応ができるものの、シニアの指導が必要  

一 人 前  ルーティンであればすべて一人でこなせる  

中 堅  微妙な状況の違いや、例外への対処などもできる  

熟 達 者  状況を的確に判断し、直感でも正しい判断ができる  

具体的 
経験をする 

内省する 
新しい状況 
に適用する 

教訓を 
引き出す 

適度に難しく
明確な課題 

結果に対する 

フィードバック 
誤りの修正 

経験学習のサイクル  
（よく考えられた実践）  
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  つまり、①難しいけれども、懸命に手を伸ばせば届きそうな目標を持ち、②実施した

結果、どこが良くて、どこが悪かったかについての情報を得ることができ、③それを次

の機会に活かすことができるように、仕事のやり方や与え方を工夫することです。  

  また、このような経験を職場で同僚や第三者に開示・発表することによって、その経

験が第三者の成長を促すと共に、経験したものにとっても発表することによって学びを

深め、確たるものとすることができ、成長が促進されることになります。  

 

（管理者の責任）  

第７ 管理者は、職場が「人が学び・成長する場」であること、仕事の成果を上げる

ことと、人材を育成することは同義であるとの認識の上で、その職務執行に当たっ

ては、以下のことに努めるものとする。  

①  「求められる人材像」に対する部下職員の成長度に留意し、足らざる能力を取

得できるよう、担当業務の決定、配置などに配慮すること。  

②  部下の成長にとって、管理者自らの仕事や部下に対する姿勢が大きく影響する

ことを自覚し、部下等との対話等においては、当該者の成長を促す姿勢で行う

こと。  

③  職場を「人が育つ職場」とするため、その環境を創ること。  

 ＜解 説＞  

 職場が「人が育つ職場」になるためには、職場において仕事を割り当て、実行させ、

評価する役割を果たしている管理者の役割が決定的に重要となります。  

 この規定は、そのような管理者の業務管理、リーダーシップの発揮にさいしての留意

事項を例示的に示しているものです。  

 

（建設職員の責任）  

第８ 建設職員（管理者も含む）は、「自らが成長する」という意識を堅持し、業務の

執行等に当たっては、以下のことに努めるものとする。  

①  「求められる人材像」に対する自分の達成度を把握認識し、足らざるを補い、

長たるものは、更に伸ばし、自己研鑽を行うこと  

②  「求められる人材像」に基づき、経験する業務や研修の受講などからなる自ら

の「成長プラン」を作成し、自らの「成長菅理」を行うこと。  

③  業務処理に関して交流する人々への自らの態度が、他者の成長に大きく影響す

ると言うことを認識し、関係者が相互に成長するという意識を持って仕事をす

ること  

 ＜解 説＞  
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  米国のクリエイティブ・リーダーシップ・センターの元研究員マイク・ロンバルト氏

は、組織には学習能力という観点から見ると「積極的学習者（全体の１０％）」、「消極

的学習者（全体の６０％）」「学習拒否者（全体の３０％）」の人材がいるとしています。  

  積極的学習者は、習慣・本性・欲望として物事を学び、状況に追従するのではなく、

自らテーマを決めて、学ぶこと事態を楽しめる人々です。消極的学習者は、役に立つこ

とが明らかである場合や十分な報酬が得られる場合などだけ学習する人々です。そして

学習拒否者は、創造的なことを嫌い、言われたことだけを過去の習慣どおりにこなした

い人たちです。  

  人材育成においては、職場の中で多くを占める消極的学習者、及び学習拒否者を、積

極的学習者に転換させることが、大きな課題になりますが、本規定は、この様な観点か

ら、建設職員に対して「学び・成長しよう。そして良い職場にしよう」という訴えかけ

でもあります。  

 

（中長期計画）  

第９ ○○は、３～５年を期間とする人材育成中長期計画を策定するものとする。  

２ 中長期計画に記載する事項は次の各号に記載するものとする。  

（１） 期間中の人材育成の重点目標に関すること  

（２） 重点目標を実現するための施策に関すること  

（３） 年度ごとの目標・作業計画など  

（４） その他必要な事項  

３ 年度毎に、実行結果の評価、改善施策の検討、改善策の実行という PDCA サイク

ルにより、重点目標の達成に努めるものとする。  

 

＜解 説＞  

  人材育成は、一人前になるには３年、熟達者になるには最低でも１０年を要するとい

われているように、一朝一夕に成果を出せるものではなく、計画的に粘り強く、そして

強いリーダーシップのもとに行われることが不可欠です。  

   そのため、３～５年を区切りとして、人材育成の目標を設定し、その実現のための施

策を計画的に推進する必要があります。  

   

（年間計画）  

第１０ ○○は、中長期計画を踏まえ、各年度の開始前までに人材育成年間計画を策

定するものとする。  

２ 年間計画に記載する事項は次の各号に記載するものとする。  
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（１） 当該年度における人材育成の重点目標  

（２） 重点目標を達成するための施策に関すること  

（３） 集合研修、OJT、その他専門教育等の実施計画  

（４） その他必要な事項  

３ 年間計画について、実施結果を評価し、改善策を検討し、実行するという PDCA

サイクルにより、見直し、改善を行うものとする。  

 

＜解 説＞  

  中長期計画に基づく、各年度の具体的な目標及び研修等の実施内容を定めるものです。 

  年間計画については、本部及び人材育成の具体的な活動を行う地方防衛局において、

作成する必要があります。  

 

（集合研修）  

第１１ 集合研修は、専門的な仕事に関する知識、態度などを教育するものであり、

建設職員の成長度に応じて、受講できるよう計画するものとする。  

２ 集合研修の実施者は、本部、または地方防衛局の実施チームとし、次の実施区分

により行うものとする。  

  （１）本部が行うもの  

     ① 階層別の集合教育  

     ② 建設工事の技術基準、工事の実施手続き等で、全国共通的に実施する

ことが適当なもの  

③  その他、本部において必要と判断するもの  

（３） 地方防衛局で行うもの  

①  個別の技術テーマに関すること  

②  当該局においてニーズの高い技術基準、実施手続き等に関すること  

③  業務の成果報告等  

３ 集合研修の教育内容の選定に当たっては、アンケート調査などにより、参加者の

教育ニーズを把握して行うよう努めるものとする。  

 

 ＜解 説＞  

 １ 集合研修（講習）の原則  

   集合研修を行う場合に、効果的なものとするためには、次の４つの指導原則に従う

必要があります。  

  (1)「学習者中心」の原則  
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    学習者中心とは、学ぶ側の立場で指導を進めることです。このためには学習者の

一人ひとりを理解することから始めなければなりません。学習者の考え方や経験に

近づけて指導を展開したり、興味を引き出したり、能動的な参加を促すようにする

必要があります。  

    「教え込む」という表現の中には、暗黙のうちに指導者中心の姿勢が入っていて、

「何も知らない、できない者ばかりだからこの内容を教えてやるんだ」というよう

な姿勢では、学習者に精神的な苦痛と挫折感を与えることになってしまいます。  

  (2)「知っていることから知らないことへ」の原則  

    学習者の能力、経験、背景を確かめ、学習の段階ごとに、学習者が知っているこ

とから知らないことへと段階的に指導していきます。  

  (3)「全体→部分→全体」の原則  

    良い指導は、全体を示してその目標や意義、あるいはあらましを示し、まずは学

習者の中に全体像を描かせるのです。そして、この最終目標とこれから学習しよう

とすることとを結び付けて展開していきます。次にその内容について詳しく話して

いき、最後に全体のまとめをするというように展開します。  

 (4)「実践と関連付ける」の原則  

    いくら良い話を聞いても、実際のことと関係のないものでは「日々に疎し」とい

うことになってしまいます。指導に当たっては、抽象的な話だけで終わるのではな

く、いつも実際の場面との関連を考えて展開する必要があります。  

 

 ２ 集合研修の企画から評価まで  

   集合研修の標準的な企画～実施～評価の流れを示します。ここで大事なことは、集

合研修を企画する場合には、受講者の能力の現状評価、研修実施による仕上がり像の

具体化、そして仕上がり像に対する実施後の評価を組み入れることです。  
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 研修の企画から評価まで  
  

研修の企画と発案  研修で何を実現したいか  

  

研修の必要性の確認  

（訓練ニーズの把握）  
何が求められているか  

  

コース設定  時期、期間、対象、コスト、資格  

  

研修プログラム案の編成  
仕上り像、必要能力の分析  

（CUDBAS）、プログラム試案  

  

場所の計画  
必要機器・設備・広さ  

視聴覚機器、実施場所の設定  

  

経費の試算  経費の見積り、詳細な計画  

  

研修指導者の選定  

（講師の選定）  

求める講師の条件、日程、謝礼  

依頼内容：テーマ・進め方・目標  

  

講師依頼  電話や訪問による依頼、依頼状  

  

研修プログラムの完成  プログラム案の修正  

  

研修案内の作成と募集  研修案内文書、募集活動、受講者リスト  

  

研修実施の諸準備  
テキスト、講師打合せ、会場下見  

機器、材料、評価準備  

当日   

実施及び運営  
当日準備、出欠管理、修了証  

資格認定、講師接待  

１ヶ月後   

研修の評価とフォロー  
評価の実施・整理、研修報告、提案  

追跡調査、関係機関などへの礼状  

 

 

 

 

 （OJT 研修）  

第１２ OJT 研修は、未経験なものや不得手な業務などを、指導者の下で実務を体験

させながら教育するものであり、業務内容に応じて、所要のコースを設定するものと

する。  

２ OJT の各教育コースは、被教育者の教育ニーズを踏まえ、教育目標を設定し、実施

成果結果を評価し、通常業務での留意点などを把握できるように定めるものとする。 

３ OJT 教育は、原則として、被教育者が所属する部署において行うものとし、管理者

等には OJT の指導者教育を行うものとする。  

 



92 

 

 ＜解 説＞  

１ 標準的な OJT コースを設定  

  新人、中堅係員、係長、補佐・専門官及び課長等の階層毎に、設計、積算、監督及び

職場管理、リーダーシップ等に関る標準的な OJT コースを設定する。このコースには、

職務の内容、実施時期、賦与する能力等の OJT のねらい、指導のポイント等が記載さ

れているものとします。  

２ OJT 指導者の養成  

  後輩、部下を指導するため、職員には、OJT の指導者としての教育を行う必要があり

ます。これらの指導は、集合研修などで基礎的な知識を賦与して行うものとします。  

３ OJT の実施方法  

 

  OJT は、PDCA サイクルに沿

って行うように設定します。即

ち、P 段階では、目標を設定し、

その目標を実行するための計画

を立てます。D 段階では、計画

に取り組み、障害や困難に直面

した場合にはそれに対処しま

す。C 段階では、区切りの良い

ところで実行の結果を評価します。そして A 段階では、何が良かったのか、悪かったの

かという教訓を引き出し、次の目標を設定します。  

 松尾睦氏によると、部下の育成上手といわれている人を調査したところ、OJT のやり

方に次のような特徴があったということです。  

①  「計画」を立てるときには、若手がより高い目標に挑戦するように励ます。  

②  「実行」時には、相談しやすい雰囲気を作って仕事の進み具合について確認する。  

 PDCA 
サイクル  

OJT 
サイクル  

経験学習  
サイクル  

 

 P（計画）  
目標を設定する 

計画を立てる 

新しい状況に

適用する  
 

 D（実行）  
取り組む 

障害に対処する 

具体的経験を

する  
 

 C（評価）  結果を評価する 内省する  
 

 
A（改善）  

教訓を引き出す 

次の目標を設定

する 

教訓を引き出

す  
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③  仕事の成果を「評価」するときには、成功や失敗の原因を考えさせるなど「内省」

を促す。  

④  教訓を引き出し「改善」する場合には、

改善ポイントだけでなく、必ず良い面も

フィードバックする  

 

  即ち、育て上手な指導者は、目標を引き上

げ（ストレッチ）、相談や進捗を確認しつつ内

省を促し（リフレクション）、ポジティブな面

をフィードバックして自信をつけさせる（エ

ンジョイメント）ことで、部下が経験から学

ぶことを支援しているのです。  

 ここで上げた「目標のストレッチ」「進捗確

認と相談」「内省の促進」及び「ポジティブ・フィードバック」のやり方のエッセンス

として下表のものが上げられています。  

 

 

 

指導のエッセン

ス  

具体的な指導方法  

目標のストレッ

チ  

懸命に手を伸ばせば届く目標をたてさせる  

成長のイメージを持たせる  

成長を期待していることを伝える  

進捗確認と相談  

こちらから声をかける  

定期的に個別ミーティングを行いしっかりと聞く  

こまめに時間をとり、取り組みが見えるようにする  

内省の促進  

成功、失敗の原因を本人に語らせる  

成功、失敗のパターンを認識させる  

より良い方法を考えてもらう  

ポジティブ  

フィードバック  

成功失敗に関らずまずは労をねぎらう  

まず良い点を伝えてから問題点を指摘する  

普段の仕事の中で成長したと感じた部分を伝える  

 

 

経験学習  

A 

教 訓 の 

引き出し 

新しい 

状況への P 

適用 

具 体 的  

経 験  

D 

C 内省  

内

省

の

促

進 

目
標
の
ス
ト
レ
ッ
チ 

 進捗確認と相談  

 ポジティブ・フィードバック 
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（当面の措置）  

第１３ この計画を定めた日から３年間を、人材育成推進のための準備期間とし、次

の各号に定める措置を講じるものとする。  

（１） 防衛施設建設部門の基本理念等の制定  

（２） 防衛施設建設業務の仕組みを、「人が育つ」という観点から点検し、再構築

すること  

（３） 「求める人材像」と、これに基づく能力評価方法の制定  

（４） 幹部職員に対する「人材育成」の重要性に対する認識の共有化  

（５） 幹部職員に対する「リーダーとしての在り方」などの教育  

（６） その他必要な事項  

 

 ＜解 説＞  

  この基本計画に定めることを実行するためには、各種制度・基準等の制定、要員の確

保など、相当の準備期間を要するものがあります。本規定は、本基本計画の策定後３年

間を準備期間として、所要の準備作業を行うというものです。  

 

（計画の見直し）  

第１４ この基本計画は、毎年度末までに、実施結果を評価し、見直しを行うものと

する。  

 ＜解 説＞  

  この基本計画を常時見直すための規定を設けたものです。業務環境の変化などに柔軟

に対応すること、より効率的に、より有為な人材を育てるとの観点から、実施した結果

を評価し、見直し改善する PDCA サイクルを廻して、より良い人材育成制度にするこ

とが求められます。  

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

OJT と職場経営（管理職は何をしたらよいのか）  

 大貫 章著 産業能率大学出版部刊  

 

 OJT で部下をレベルアップしよう！  

 

 管理職は、一つの小さな職場を預けられ、その経営を任せられている人である。職場とは仕

事をするための場であり、仕事をやっているのは部下という人間である。だから、職場の経営

には、仕事の管理という側面と、部下の育成・活用という人間くさい側面とがあることにな

る。  

 

１ 部下は上司の背中を見ながら育つ  

（1） 管理とは部下を通して成果をあげること  

  職場は、仕事をするための場であり、仕事をやっているのは人間です。この仕事と人

間を結び付けたものが職場ということになります。管理職として一つの職場を預けられ

て、職場を経営する（管理運営する）という立場を見るとき、ここで言う人間とは部下の

ことであり、管理職としての第一の仕事は「部下を通して仕事の成果を上げること」であ

る。つまり、部下に仕事を

やらせて、部下の仕事ぶり

を通して、職場としての実

績を上げることである。  

課長、係長、主任など、

管理者とか監督者と呼ばれ

る人の第一の仕事は、「部下を通して仕事の成果を上げること」である。だから、部下た

ちのレベル・アップを図っていくことが、職場としての実績をレベルアップさせていく

ことになるわけである。つまりは、部下を指導育成することこそ、管理職としての最も

重要な仕事となるわけである。  

 

（2）部下をダメにする上司、良くする上司  

   「上司が部下をダメにする」という言い方をすることがあるが（“ダメにする”ことが

あるのだから、勿論、“良くする”こともあるわけである）、この場合、上司の何が部下を

ダメにしたり、良くしたりするのだろうか。言うまでも無く、上司の部下に対する言動や

接し方がそうさせているのである。上司の方は、何もいちいち“ダメにする”とか“良く

する”などと意識しながらやっているわけではないが、半ば無意識の何気ない言動が、恐

ろしいほどに部下たちに影響を及ぼしているのである。このことを上司・先輩として、先

  
職場  

    

      

         

 
人間 (部下 ) 

 
仕事  

  
成果  
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ず肝に銘じて頂きたい。  

無意識の言動でさえ部下に影響するのであるから、意識的な言動は更に大きな影響力

を持つはずである。そして、OJT とはまさに上司による意識的で計画的な部下の育成努

力のことである。  

 

（3） 山本五十六に教えに学ぼう  

OJT の最も基本となる実践的な教訓は、あの山本五十六の次のことばである。  

 やってみせ  

 いって聞かせて  

 させてみて  

 ほめてやらねば  

 人は動かぬ  

 

われわれが何かを習う（例えば車の運転、ゴルフなど）とき、何らかの実際の体験を通

して、技能を身につけていくものである。フランスのことわざに「鍛冶屋はトンテン

カンやりながら鍛冶屋になる」というのがある。セールスマンは初めからセールスマ

ンなのではなく、商品を売りながら次第に 1 人前のセールスマンになっていくのであ

る。  

 ただし、ただやらせれば良いのではなく、やらせ方にいろいろな配慮や工夫が必要

であり、これこそ OJT の中核的な部分である。  

 

 （4）“褒める”は“おだてる”ではない  

 “褒める”と“おだてる”との違い、“褒  め

る”と“しかる”との関連、“しかる”と“どな

る”の違いについて、よく理解しておく必要が

ある。  

 “どなる”とは、部下が何か上司の気に入ら

ないこと（ミスなど）をしたときに、気に喰わ

ない、という上司の気持ち（感情）をそのまま

相手にぶつけることである。“しかる”とは、ミ

スなどの良くないことを良くないことと指摘して、相手を矯正することであり、感情を交えな

いで叱ることも可能である。  

    “ほめる”とは、相手の良い点を見つけて、良いことを良いこと言ってやることである。“お

だてる”とは、良いと思わないのに、心にもなく（むしろ他の下心があって）、相手を嬉しがら

せるようなお世辞やオベッカ、ヨイショをすることである。  

 

２ OJT には三つのトクがある  

 （1）能力開発という仕事は誰がやるのか  

   職場における人材育成・能力開発という仕事を、一体、誰がやるのか、という点から考

えてみると、次の 3 つの担い手が上げられる。  

図２「ほめる」と「おだてる」は違う  

おだてる   どなる  

     

ほめる   
しかる  
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①  本人  

何といっても、まず本人自身が努力すべきことであり、本人の自己啓発こそ最も基本

となるものである。  

②  人事や教育の担当スタッフ  

   本人の努力だけに任せたのでは、残念ながら、全員が企業の期待するレベルまで向上

するとは限らないので、企業等では人事や教育のスタッフを配置して、各種の講習会や

研修会などを盛んに行っている。  

③  職場の上司や先輩  

講習会や研修会で得た学習成果を具体的に生かす場は現場であり、それぞれの職場で

の上司や先輩による OJT（オン・ザ・ジョブ・トレイニング）が重要な役目を果たす

ことになる。  

 

 （2）部下の何をレベル・アップするのか  

   OJT とは、日常の職場で、上司や先輩が、部下や後輩に対して、仕事に必要な知識・

技能・態度を計画的にレベル・アップしていくことであると、定義されます。  

   知識とは、一般的な知識ではなく、仕事をする上で必要な職務知識のことであり、技能

とは、こうした知識を使って仕事を上手に成し遂げられる腕前であり、スキルであり、熟

練の度合いのことである。手足を使ったり、体を動かしたりして行なう身体運動的な技

能だけでなく、事務処

理能力、仕事の速さや

正確さ、企画書や報告

書の書き方、問題処理

能力などの知的・精神

的な能力も、技能の一

種である。また、人間関

係やコミュニケーショ

ンなどの対人行動能力

も、かなりの部分はスキルである。要するに、上手下手があって、経験を重ねることによ

って次第に上達していくものは全て技能として捉えられるのです。  

   知識と技能とは表裏一体のものであり、技能は知識を裏づけとしているものではある

が、その意味合いや習得方法は微妙に異なるので、分けて考えた方が便利である。知識が

豊富だからといって、必ずしも技能が優れているとは限らない。  

   態度とは、人間行動の内面的な要因で、やる気、心構え、向上心などがそれである。平

たく言えば、“根性”のことである。態度は、その人の性格や価値観、人生哲学などが絡

み合っていて、まことに人間くさい側面である。また、職場の気風や時代の風潮なども反

図３  部下の何をレベルアップするのか  

                

             

職務遂行  

(仕事ぶり ) 

 

成   果  

(できばえ ) 保
有
能
力 

    

発
揮
能
力 

      

 
知識  

   
行動  

   

       

          

 
技能  

   
態度  

   

         

            

                

                

         性格       
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映していて、その要因は複雑であり、OJT を考えていく上でも、一番厄介なところであ

る。  

   ところで、知識と技能はその人が身に付けている保有能力であり、態度は行動という

形で発揮される能力であり、行動とは、即ち職務遂行過程であり、その仕事ぶりを通して

成果が得られるわけである。  

 

 （3）OJT には三つのトクがある  

   このような OJT を実施することによって、一体誰がト 

クをするのであろうか。第一に会社がトクすることは明ら

かである。社員の能力（知識、技能、態度）がレベル・ア

ップされるのだから、社員たちの仕事ぶりや仕事の出来映

えが確実に向上していくはずである。  

 次に、指導を受ける側の部下や後輩にとっても、大きな

プラスがあるはずである。部下や後輩たちは、「もっと指導して貰いたい。」「もっと自分

を向上させたい」という意欲を持っているものである。OJT は、部下たちのこうした期

待に応えていくことになるのである。  

   第三に、指導する側にとっても、いろいろなプラスがあるはずである。OJT が効果的

に行なわれれば、部下・後輩からは感謝され、職場の実績は着実に上昇し、周囲からの信

頼も増大し、また、自分自身の気持ちとしても達成感や満足感を味わい、管理職として大

いに自信がついてくるはずである。  

   つまり、OJT を実施することは、会社にとってのトク、部下にとってのトク、上司・

先輩にとってのトク、以上三つのトクがあるわけである。  

 

３ こんなときこそ OJT が必要  

（1）部下の行動に問題を感じるとき  

  能力開発というテーマは、永続的な発展を目指す企業にとって、たぶん永久になくなら

ないテーマの一つであるが、とりわけ、部下や後輩たちの日常の行動に、次のような傾向が

見られる時は、指導育成の必要が明白な時である。  

   

 

 

 

 

 

 

図４  OJT は誰のために  

   
会社のため  

   

    

OJT 
  

部下のため  
  

    

   
自分のため  

   

○たびたびミスを繰り返すとき  

○新しい仕事をなかなか覚えないとき  

○規律を守らない者が出たとき  

○欠勤が目だって増加したとき  

○理由の不明な退職が相次いだとき  

○部下同士のトラブルがあったとき  

○無気力な風潮が感じられるとき  

○不平不満が表面に出てきたとき  

○新しい命令に対し抵抗があったとき  
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（2）業務上に不具合が目立つとき  

  次のような業務上の不具合が見られるときも、指導育成が必要なときである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）期待能力とのズレが育成必要点  

 「部下 A 君のこういう点が指導育成の必要な点である。」という内容のことを「育成必要

点（又は啓発必要点、教育訓練ニー

ズなど）と言います。  

 より厳密に定義するならば、育成

必要点とは、企業組織の中で、ある人間が担当する職務を遂行する上で必要とされる知識、

技能、態度などの能力要件のうち、“このくらいは”と上司や組織が期待する水準に照らし

て不足しており、今後の育成・啓発が必要とされる部分のことです。別な言い方をすれば、

期待能力と現有能力とのズレが育成必要点（図６）です。また、今のところ現有レベルがほ

ぼ期待通りである場合でも、“更に、もっと”と欲を出して、期待の水準を引き上げれば、

新たに育成の必要が生じてきます（図７）このようにして、

OJT は、企業にとって、永遠に尽きることの無いテーマとな

るのです。  

 

（4）人事考課も育成のための手段  

 人事考課（勤務評定）は、賞与・昇給・昇格・昇進などの

処遇をするときの判断材料として使われることが多いのです

が、実は、育成のための道具としても使うことができるので

す。たいていの人事考課表には、評価項目として、勤務成績

（目標達成度、貢献度、仕事の出来ばえなど）のほかに、勤務態度や勤務遂行能力に関する

項目があります。この勤務態度（積極性、協調性、責任感、向上心など）と職務遂行能力（仕

事の知識、仕事の速さ、正確さ、判断力、企画力、集中力など）の項目が、部下育成のニー

ズを知る上で、有力な手掛かりを与えてくれます。  

図５ 育成必要点とは  

期待能力  ―  現有能力  ＝  育成必要点  

図７   図６  
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○予定の目標が達成されそうもないとき  

○計画通りに作業が進行しないとき  

○品質不良が相次いでいるとき  

○クレームが多く、解決が遅れているとき  

○売上が予想外に伸びないとき  

○経費支出の増加が目立つとき  

○目標利益が達成されそうもないとき  

○事故や災害が発生したとき  
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  これとほとんど同じ理由で、自己申告制度も役に立つはずです。この中には、部下本人が

将来目指したい進路や方向、取得したい資格や特技、能力を向上させたい分野・領域などが

含まれています。これらを有効に活用すれば、育成必要点を把握するための道具として使

えるわけです。  

 

（5）はたして“問題児”は存在するか  

 育成必要点は、必ずしも部下のマイナス面だけを見ることではなく、部下の良い点を見

つけて、これを更に伸ばしていくことも、部下

育成の上で大切なことである。しかしながら、

実際には必要点とかニーズというときには、部

下の欠点や問題点だけが強調されることにな

りやすい。そしてこれが更に昂じると「自分の

部下は問題児ばかりだ」などということにもな

りかねない。  

  だが、果たして本当に、“問題児”というものは存在するのだろうか。たしかに“問題児”

と言いたくなるような部下が多くの職場に少なからず実在するという事実は、私も認めな

いわけではない。しかし、このことは、冷静になって見つめ直す必要があります。  

  ある部下が、客観的に問題児である、ということと、上司が問題児と見ている、というこ

とは微妙に違うのです。更に言うならば、上司の側が部下を問題児にさせているような点

がないかどうかについても、我が身を少しばかり振り返ってみたいものです。  

 

４ OJT は計画的な育成活動である  

（1）現状の分析から目標の設定へ  

  OJT は、計画的な部下育成の活動のことであり、通常の仕事の進め方と同じように、プ

ラン（P）→ドウ（D）→チェック（C）→アクション（A）のサイクルを回しながら進めら

れていきます。  

  プランニング（計画立案）の段階で最も重要なこと

は、目標設定ですが、目標設定（ゴールセッティング）

が出来るためには、その前に現状についての認識が前

提となります。つまり「今どこにいるのか」という現

在地を踏まえて、「どこへ行きたいのか」というゴール

（目的地、到達点）の設定が出来るわけである。  

  OJT について言えば、育成必要点の分析を踏まえて、育成目標の設定をするということ

です。  

 

図８ 「問題児」はいるのか  

問 題 児  ＝  である（客観的に）  

   

問 題 児   と上司が見ている  

   

問 題 児   に上司がさせている  

図９ 目標とは  

何処へ行きたいのか  （目標）  

  

今何処にいるのか  （現状）  
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（2）目標とは、めざす努力の標的  

  目標とは、めざす努力の標的（ターゲット）であり、望ましい結果であり、到達したいゴ

ールである。目標には、少なくとも次の三つのものが含まれる。一つは“何を”という目標

の領域や分野、項目であり、二つ目は“どれだけ”（又は、どのレベルまで）という期待や

要求の水準（レベル）であり、もう一つは“いつまでに”という期限である。  

 

図１０ 目標の数式  

目 標  ＝  目標項目  ＋  期待水準  ＋  期 限  

  （なにを）  （どれだけ）  （いつまでに） 

  OJT の育成目標の場合は、目標項目としては、知識・技能・態度が取り上げられ、目標

の期限は、原則として６カ月位が適当であるとされていますが、ケース・バイ・ケースで柔

軟に対応することが求められます。期待水準は、達成基準あるいは目標値とも呼ばれます。

育成目標の場合、数字で表しにくいので、できるだけ具体的で明確なものになるように工

夫と努力が必要である。  

 

（3）目標設定は鮮明なイメージで  

  目標とは、目指す努力の標的であり、目標設定は、将来目指したい目標を現在の時点で鮮

明に描き出すことである。  

  例えば、五年後を目指して、マイホーム資金として○○万円も目標にした貯金をしたい、

などの如くである。要するに、目標とは、努力して到達しようと目指すゴールであり、六カ

月後（又は１年後など）の目標期限が到来したときに、果たして目標が実現できたかどうか

をチェックする基準となるものである。  

 育成目標の例１  

○ ○○業務を一人で担当できるようになる。  

○ 問題解決技法を習得して職場で活用できる。  

○ 業務改善の事例を学習して職場で応用できる。  

○ 原価計算の基礎を勉強する。教科書「○○」をマスターする。  

○ 来年度中に一級建築士の資格を取得する。  

ようするに、“こうなっている”“こういうことができるようになっている”という状態

が、目で見て確認できるように、あとでチェックできるようになっていれば良いのであ

る。  

育成目標の例２（三歳児の育成目標）  

○ 友だちと遊べるようになる  

○ 三輪車を乗りこなせるようになる  

○ 服を一人で脱げるようになる  
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○ 階段を一歩一段ずつ登れるようになる  

 

（4）OJT の書式について  

  新入社員を一人前に仕込むための導入適応訓練の場合は、それなりに綿密な教育訓練計

画表やテキスト、マニュアルなどを準備しておくことが必要であるが、中堅以上の社員の

OJT の場合は、もしも書式を設計するのであれば、できるだけ簡潔なものにしておいた方

が良い。  

  それも上司の側からの育成計画よりも、むしろ部下本人の自己啓発に重点を置いたもの

にした方が良い。新たに OJT のための書式を設計しなくても、既存のもので、例えば、目

標管理カードや自己申告表などの中に、自己啓発に関する欄があれば（なければ、この際に

新設して）、それを活用することによって十分に OJT の目的を達成することは可能である。  

 

５ 人を教育することの難しさ  

（1）OJT は職場の教育論である  

  OJT とは、上司・先輩が部下後輩を指導育成することであり、見方を変えれば、一種の

教育論である。集合研修が教育担当スタッフにとっての教育論であるとするならば、OJT

は、いわば現場の教育論である。  

  忙しくても教育はできるし、素人でも教育はできるのである。また、上司先輩として、是

非ともやらなければならないことなのである。そうだとしたならば、教育とは何をどうす

ることなのか、自分が教育をする立場に立ったとしたら、どういう点に気を付けたらいい

のか、こうしたことについて、一度じっくり勉強してみることも決して無駄なことではな

いはずである。  

 

（2）基本は本人の自己啓発  

 「ロバを川まで連れて行くことはでき

るが、ロバに水を飲ませることはできな

い」という諺が示すとおり、生徒を机の前

に座らせることはできるが、生徒に勉強

をさせることはできない。勉強をするのは、あくまでも本人であり、その意味で、学習の基

本は本人の自己啓発であると言っても良い。  

  但し、本人次第ということで放置した のでは、教育という任務の放棄である。本人の自

己啓発を促進するために、側面から働きかけて、本人の学習を援助していくことが重要に

なってくる。いわば水を飲みたがらないロバに、何とか水を飲ませよう、と働きかけるわけ

である。このような援助のための働きかけが、教育という仕事なのである。  

  先生の側が“教育”という活動をしているのに対して、生徒の方は“学習”という活動を

図１１ 教育と学習の関係  

      
教える  

      

先生は  
 

教育する  
とは    

    

      
学ばせる  

      

生徒は  
 

学習する  
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行っているのである。だから教育という活動は、大きく分けると、“教える”という側面と

“学ばせる”という二つの面があることになる。重要性という観点から言えば、教えること

よりは、むしろ学ばせることの方が大切になってくるのである。  

 

（3）教育についての考え方  

  教育に関しては、大きく二つの考え方があ

る。一つは先生が主役となり、生徒に対して教

える、とか、仕込む、というように、上から下

への働きかけを重視する考え方であり、もう一

つは、生徒自身の主体的な努力に重点を置く考

え方である。  

  基本的には賞と罰によるやり方であり、褒め

方や叱り方を上手に使い分けていくのである。

その際、二宮尊徳の歌と伝えられる次のような言葉も、大いに参考になるであろう。  

   かわいくば  五つ教えて 三つ褒め  二つ叱って よき人にせよ  

 

  企業内の教育では、１人前の社会人を対象にしているのであるから、生徒自身の自発  

営や主体性を重視した教育の在り方（これをスチューデント・センタードという）がもっと

もっと追求されて良いはずである。  

 

（4）教育とは学習の援助である  

  学習の基本は本人の自己啓発であり、教師や上司にできることは、本人が自ら学習する

のを側面から援助し手助けしてやることである。援助の方法としては、教えたり、質問に答

えたり、学習すべき課題を指示したり、誤りを指摘したり、良い成果を褒めたり、など様々

な方法があるが、一貫して重要なことは、本人の動機づけを常に念頭においておくことで

ある  

  例えば、何のためにそのことを学習するのか、学習の目的をハッキリさせておくこと、ど

んなことに役立つのか、その必要性を強調することで、できるかぎり本人の興味や関心に

訴えること、なるべく成功しやすい状況を作り、達成の悦びを実感させて、自信を付けさせ

ること、などの配慮をすることが肝要である。  

 

６ OJT のいろいろなやり方  

（1）人は体験を通して学習する  

  私たちが何事かを学習し、習得する時には、何らかの実際の体験を通して技能を上達さ

せていくものである。“習うより慣れろ”ということわざの通りである。アメリカの教育学

図１２学ぶ者の主体性に重きを 
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者ジョン・デューイという人は、“ラーニング・バイ・ドゥーイング（なすことによって学

ぶ）”といっている。日本人は、勉強とか学習とか言うと、とかく、机に座って本を読む、

というイメージを思い浮かべやすいが、むしろ宮本武蔵のように、来る日も来る日も木刀

を振って稽古に励む、という姿のほうが、学習というイメージにふさわしいのである。  

 

（2）やるべき課題を上手に与えよう  

  ラーニング・バイ・ドゥーイングの原理を職場の OJT に応用すると、どうなるだろうか。

答えは簡単である。部下や後輩たちに、本人がやるべき課題を上手に与えていけばよいの

である（なお、指導育成のためのこのようなやり方は、「課題割当（ワーク・アサインメン

ト）」と呼ばれている。）  

  例えば、次のような課題を割り当てるのである。  

○ 何かの本を読ませる  

○ 研究テーマを与えてレポートさせる。  

○ 自分の仕事のフローチャートを作らせる。  

○ 業務マニュアルを作成させる。  

○ 職場内の業務改善提案をまとめさせる。  

部下たちは、これらの課題を成し遂げる過程で、いろいろなことを体験して、それらの体

験の中から、さまざまなことを学習して習得して、向上し成長していくのである。成功する

こともあろうし、失敗することもあるだろう。成功の体験は、仕事の喜びを味わい、自信を

付けるだけでなく、最善のやり方を発見することであり、これも大きな収穫である。  

失敗もまた、貴重な体験である。致命的な失敗は困るが、小さな失敗は、不慣れな初心者

なら、誰でもやることであり、人は小さな失敗を重ねながら、仕事を覚えていくのである。

失敗をしたときは、くよくよ気をもむのではなく、なぜ失敗をしたか、どこがいけなかった

のか、どうしたら上手くいくだろうか、と冷静に考えていく習慣を身につけさせることで

ある。  

 

（3）易しいことから難しいことへ  

  人は体験をとおして学習するのであるから、体験の仕方やさせ方が重要になってくる。

どんなことを、どんな風に体験させたらよいのか、十分な配慮が必要である。中でも大切な

のは、“易しいことから難しいことへ”という気配りである。ベテランにとっては優しいこ

とでも、初心者にとってはごく初歩的なことでも大変難しく感じるものである。ベテラン

だって、最初はそうだったはずである。初心にたち帰り、初心者の身になって、相手にとっ

ての難易度を考慮しながら、やるべき課題を上手に与えていくべきである。  

 

（4）役割付与のやり方も効果的  
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  課題割当と似たようなやり方で、「役割付与」といわれるやり方がある。育成的な配慮を

しながら、部下や後輩に特別の役割・役目・任務を与えていくのである。  

○ QC サークルのリーダー  

○ 新入社員の指導係  

○ ミーティングの司会役  

○ 治具工具の整理整頓係  

○ 社員寮の自治会のリーダー  

これらの役割の中には、部分的に管理的な業務が含まれており、こうした役割を遂行す

る過程で、本人はいろいろな知識や技能を修得し、また人間的にも成長していくのである。  

 

７ 部下を信じて仕事を任せよう  

（1）人を信じることは難しいが  

  何事も信頼して任せられる部下ばかり揃っていれば、上司  

としてこんな楽なことはない。信頼できない部下を、どうやっ

たら信頼できる部下に変えることができるか、これが部下を持

つ人の悩みの種であろう。  

 “信頼する”とか”任せる“という問題は、”ゼロか全てか

“というものではなく、程度の問題であることがわかる。任せ

られることと、任せられないことの間には、必ずしも、くっき

りとした境界線があるわけではない。また、任せられることでも、全く安心して任せら

れることもあれば、多少の不安が伴うこともある。このように考えてみると、図１３に

示すように、これらは程度の問題であり、連続した一直線上のどの辺りにあるかの問題

であると考えた方がよい。  

 

（2）思い切って任せてみよう  

  ある仕事を誰かに任せるかどうか考える時に、彼が信頼と不信との一直線上のどの辺り

にいるのかが問題になる。全面的に任せられる者に任せられることを任せるのは当たり前

であり、また、全く未熟な者に大事なことを任せることなどあり得ない。任せようかどうか

と迷うような、百点でもなく、ゼロでもなく、五十点くらいの時が一番問題となるわけであ

る。  

  部下に仕事を任せる時には、思い切って、どこかで迷いの気持ちを断ち切って、「信じて

みよう」という気持ちにならないと、できないのである。盲信する、軽信するということで

はなく、部下に対する信頼の気持ちをほんの少し高めてみて欲しいのである。そして、もし

もあなたの信頼の気持ちが少しでも部下に伝わるならば、必ずや部下のほうも、あなたの

信頼に応えるように努力してくれるはずである。  

図１３ 信頼と不信  
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（3）責任の委譲はどうなるのか  

  部下に仕事を任せる、ということは、別の言い方をすれば、部下に権限を委譲する、こと

である。上司が部下にある権限を委譲した場合、責任の方はどうなるのであろうか。権限と

責任は表裏一体で職務に付随するものであるが、権限を委譲された部下の責任は担当者（実

行者）としての遂行責任であり、上司の方の責任は、部下がしたことの結果に関して、上層

部に対して負担する結果責任である。わかりやすく言えば、いわゆる監督責任である。  

 

（4）任せたあとのフォローも大切  

責任が上司に留保されるのと全く同じように、部下に権限を委譲した後でも、一種の監

督権限は上司の手許に留保される。この監督権限を行使しないで放棄してしまうならば、

もはや“委譲”ではなく、”放任“になってしまう。  

  留保された監督権限の一つは、部下に報告を求める権限である（これに対応して、部下の

側には、折に触れて報告する義務と責任がある。）「あれ、どうなっている？」とあまりに頻

繁に報告を求めすぎると、部下の方は「任せると言ったのに、ちっとも任せてくれない」と

言う気持ちを抱き易く、報告を求めることを止めてしまえば、監督権限の放棄になってし

まう。報告を求める回数やタイミングが微妙なくらい大切になってくる。  

もう一つの監督権限は、部下に助言を与えることである。「こうしたら良いと思うよ」と

上司の方は助言（アドバイス）をしたつもりでも、部下の方は、とかく、それを“命令”と

して受け取りがちである。さりとて助言も手助けもしないで放任してしまえば、これまた

監督権限の放棄になってしまう。  

権限の委譲とは、まことに微妙で厄介な問題をたくさん含んだテーマである。人を信じ

ることの難しさ、任せた後の心配、報告のチャンスやタイミング、助言の上手な与え方、な

どなど、しかしながら、こうした難問を少しずつ克服しながら、少しずつ権限を委譲してい

くならば、部下育成の効果は目に見えて現れてくるはずである。  

 

８ 不満ではなく期待をぶつけよう  

（1）人はミスを重ねながら上達する  

  カラオケでも、料理でも、習いたての頃は、皆、ミスやエラーを繰り返しながら、少しず

つ上達していくのである。トライアル・アンド・エラー（試行錯誤）なしに最適解に到達す

ることは、殆ど不可能に近いのである。仕事についても、上司であるあなた自身にも覚えが

あるはずである。そうであれば、新人がミスを繰り返すのは、しごく当たり前のことである

ことを、まず認識することが肝要である。  

 

（2）小さなミスは教育投資  
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  ミスと言っても、大きな致命的なミスは困る。これは発生しないように、事前に指導者側

が予防措置を講じ、新人にあまり過大な負担をかけないようにすべきである。一方、小さな

ミスは、むしろ積極的に奨励するくらいに、やらせたほうが良い。人はミスを重ねながら、

上達し成長していくのである。失敗の体験から何かを学び取る習慣を付けさせることも大

事なことである。  

  ミスやエラーは、確かに良いことではない。プラスではなく、マイナスである。経済的に

言えば、一種の損失であり、コストである。しかし、これは十分に元の取れるコストである。

何故なら、本人は失敗を糧にしながら、仕事の腕を上げて 1 人前に育っていくからである。

仕事の腕が上がれば、それだけ、仕事の成果・実績も上がっていくはずである。だから、小

さなミスは教育のための投資である、という考え方に徹することが重要である。  

 

 

（3）不満ではなく期待をぶつけよう  

  一般的には、新人の仕事ぶりは、やはり、物足りなく感じられるものである。この“もの

足りない”という気持ちの裏を返せば、“もっと、こうあって欲しい”という期待するレベ

ルがあって、その期待するレベルに照らして、新人の仕事ぶりがそこまで到達していない

から“もの足りない”と感じるのである。そこで相手にぶつける時には、“もの足りない”

という不満の気持ちではなく、元の期待の気持ちのほうに立ち戻って“もっとこうして欲

しい”という期待や要望という形で相手にぶつけるようにした方がよい。その方が、相手の

心をプラスの方へ動かし、向上の意欲を高める可能性が大きいからである。  

 

（4）期待のレベルを少しずつ高めよう  

  期待のレベルは、低すぎてもいけないが、高すぎるのも逆効果である。この場合も、前に

述べたように、やさしいことから難しいことへ、という配慮が大切である。相手の実力をよ

く把握して、相手の実力を少し上回る、少し難しいくらいのレベルを目安にして、ステッ

プ・バイ・ステップで、少しずつ期待のレベルを引上げていくことが大切である。そうすれ

ば、相手の方も、少しずつ高いハードルをクリアして行って、達成感や成功感を味わいなが

ら、着実に腕を上げ、向上心を高めていくはずである。  

  成功の体験は期待水準を高める傾向があり、失敗は水準を引き下げる傾向がある。した

がって、向上心を刺激するためには、少し難しいくらいのことに挑戦させて、できるだけ成

功し易い状況を作ってやり、そしてその程度を少しずつ高めていく工夫と努力をすること

が大切となってくる。  

 

９ 新人はマニュアルで教えよう  

（1）日本的徒弟制ではもう古い  



108 

 

  新人の仕込み方については、日

本的徒弟制とアメリカ式ではかな

り違うようである。  

  日本的徒弟制に中にも良さはあ

るのだが、いずれにせよ、こうした

やり方では余りにも時間がかかり

すぎる。伝統的な寿司職人を 1 人前に仕込むまでに 10 年はかかるそうであるが、これで

は、変化のスピードの激しい現代では、間に合わなくなってきているのが、実情である。そ

こでアメリカ式のマニュアルによる新人教育のやり方が注目されてくるのである。  

（2）新人はマニュアルで教えよう  

  工場や事務所などで、作業の手順や方法、道具、注意事項などを一定の決まりに統一し、

規格化することを標準化といい、その内容を書き記したものをマニュアルと言います。便

覧、必携、手引き、作業標準などともいいます。これがあると、業務の処理が能率的になる

だけでなく、初心者の教育訓練もやり易くなります。  

 

（3）型から入って型を破る  

  マニュアル方式のやり方にも、欠点や難点がないわけではない。それは型にはまりすぎ

ることである。だが、初心者は先ず型にはまるべきである。そのためには、マニュアル方式

が一番良い。そして、少し慣れてきたら、自分なりのやり方を工夫すれば良い。  

  芸人の世界には、“型から入って型を破る”という言葉がある。剣道では“守破離”とい

う。剣道における修行の段階を示す言葉である。つまり、入門したばかりの者は、まず師範

の型や流儀を忠実に学び取るのが第一段階であり、これが完全に習得できたならば、第二

段階としてその他のいろいろな型や流儀を学び取り、そして修練や工夫を重ねた末に、師

範から受け継いだ型を破り、師範の流儀を離れて、自分なりの独自の型を編み出すという

ことである。  

  職場で上司が部下に仕事を与える時も、部下本人の上達の段階に応じて、それに相応し

い与え方をしたいものである。  

 

（4）仕事の与え方に育成的配慮を  

  マニュアル方式のやり方には、“型にはまりやすい”ということのほかにも、作業が単調

になり易い、創意工夫をこらせない、腕を奮える余地が少ない、やりがいを感じられないな

ど、いくつかの欠点がある。こうした欠点を克服するためには、もう少し柔軟な仕事の与え

方が求められる（ただし、マニュアルを完全にマスターしてからの話である）。そのために

は、仕事についての工夫や改善を奨励することが大切である。仕事のやり方を改善するこ

とは、仕事の効率を高めるだけでなく、本人の創意工夫の欲求を満たすことにもなる。“人

表 新人の仕込み方の日米比較  

アメリカ式  日本的徒弟制  

マニュアルで教える  何も教えない  

標準化規格化されている  「先輩から盗め」  

フール・プルーフ方式  背中を見習う  

系統的 段階的  以心伝心  

 ケイコがシゴキになる  
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が仕事をクリエイトする”ということも、見過ごすことができない大切な点である。  

  上司が部下に仕事を与えることを「職務割当」という。これは管理職の職責の中でも、プ

ランニング（計画立案）と並んで、最も基本となるものである。この基本的な職責を上手に

利用すれば、部下を育成しり上でも、大きな効果を上げることができるのである。  

 

１０ 部下のやる気を掘り起こそう  

（1）人は何故働くのか  

  ある人間を何らかの行動に駆り立てることを「動機付け（または意欲付け、モチベーショ

ン）」という。人間を仕事に対して意欲付ける要因についての最近の研究によれば、金銭的

な報酬を利用することには限界があり、むしろ仕事そのものに腕を奮える余地を大きくす

ることや、仕事の成果を認めてやることなどが重要であることが明らかになってきている。 

  人間がある行動を起こす時、人間の内面にあって、人間を行動へと駆り立てるエネルギ

ー源となっているものを「欲求（または動因、動機）」といい、人間の外側にあって、人間

の行動が目指そうとする対象のことを「誘引（インセンティブ）」という。この欲求と誘引

が結びついて、人間がある行動を起こそうとしたとき、その人は「動機付けられた（意欲付

けられた）」という。例えば、夏の暑い夕方、会社からの帰り道で、「あぁ、喉が渇いたなぁ」

と渇きの欲望を感じている時に、行く手にビヤホールの看板が見えたりすると、その看板

に“誘われて”つまり動機付けられて、店に入り、注文し、飲んで、食べるという一連の行

動を起こす。これが複雑に見える人間の行動の原点である。  

 

（2）目に見えない誘因も大切  

  誘引には、大きく分けて、有形のもの  

と無形のものがある。例えば、スーパー・

カーが欲しいとか、ミンクのコートが欲

しい、豪華なディナーを味わいたい、など

のような形のあるものだけでなく、褒められたい、認められたい、達成感を味わいたい、な

どの無形の目に見えないものも有力な誘引となり得る。また、やる気をなくさせたり、退職

を決意させたり、などのように、マイナスの方向への動機付けもありえるので、実際には、

まことに厄介である。  

 

（3）“仕事をしたい”も欲のうち  

  人が職場で労働することの見返  

りとして期待していることを列挙

してみると、主なものとして次のも

のが上げられる。  

図  欲求と誘引  

   

行動  

   

 欲 求    
誘 引  

 

     

（したい、ほしい）   （エサ、ホウビ）  

図  人間にはやる気がある  

結果 (現象 )     人間の本性  

やる気  

がない  

だから  何かが  

原因で  

 も と も と は  

やる気はある    

 対 策     
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○ 言い分を聞いて欲しい  

○ 成果を認めて欲しい  

○ もっと任せて欲しい  

○ もっと高度な仕事をしたい  

○ 腕を振るいたい  

○ 自分を生かしたい  

○ 自分を伸ばしたい  

  こうした欲望は、容易に“仕事をしたい”という意欲に転化しやすいものである。いや、

むしろ、人間には、もともと“仕事をしたい”という欲求が内在していると考えた方が、人

間というものに対する見方としては真実のようである。大多数の新入社員は、“仕事を通し

て腕を振るいたい”“会社のために役立ちたい”という意欲を抱いて会社に入ってくるもの

である。  

  しかしながら、現実には、やる気のない者や態度の良くない者が少なからず実在してい

るが、このことはどう説明したら良いのであろうか。  

  やる気がないのを人間の本性と考えると、対策としては、ゼニで釣る、厳しく監視する、

というやり方しかでてこない。これでは逆効果であり、ますますやる気をなくさせるだけ

である。やる気がないのは人間の本性ではなく、何かが原因でそうなった結果である。原因

と結果とを取り違えてはならない。人間が働くということは、ごく自然なことであり、人間

の本性として、もともとやる気はある、と考えた方が自然である。人間のこのような勤労意

欲を刺激して、“仕事をしたい”も欲のうち、と考えて、このような欲望に上手に働きかけ

ていく工夫と努力が大切なのである。  

 

 

（4）部下のやる気を信じよう  

  意欲づけとは、部下をやる気にさせるために外から働きかけることであるが、もともと

やる気のないところへ、やる気を叩き込んだり、植え付けたりすることではなく、心の奥に

潜在して眠っているやる気に対して、褒めたり、叱ったり、励ましたりして、揺さぶりをか

け、目覚めさせ、掘り起こしていくことである。  

  植物の種は、適切な土壌の中にまかれると、やがて芽を出し、葉を出し、花を咲かせ、実

を実らせる、という不思議な力を内に秘めて持っている。部下のやる気も同じである。いつ

の日か、きっと芽を出し、花を咲かせて、実を結ばせるのである。そのことを信じつつ、部

下に対する意欲づけの努力を続けることが肝要なのである。  

 

１１ 部下との話し合いを大切にしよう  

（1）話し合いの難しさ  
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  改まって“話し合い”などと言わなくても、日常の職場の中で、部下や後輩たちと接触す

る機会はふんだんにあり、こちらに指導や育成の気持ちさえあれば、こうした機会は、指導

育成の機会として有効に利用することができる。  

  一方、場合によっては、例えば、部下や後輩がスランプに陥った時、とか、問題を抱え込

んで悩んでいるらしいとき、などは、少し時間をかけて、じっくり話し合ってみた方が良い

場合もある。そのような場合には、どんな点に気を付けたらよいだろうか？  

  話し合い（コミュニケーション）というものは、なかなか難しいものである。コミュニケ

ーションは、通常、言葉という手段を使って行われる。言葉という道具がなければ、コミュ

ニケーションはやりにくいが、言葉は不完全な道具であることを忘れてはならない。同じ

言葉を使っても、伝える側と受け取る側とでは、その解釈や語感などが喰い違っているこ

とが少なくない。コミュニケーションはこちらが伝えた通りには伝わらないのである。相

手が受け取った通りに、相手が理解し解釈したとおりに伝わって行くのである。だから、大

事なことを伝えたいときには、くどいくらいに繰り返すことが必要であり、また、質問を挟

んだり、復唱して確認したり、メモを取ったりすることが大切になってくるのである。  

 

（2）むしろ“聞き上手”を心がけよう  

 話し手が言葉に託して伝えたいと思っている意図や気持ちは、言葉だけでは言い尽くせ

ないものである。氷山に例えるならば、言葉は氷山の一角に過ぎない。水面の下には、その

何倍もの話し手の心が潜んでいるのである。コミュニケーションとは、単なることのやり

取りではなく、心と心の通じ合いなのである。  

 それでは、心と心の通じ合う話し合いをするためには、どうしたらよいのだろうか。その

ためには、相手の言いたいことを一生懸命に傾聴することである。コミュニケーションを

効果的なものにするためには、話し上手よりも、むしろ聞き上手を心がけることが大切な

のである。とりわけ、部下が悩みや不満などモヤモヤしたものを抱えているらしい時には、

そのモヤモヤした気持ちを吐き出しやすいように、こちらが親身になって聞き役に徹する

ことが肝要である。ハタから見れば、取るに足りない愚痴のようなものでも、本人にとって

は切実なことなのである。その気持ちを真剣に誠実に汲み取ってやることが大切である。  

 

（3）説得力は信頼感に比例する  

  部下に新しい仕事を与えとき、高い目標に挑戦させようとするとき、コストダウンなど

の業務改善に取り組ませるとき、など部下を説得すべき場面は、かなり頻繁に起こるもの

である。このような場合に、部下を説得できるためには、どうしたらよいのであろうか。  

  説得の効果は、相手からの信頼の度合いに比例すると言われている。相手から信頼され

るためには、日ごろの言動が模範的であること、言行が一致していること、情勢判断が的確

であること、などんどたくさんあるが、もう一つ忘れてならないのが、傾聴の能力が高い
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“ことである。相手が話そうとすることに対して、真剣に耳を傾けて、心で心を聞くことの

できる能力こそ、相手からの信頼を得るための大切なカギである。  

 

 （4）カウンセリングの精神を身に付けよう  

  カウンセリングとは、家庭や職場などの日常の生活の中で、1 人では解決できない問題

を抱えて悩んでいる人のために、相談を受けて、相談相手になり、助言や指導などを行う

ことである。ついでながら、相談相手になる人のことをカウンセラー、相談する人をクラ

イエント（来談者）という。最近は、カウンセラーがクライエントに助言や指示を与えな

いやり方が推奨されている。こうしたやり方を「ノン・デレクティブ（又は、クライエン

ト・センタード）」という。この場合、カウンセラーはもっぱら聞き役になり、クライエ

ントが吐き出す悩みや不満、鬱憤、愚痴などの感情に対して、共感的な理解者・伴奏者と

なることによって、クライエントがそのようなモヤモヤした感情を吐き出し、処理し浄

化して、自分の力で問題を解決し、人間的に成長していくのを援助するのである。ここで

も傾聴することが重要な役割を果たしているのである。  

   職場の管理者・監督者は、必ずしもカウンセラーではないが、カウンセリングの理論や

技法を習得しておくことは必要であり、重要である。職場の中で指導的な立場にある人が

カウンセリング・マインドを身に付けることによって、職場の精神衛生は良好なものとな

り、それが職場のモラールを高めて、生産性や業績を向上させていくのである。  

 

１２ 啓発的な職場の気風をつくろう  

（1）職場の気風に目を向けよう  

  一人ひとりの人間に個性があるのと同じように、人間が何人か集まって形成される集団

にも、その集団らしい独特の気風のようなものができてくる。それぞれの家庭には、その家

らしい独特の雰囲気があり、会社にもそれぞれの社風があるのと同じである。  

  こうした気風は、集団が長く持続すると、土着してその場に染み付いてしまう傾向があ

る。土着するとはどういうことかというと、メンバーの中の何人かが新旧入れ替わっても、

気風のほうはそのままに残って存続している、ということである。このように土着して職

場にしみついた気風のことを「職場風土」という。  

 

（2）“見えざる掟”が人を動かす  

 職場の気風は、“見えざる掟”として、集団内部

のメンバーの行動や態度を左右する力を持って

いる。“種に交われば赤くなる”とか“郷に入って

は郷に従え”という諺の通りである。その集団独

特のしきたりや価値観などに順応していれば、仲

図 職場の気風  

本人の性格  
     

     

      

   
態度  

 
行動  

    

      

職場の気風  
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間として受け入れてもらえるが、それに従わずに逸脱した行動をとると、仲間はずれにさ

れたり、村八分にされかねない。  

  このように職場集団の中の一人ひとりの人間の態度や行動に影響を及ぼす要因としては、

“本人の性格”のほかに“職場の気風”という要因があると言うことである。  

 

（3）気風を作るのは人である  

  人は集団の気風から影響を受ける。だが、そのような集団の気風を作り出すのも人間で

ある。一人ひとりの人間が持っている個性（行動、態度、考え方、感じ方、価値観など）が

互いに混ざり合い、すり合わされ、相互作用を起こすことによって形成されていくのが集

団の気風である。つまり集団から影響を受けるのも個人であるが、集団に対して影響を及

ぼすのも、それぞれの個人個人なのである。  

  ところで、このようにして形成される集団の気風がどのような特徴を持っているかが肝

心の点である。ギスギスして、互いに足を引っ張りあっているような雰囲気か、それとも暖

かく、活気に溢れ、互いに協力し合い、啓発し合っているような雰囲気か、集団のこのよう

な特徴や傾向が極めて重要になってくる。  

  長い時間をかけて形成され、職場にしみついて土着してしまった気風（風土）を刷新して

いくことは難しいことであるが、決して不可能なことではない。職場の上司や先輩が率先

して働きかけの活動を進めていくことによって、次第に好ましいものに変革していくこと

ができるのである。  

 

（4）まずは自己革新から始めよう  

  OJT とは、上司や先輩が部下や後輩を指導し育 

成し、レベル・アップさせようとして様々な働きか

けを行う活動のことである。つまり、自分自身では

なく、相手を変えようとして努力することである。

確かに、こうした活動こそ、教育と言う働きであり、

とても大切なことには違いないのだが、ここで観点

をガラリと 180 度転換させて、いっそのこと自分自

身が変わってしまうと考えてみたらどうだろうか。意外と、その方が早道かも知れないの

である。  

 相手を変えることよりも、自分を変えることのほうが、着手しやすいはずである。自分が

変われば、相手との関係や雰囲気が微妙に変わってくる。そうすれば、相手が変わる可能性

も大きいはずである。OJT は、まず自己革新からはじめる、その心の姿勢が求められる。  

 

 

図 自分が変われば相手も変わる  

 自分が   変わる   

       

 変わる   相手も   

       

相手との関係が変わる  
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トヨタの育て方  ㈱OJT ソリューションズ 中経出版  

 

  「トヨタ」というと、「トヨタ式生産方式」「ジャスト・イン・タイム」といった言葉

から、「いかに効率的にものをつくるか」といったシステム重視の印象がありまが、効

率的にものをつくり、生産性を最大限に高めるためには、自分で考え、自立的に動ける

社員を育てることが不可欠であるという考え方が、会社の全組織に浸透していると言わ

れています。  

  「トヨタの育て方」から、防衛施設建設に従事する職員の育成へのヒントを得るため、

その概要を紹介するものです。  

 

  トヨタの強みはどこにあると思いますか？  

(1)「トヨタ生産方式をベースに徹底的に効率化された生産システム  

(2)「安心・安全」という品質に裏打ちされたブランド力  

(3)ハイブリッド車など正解の自動車産業を引っ張る技術力  

(4)「生産台数世界一」を可能にした世界的な販売力  

 これらは、どれもトヨタの強みですが、しかし、これらの全てに繋がる「力の源泉」

は、「人を育てる力」です。生産素ステムも、ブランド力も、技術力も、販売力も、「社

員が自分たちの頭で考えて、問題解決するボトムアップ型の組織」を抜きにしては語れ

ません。トヨタの強さは、一人ひとりを「考える人材」へと育てるノウハウにあるので

す。  

 

はじめに  

 

  「部下が育たなくて困る。」こんな悩みを抱えているリーダーや上司は多いでしょう。

しかしそれは大きな勘違いです。部下が育たないのは、部下の能力のせいだけではなく、

「リーダーや上司が部下を育てていないこと」に最大の原因があるのです。  

 例えば、部下に対してこんな言動をとっていないでしょうか。  

  ・「自分がやったほうが早い」と自分で仕事を片付ける  

  ・「こうしろ」「ああしろ」とトップダウンで指示を与える  

  ・「とにかく結果を出せ」と叱咤激励する  

  ・「教えてもどうせ辞めてしまうのだから」と育てることを放棄している  

  

残念ながら、こうした上司の下では部下は育ちません。やる気のない部下や指示待ち

人間が増えるだけで、上司や組織は疲弊していく運命を辿ることになります。いずれ会

社の業績も下がっていくことでしょう。  
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 一方、業績が伸び続ける会社は、上司がきちんと部下を育てています。会社が小規模   

であれば、カリスマ性のあるリーダーや一部の「できる人」が会社をぐんぐん引上げる  

ことができます。しかし、会社が成長軌道に乗り、ある程度ビジネスや組織の規模が大  

きくなっていくと、成長の壁にぶち当たります。  

 会社が成長を続けるには、リーダーや上司が部下を育て、自分の“分身”を作らなけ  

ればならないのです。  

 人を育てる会社では、現場の社員が自分たちの頭で考え、自立的に動くことができま  

す。だから、危機やトラブルに見舞われても、職場レベルで解決することが可能ですし、  

様々なアイデアがボトムアップで生まれてきます。こうした社員に支えられている会社  

は強くなり、会社のステージもどんどん上がっていくはずです。もし今のリーダーが会  

社を去っても、次のリーダーが自然と生まれてくるでしょう。  

 

「ものづくりは人づくり」  

 

「トヨタの育て方」は、トヨタでしか通用しない考え方やノウハウではありません。基

本的に、どの会社でも応用できるものです。  

 トヨタでは、問題解決や改善を通じて社員を育てていく文化があります。上司は、部  

下が現場で発生している問題を解決したり、理想とする状態に向けて改善できるように  

導いていきます。問題解決や改善の技能を求められるのは、トヨタだけではありません。 

業種や規模を問わず、どんな会社でも、日々発生する問題を解決し、改善していくこと  

でビジネスや組織を前に進めることができるはずです。  

 人が育てば、現場が強くなり、必ず会社の業績も向上する。モノをつくり、サービス  

を提供するのは人なのだから、先ずは人づくりが第一になるのです。  

 

１ 人が育つトヨタの考え方  

 ０１ カリスマはいらない。現場の社員がリーダーになれ  

  トヨタには、絶対的なカリスマがいません。強いて言えば、現場の第一線で働いて

いる組長や工長の面々が一種のカリスマになるような会社なのです。そのような人材

を現場で何人も育てられる風土こそがとトヨタの強みだと言えます。  

  人材教育には、「技術教育」と「風土教育」があります。ノウハウを教える「技術

教育」は、極端なことを言えば、社外の専門家からでも学ぶことができます。しかし、

「風土教育」は、社外の人ではなかなか教えられません。「これがわが社のやり方だ」

という会社の歴史の流れの中で、上司から部下、先輩から後輩へと受け継がれてきた

ものが、その会社の本当の強みになるのです。  

  一人のカリスマがいなくなったら、会社が上手く回らなくなる会社と違って、トヨ
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タはリーダーが現場にたくさんいて、次から次へとその先を担うリーダーを育てる風

土があるのです。だから、トヨタの現場は強いのです。  

 

０２ 自分の“分身”をつくれ  

  トヨタでは、仕事の成果も求められますが、同時に「自分の“分身”を何人育てら

れたか」も評価のものさしになっています。  

  上司がその組織から去っても上手くいくような“分身”を育てられれば、次のリー

ダーに「人を育てる」という風土が受け継がれていきます。トヨタの場合には、自分

の“分身”を育ててから、上位の職制（部下をもつ立場のリーダーを職制と呼ぶ）に

上がっていくので、リーダーが一人抜けても組織が停滞することはありません。  

  ところが多くの企業では、こうした分身を育てることが十分にできていません。自

分の実績を上げるのに精一杯で、人を育てることをしないまま、昇格や移動をして行

きます。日々の数字や売上げばかりを追っていては、表面的に人が育つことはあって

も、「人を育てる」という文化が継承されて行かないのです。  

 

  仕事のできるリーダーは、部下に答えを与えて、「このとおりにやりなさい」とい

う指導をしがちです。この方法では、部下は指示待ち人間になり、成長しません。  

  一方、部下を伸ばすリーダーは、仕事のプロセスにこだわるので、部下に自分で答

えを見つけるように促します。部下は「もらった答え」よりも、「見つけた答え」の

ほうが達成感を得られるので、どんどん成長していきます。  

 

０３ 設備を新しくするより人をつくるほうが早い  

  成果を上げたいからといって、高い価格の設備を購入したり、改良したりしても、

それを使う人がうまく使いこなせなければ意味がありません。たとえ新しい機械を導

入して生産性が上がったとしても、それは一時的な効果でしかないでしょう。設備を

レベルアップするよりも、それを使う人を育てた方がはるかに早く、確実に効果が現

れます。なぜなら、それを使いこなす人が成長すれば、さまざまな改善や工夫をして、

生産性を上げられるからです。  

  「やれ」と命令するだけでなく、上司が自分で率先してやるのです。例えば、若い

人たちが「ここを改善して欲しい」と言ってきたら、「オレが何とかする」と言って、

直ぐに対応してあげる。そうすれば、「すぐに対応して貰えてうれしい」となります。

そこから先は、あの手この手を使って部下を育てるための方策を繰り出していくので

す。そうすれば、部下の成長と共に、おのずと生産性や効率などの数字も変わってき

ます。  

  上司がその気になれば、周りも変わります。指示だけ出して自分の評価にしてしま
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う上司、責任逃ればかりしている上司なら、部下もそれを見習いますが、上司が自ら

率先垂範して本気になって職場を良くしようとすれば、必ず部下もそれを見習ってつ

いてきます。  

  部下が育つかどうかは、上司が「本気」になって取り組むかどうかで決まるのです。  

 

０４ 「よい品、よい 考
かんがえ

」が育て方の基本  

  トヨタは、｢社員に考えさせる｣ことを重視している。一人ひとりが考えて仕事をし

ないと、会社の利益は生まれないからです。  

  「よい品、よい考」という言葉は、豊田英二氏が大切にしている言葉です。よい品

は「利益」をつくり、よい考は「人」をつくるということです。そして、よい品は良

い考えからうまれます。つまり一人ひとりが意識して考えないと、会社の利益は生ま

れないというわけです。トヨタで日々働いていると肌身でその大切さを実感すること

ができます。とても単純ですが、重みのある言葉です。  

  トヨタの「３行提案制度」は、「問題」「改善策」「効果」という 3 つの項目につい

て、A4 用紙に 1 行ずつ書かせたことから名づけられましたが、その特徴は「1 行ず

つ  

書けばいい」という手軽さに

ありました。書くことへの苦

手意識が強い現場の人に配慮

した結果です。この 3 行提案

制度は、3 行で気軽に書けるよ

うにしたこともあり、多くの

従業員から提案が上がってく

るようになりました。一方、組

長や工長、課長たちは、部下の

提案に対して、よく考えて答

えなければいけません。チェ

ックするほうは、数がたくさ

んあって大変だけれども、こ

れを繰り返すことによって信

頼関係が生まれ、更には提案

する部下、提案を受ける上司も頭を使って「どうすれば良くなるのか？」を考えるよ

うになりました。  

  ３行提案制度を取り入れたことで、「自分は組長だ」とばかりに一方的に命令を出

していた組長達の、部下に接する態度が変わってきたといいます。部下たちの気持ち

３行提案制度の例  
   

 氏名：○○○○  

   

 問題：共有のファイル保管スペースに空きがない  

 改善策：過去 1 年間使わなかった書類を捨てる  

 効果：キャビネットの約 2 段分のスペースが空く  

   

   

 氏名：××××  

   

 問題：運搬用の台車が定位置に戻されないことがあ

る 

 

 改善策：台車の定位置を床に白線で示す  

 効果：台車が白線内に戻されるようになる  

   

 氏名：△△△△  

   

 問題：会議時間が頻繁にオーバーする  

 改善策：終了予定時間の 10 分前にアラームを鳴らす  

 効果：会議のスピードアップ化が図れる  
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や要望を汲みながら、一緒に考えるようになり、チームワークも高まっていったから

です。  

 

０５ 人を責めるな。しくみを責めろ  

  トヨタでは、部下が失敗したとき、単純に部下を責めることはしない。人ではなく、

しくみそのものに原因があると考えるからです。  

  （トヨタには改善のスタート地点となる「標準」がある）  

  トヨタには、「標準」という考え方があります。「標準」とは、各作業のやり方や条

件であり、作業者はこれに基づきながら、仕事をこなしていきます。具体的には、作

業要領書、品質チェック要領書、刃具取り替え作業要領書など「標準書」は多岐にわ

たります。これらは、各職場で少しずつ作られてきたもので、まさに現場の智慧が凝

縮された手引書です。  

  こうした標準があるからこそ、作業や品質が一定のレベルを保つことができると同

時に、上司が部下に教えるときにも、新しい部下が入ってくるたびに一人ひとりに何

度も教える必要はなくなります。部下は「標準書」を読めば、ある程度判断ができる

からです。  

  そんな仕事にも、こうすれば安全にできる、正確にできる、効率的にできるという

標準があるはずです。この「標準」を作るのは、上司の仕事です。  

「標準」があれば、目指すべきところがはっきりしているので、部下は自分で判断で

きるようになり、仕事の精度も上がって行きます。「標準」がある職場は、部下が育

つのが早くなるのです。また、「標準」がなければ、改善も改悪も判断のしようがあ

りませんが、「標準」があれ

ば、それが一つの基準になり

ます。だから、「標準」という

のは、つねに進化していくも

のなのです。  

 

 トヨタには、管理監督者が徹底

すべき仕事の基本である「五大任

務」というものがあります。  

①  安全  

 安全で働きやすい職場をつく    

る。  

②品質  

 不良をつくらない  

「標準」のイメージ  

（一つの製品を作るのに要する時間）  

     

「標準」    1 分   

     

A さん     1 分 10 秒  

     

B さん   50 秒    

     

C さん    1 分   

     作業時間  

無駄なく、効率的に作るやり

方を「標準」という。  

作業に無駄が発生していない

か？教え方は悪くないか？  

安全に問題はないか？  

品質に問題はないか？  

品質を維持しながら  

「標準」より早くつくれないか？  

品質を維持しつつ  

「標準」よりも早く作れるように  

することを改善という。  
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③生産性  

 短い時間で必要数を納期どおりつくる  

④  原価  

 できるだけ安くつくる  

 

⑤人材育成  

 優秀な人材を育成する  

 

  例えば、「安全」の観点から見て、万が一ケガをすることがあれば、その作業の「標

準」を決めた上司が悪いということになります。部下が「標準」を守れないなら、「標

準」自体に何か問題があるということです。部下からヒアリングをして「標準」を見直

さなければ  

なりません。  

 

  トヨタには、「人を責めずに、しくみを責める」という文化があります。こうした環

境がトヨタの人材を育てるのです。自分がしくみをつくっていないことを棚に上げて、

部下の失敗を責めているようでは上司失格です。部下がミスをしたり、トラブルを起こ

すのは、しくみに問題があるからです。例えば、「標準」のようなものが職場にないの

であれば、自分の職場の「標準」を作成してみてはどうでしょうか。これらを部下と共

有することも、ミスやトラブルを防ぐ一つの方法です。  

 

 ０６ 人を育てるとは、「モノの見方を伝える」こと  

   仕事の中で大切にすべき「モノの見方」は、仕事のプロセスの中で教えていく。だ

から、結果だけを見て叱り飛ばすことはしない。  

 

   トヨタの名誉会長である張富士夫氏は、「人材育成とは、価値観の伝承にあり、モ

ノの見方を伝えること」という言葉を、現場に投げかけています。「これがいいこと」

「これが大切」ということを現場できっちりと教えることが、部下の成長につながる

と言っているのです。  

   上司は発想や考え方といったモノの見方を伝えなければ、部下は判断や行動の拠り

所を見出すことができませんし、個人の能力や裁量に依存した組織になってしまいま

す。「こういうケースは、こんな考え方や行動をする」という価値観が部下の間で浸

透していくことにより、良いアイデアが出てきて、問題にも正しく対処できるように

なります。  

   トヨタでは、「これがいいこと」「これが大切」といったモノの見方を現場の仕事の
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プロセスの中で教えて行きます。もちろん、「プロセス」の先にある「結果」も大事

ですが、トヨタでは結果だけを見て、部下を責めることはありません。したがって、

トヨタでは、結果が出ていなくてもプロセスが間違っていなければ「このやり方は良

かった」と評価されるのです。  

   「標準」でも、安全についてはパーフェクトでないといけませんが、それ以外につ

いては１００％に達していなくても、「標準」の状態に近づいているのであれば、そ

のプロセスは評価されるのです。  

   上司は、部下の結果だけを見て、どうしても「なぜできないんだ！」と叱ったり、

自分で仕事を片付けてしまいがちです。一時的にはその場をしのぐことはでき、上司

は成果を得るかもしれません。しかし、これでは部下は一向に育ちません。結局上司

は、自分の首を絞めるだけになります。トヨタでは、どういう思考に基づいて、どう

いう行動をとったかというプロセス管理が大事にされているのです。  

 

 ０７ 「できる人」をえこひいきしない  

   トヨタでは、評価で差をつけることはあっても、仕事の機会に関しては“えこひい

き”はしません。上司の立場になると、仕事ができる部下に仕事を与えたくなります。

そうすると仕事は早く回るし、成果も出ます。しかし、一部の人が伸びるいびつな組

織になってしまいます。そのできる人が会社を辞めてしまったら、途端に困ることに

なります。  

   もちろん、能力やスキルの差はあるので、部下によって育て方は異なりますし、出

世のスピードにも差が出てきます。優秀な社員はきちんと伸ばしていくべきです。た

だし、トヨタでは、平等に機会を与えることを原則としています。  

 

   二人の部下がいても同じようには育ちません。同じような仕事を与えても、５しか

出来ない部下もいれば、１０できる部下も出てきます。だからといって、できる部下

ばかりに仕事を与えていると、できない方の部下は「どうせ自分なんか」と腐ってし

まうでしょう。しかし、機会が平等に与えられれば、成果とそれによる評価の差は部

下たち自身も認識できます。そうなってくると与える仕事に差がついても、お互いに

納得で切るはずです。  

 

   トヨタでは、他の人よりも生産性が低いからといって、見捨てることはありません。

そのための方策の一つが、職場を変えてあげることです。ラインでの組み立て作業が

苦手であれば、運搬作業にまわす、運転が得意であれば社員を送迎する大型バスの運

転手に配置転換する、といったこともあります。機会を平等に与える一方で、配置転

換を柔軟に行うのもトヨタの特徴的な考え方の一つです。  
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   いまの職場ではリーダーになれなくても、意外なところで良さが引き出され、他の

場所でリーダーになれる例はたくさんあります。  

   上司は、常にアンテナを張っておいて、部下の良いところ、得意なものを探し、そ

れが生かされる場を探してあげることも大事な仕事なのです。  

 

 ０８ 評価基準は、成果プラス「人望」  

   管理職の評価は、目に見える数字やノルマ達成などの「成果」であることがよくあ  

ります。そのため、「部下を育てても評価されないのだから、成果をあげるのが先決  

だ」「せっかく部下を育てても、ど  

うせよそに行ってしまうのだから、 

先ずは成果だ。」と考えている人も  

少なくないでしょう。トヨタでも成  

果をあげることは基本任務であり  

ますが、それだけで評価されるわけ  

ではありません。  

   部下の育成をしながら、同時に成  

果を上げていくことが求められて  

いるのです。トヨタで求められるリ  

ーダーシップの在り方は、その評価  

方法に如実に表れています。トヨタの管理職の人事考課要素には、「人望」を評価す  

る項目があります。その他に、「課題設定力（２０％）」「課題遂行力（３０％）」「組  

織マネジメント力（２  

０％）」「人材活用力（２  

０％）」といった項目があ  

り、「人望」には１０％の  

比率が割り当てられてい  

ます。  

    もともとトヨタでは、入  

社 1 年目から「人望」を育  

むような人材教育をして  

います。1 年目はそれこそ  

「あいさつができているか」「提出期限は守られているか」「言われたとおりに仕事がで  

きているか」といった「人望」につながる点が評価対象になっています。そんなトヨタで  

は、職制が上になればなるほど、メンバーの人望をいかに集めているかが問われるので  

す。比率１０％とはいえ、他の企業ではあまり見受けられないトヨタ独自の評価項目と  

「職能考課表」のイメージ」  

 

 本 人 申

請  

上司評価  

課題設定力  

慣例にとらわれない革新的な発想    

中長期的な展望を踏まえた企画立案と提

示  

  

課題遂行力  

適切な状況判断    

決断    

粘り強さ    

組織マネジ

メント力  

リソースの重点投入と業務の改善    

仕事の枠組み・しくみづくり    

人材活用力  
適正な評価とフィードバック    

計画的な指導・育成    

人望  メンバーの信頼感・活力    

課題設定

力

20%

課題遂行

力

30%

組織マネ

ジメント

力

20%

人材活用力

20%

人望

10%

トヨタの人事考課要素
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言えるでしょう。  

   では、トヨタにおける人望とは、どういうことを指すのでしょうか？  

(1) あの人のような仕事をしたい、あの人のように信頼できる人になりたいと、素直に思

わせる人が人望が厚いと評価されている。  

(2) 自分の責任をわきまえていて、その責任をとることを恐れない人が人望が厚いと評価

されている。  

(3) 人望のある上司は、最終的には“おやじ”と思ってもらえるかどうかである。  

このような人が、「人望」がある人と言われています。  

 

部下を目先の目標で追い立てて仕事をしている上司は、短期的には職場の成果を上げ

られたとしても、部下から評価、感謝されることはありません。そうすると、いざ困難な

課題に取り組もうとしたとき、「あの上司にはもうついていけない」と言われ見捨てられ

てしまいます。とことん部下の面倒を見て、仕事の面白みを伝え、常に自分が率先垂範

し、背中を見せる。そうすることで、はじめて部下はついて来るのです。  

 部下を育てられる上司は、経営陣の評価もおのずと高くなっていきます。人を育てるこ

とは、部下や会社のためであると同時に、上司自身のためでもあるのです。  

 

２ 思考力が育つトヨタの問題解決  

 ０１ 人づくりは問題解決のプロセスにある  

   トヨタには、「人をつくるとは、自ら課題・問題を発見し、解決するプロセスを習得す

ること」という考えがあります。つまり、部下が物事の本質・根本から考える習慣を身に

付けるように、上司は導いていくことが求められるのです。トヨタの人材育成は、思考や

問題解決のプロセスを通じて訓練していくことだともいえます。  

   問題解決は、日常的に行われることなのですが、たまに「うちの職場には問題はない」

という人もいます。しかし、どんな職場にも大なり小なりの問題はいつも発生します。問

題がひとつもないという職場は皆無のはずです。  
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   トヨタの問題解決の具体的な方法は、次の 8 つのステップを踏みながら、このサイク

ルを何度も繰り返して

いき、現場の改善を図

っているのです。  

 

 

 

 

 

 

 

 ０２ きづく、うづく、ねづく  

  「改善」は、問題解決の手法にそって進められます。問題解決とは、「問題に対して、真

因（真の原因）を特定し、真因に対する対策を立案・実行し、効果を継続させる行動」で

あるとされています。そして、トヨタの現場力の強さは、「きづく→うづく→ねづく」と

いう問題解決のサイクルの繰り返しの中にあると言われています。  

  「きづく」とは、問題にきづくこと。問題を

視得
み え

るかすることによって、問題に気づき

やすくなります。  

  「うづく」は、顕在化した問題を改善するこ

とです。ひとたび問題が明確になると、治り

かけのかさぶたがかゆくなるように、人は

それを解決したくてウズウズしてくるもの

です。  

  「ねづく」は、改善をした結果、その状態が

定着し、現場の管理がレベルアップするこ

とです。文字どおり、改善結果が根付くとい

う意味です。  

 

   問題を解決するためには、まず何が「問題」であるかに気づくことが大切です。問題解

決における「問題」とは、「あるべき姿」と「現状」のギャップです。あるべき姿とは、

「期待される状態」や「望ましい状態」のことを意味していて、トヨタでいうところの「標

準」もあるべき姿の一つだといえます。一方、現状とは、「実際に起きた状態」及びこの

ままではこうなると「予想される状態」も現状に含まれます。あるべき姿と現状に差があ

る場合に、「問題がある」と認識するのです。  

トヨタの問題解決の８ステップ  

Step1 問題の明確化（問題を明確にする）  

  Step2 現状把握（問題を層別し、問題を特定する）  

  Step3 目標設定（目標を設定する）  

  Steo4 要因解析（真因（真の原因）  

  Step5 対策立案（真因に対する対策を立案する）  

  Step6 対策実施（実行計画に基づいて対策を実行する） 

  Step7 効果の確認・評価（結果と取り組み過程を評価す

る）  

  Step8 標準化（成功の仕組みを定着させ、横展開する） 

現場を視
え る 化 
（情報の

問題の  
顕在化  

問題を  
改善  

管理の  
レベル
アップ  

きづく 

うづく 

ねづく 

「きづく、うづく、ねづ

く」のサイクル  

 

人材育成 
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   「きづく→うづく→ねづく」という問題解決のサイクルを繰り返し部下にやらせるの

は、上司の仕事です。上司があるべき姿（標準）を示して、部下の気づきを促してあげる

のも、上司としての大切な役割なのです。あるべき姿と現状のギャップ、つまり「問題」

が明らかになれば、それを解決しようと部下はうづき、知恵を絞り始めるのです。  

 

 ０３ まずは「片づけ」からはじめる  

   トヨタのリーダーたちは、部下が問題に気づき、問題解決能力が身につくように様々

な工夫をしています。その中の一つに「なんでも提案」制度というものがあります。これ

は、現場で起きている小さな問題を紙に書いて、なんでもいいから提案するというもの

で、大きく分けて「提案日・者」「問題」「対策」「対策担当」「提案者の満足度」の欄に大

きく分かれています。気づいたことを何でも書き出してもらい、それに対して上司が確

認し、フィードバックをする。そうすることで、問題解決に対する意識を植え付けること

ができるのです。  

 

   トヨタには、５S という考え方があります。  

   ・整理（いるものといらないものを区別し、いらないものを捨てる）  

   ・整頓（いるものを使いやすいように、置き場を決める）  

   ・清掃（綺麗に掃除をする）  

   ・清潔（整理・整頓・清掃した状態を維持する）  

   ・しつけ（決められたことを守らせる）  

 

    改善のやり方が分からない、改善が進まないという職場では、問題が顕在化せずに  

隠れてしまっているケースが多くあります。在庫が多いのか分からない、機械故障の  

兆候が見えない、事故の予兆が見えない・・・・という状態では問題を見つけ、改善す  

ることはできません。  

    問題を顕在化するためには、現場を「視える化」することが大切です。視える化とは、  

情報を組織内で共有することにより、現場の問題の早期発見・効率化・改善に役立て  

ることを目的とする手法です。図やグラフにして可視化する場合など、視える化には  

様々な方法がありますが、５S も視える化する方法として有効です。  

    片付けは、問題に気付きやすくする視える化の大きな第一歩です。「何を改善したら  

いいのか分からない」という職場では、自分が抱えている問題の整理から始めてみる  

ことをお勧めします。  

 

 ０４ 「原因」を探すな。「真因」を探せ  

   問題が起きている原因ばかりを探して解決しても、また同じ問題が発生してしまう。
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本当の意味で問題を解決するには、真因を探し出さなければなりません。  

   「トヨタの問題解決の８ステップ」においては、見つけ出した問題を解決するために、

Step4「要因解析」が一つのポイントになります。このステップでは、問題が起きている

要因を考えられる限りピックアップして、根本的な真の原因（真因）を探り出します。原

因はいくつも出て来るかもしれませんが、真因を見つけ出して対策を立てないと、何度

も同じようなトラブルが起きるようになります。真因とは、対策を打った時に同じ問題

が再発しないことを意味します。  

   真因を見つけ出すためのトヨタのツールが「なぜなぜ 5 回」です。  

   原因を絞り込んだら、「なぜその原因

が起きているのか」を探って行きます。

これを 5 回繰り返すことによって真因

に辿り着くことができるというわけで

す。「その原因に手を打てば、問題が解

決され、同じ成果を上げ続けられる。」

というところまで「何故」を繰り返して

行くのです。  

   トヨタのように問題解決の仕組み

や、QC サークルのような場が無いとい

う会社でも、できることはあります。そ

れは、上司が「何故問題が起きたのか」を部下に問いかける習慣をつけることです。問題

が起きると多くの上司は、問題が起きたことを一方的にしかりつけるだけで終わってし

まうか、上司が自ら問題の火消しに乗り出してしまいます。もちろん緊急を要する案件

は別ですが、少し余裕のある問題であれば、部下に考えさせることが必要です。  

   どの職場でも、真因が解決されることなく、多くの問題が発生しています。上司は部下

に対して、常に「なぜ？」と問いかけて真因を考えさせることで、成長を促すことができ

るのです。  

「なぜなぜ 5 回」の例  

問題  営業部の月間売上目標が未達  

  ←①なぜ？  

 有効な営業活動が出来ていないから  

  ←②なぜ？  

 顧客の優先順位が案が得られていないから  

  ←③なぜ？  

 有望顧客の情報を集約できていなかったから  

  ←④なぜ？  

 有望顧客のデータの整理法が個人任せだったか

ら  

  ←⑤なぜ？  

真因  顧客データのフォーマットがなかった  

   

対策  顧客データの統一フォーマットをつくる  
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 ０５ 「２つ上の目線」でリーダーを育てなさ

い  

   トヨタでは、「班長」→「組長」→「工長

（係長）」→「課長」と職制が上がって行き

ます。入社１０年目あたりから選ばれる最

初のリーダーが「班長」で、初めて部下を率

い、QC サークルなどの改善活動を中心とな

って行うなどの役割を持っています。「組

長」は数人の班長を束ねるリーダーで、たく

さんの部下たちと親密にコミュニケーショ

ンを取りながら仕事をしている、まさに“現

場のオヤジ”といった存在になります。その

上の「工長」は、数人の組長とその部下たち

をまとめる存在で、現場の仕事と並行して、

いわゆる管理業務も増えてくるポストにな

ります。「課長」は、トヨタの現場のトップ

であり、工長以下、数百人の部下を抱え、職

場全体を円滑に運営する力が求められま

す。そして、それぞれの職制に上がる前に

は、「階層別研修」という研修を受けること

になっています。  

   トヨタの階層別研修の大きな特徴は、現

場の２つ上の職制（リーダー）が中心となっ

て次世代リーダーを育てることにあります。トヨタでは、「現場のあらゆる教育や研修は

内製でやる」ということが基本方針になっているのです。  

   「２つ上の職制が中心となって教育する」とは、班長前教育（対象は一般社員）は組長

が行い、組長教育（対象：班長）は工長が行い、工長前教育（対象：組長）は課長が行う

というものです。  

   このような現場のリーダーが、これからリーダーの階段を上って行こうという次世代

リーダーを教えることは、大きなメリットがあります。それは理屈ではなく、実際にどの

ようにリーダーシップをとり、どう動かなければならないかを身をもって示すことがで

きるからです。ですから、研修の内容はきわめて現場に即した実践的なものとなります。  

 

   トヨタの管理職研修でも、「問題解決」は大きなウェイトを占めています。階層別研修

では、当然ながら職制が上がるにつれて、教育内容は高度になって行きます。その際の大

教えられる側  教える側  

課 長  

工 長  

組 長  

工長前教育  

組長前教育  

班長前教育  

２
つ
上 

２
つ
上 

 

＜メリット＞  

・理屈ではなく、実際にどのようにリーダーシッ

プをとるかを実践的に学べる  

・現在の立場より上の目線で見ることを学べる  

２
つ
上 

研修は２つ上の
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きなテーマとなるのが問題解決です。つまり、「あるテーマについて考えさせる」という

メニューが共通して用意されているのです。  

   問題解決には、おもに「発生型問題解決」と「設定型問題解決」があります。班長前教

育では発生型の問題解決が、組長前教育では、設定型の問題解決が取り扱わられます。発

生型問題解決は、設定した目標に対して、何らかの原因があり、目標の水準に達していな

い状態です。つまり現状がマイナスの状態にあり、ゼロの状態に戻すことが求められま

す。一方、設定型の問題解決では、現状は目標通りに進んでいるが、更に目標水準を上げ

た結果、新たなギャップが生じている状態です。発生型問題解決の問題が、すでに明示さ

れた「標準」と現状とのギャップだとすれば、設定型問題解決の問題は、より高いあるべ

き姿（基準値・目標）を新たに設定し、意図的に作り出すギャップだと言えます。  

 

 ０６ 部下を困らせなさい  

   トヨタでは、組長や工長など中堅どころの人材には、あえて難易度の高い課題を与え

ることが多くあります。「標準を守っているからいい」「言われたとおりにやれば十分だ」

と考える指示待ち人間が増えるのを防ぐために、部下のレベルを超えた課題を与えるこ

とがありました。例えば、「コストを現在の５０％にしなさい」という課題を与える。ト

ヨタでは日々改善してコスト削減を図っているのですから、コストを半分にするのは乾

いた雑巾をさらに絞るようなものです。案の定、部下は「そんなの無理です」と言って来

ますが、それでも部下に考えさせます。そうすると、必死で知恵を絞り出そうとするで

す。トヨタでは、人が生み出す知恵を重要視しているのです。  

 

   部下が悩んでいるときに、何時アドバイスを与えるかというタイミングも重要になり

ます。部下が本気で悩んでいたり、何らかの気付きを得たタイミングで声を掛けること

が大事なのです。悩んでいないときにアドバイスをしても相手の心に響きません。自分

の目の前の工程ばかりを見ていた部下が、後工程に目を向けるようになったら、「どう

だ？いけそうか？」と声を掛けてあげる。すると「３０％までは削減できそうですが、５

０％は難しいです」という声が返って来ます。そこで３０％の削減ができたことを褒め

た上で、はじめてアドバイスをしてあげる。そうすると、部下はモチベーションが高いま

ま５０％を目指して、突っ走って行きます」  

   大事なことは、最初から「こうしなさい」と考えを与えずに、大いに悩ますことです。  

 

   とことん困れば、何か智慧が出てきます。困り方が少ないと、これまでの知識や経験

（悪知恵）といったものが邪魔をして、思考は停止してしまいます。トヨタの大野元社長

は「能力・脳力・悩力」という言葉を使っていました。物事を効率的に行うための「能力」

や物事を考えるための「脳力」も大事だが、それらの力を発揮するためには「悩む力」が
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大事だという意味になります。「どうやって部下を悩ますか」を考えるのが上司の役割と

言えます。ある程度力が付いてきた部下に対しては、悩み、困らせるような課題を与える

ことも大切なのです。  

 

３ やる気が育つトヨタの教え方  

 

 ０１ 「答え」を教えるな、「目的」を教えろ。  

   最近の若者は、指示待ち人間が増えていると言われますが、指示待ちの部下になって

しまうのは、上司にも責任の一端があります。「ああしなさい」「こうしなさい」とすぐに

答えを与えていないでしょうか？上司の導き方次第では、部下は指示待ち人間ではなく、

自ら考えて行動する主体的な人間になります。  

   トヨタの上司は、すぐに答えを与えるようなことはしません。加藤は、部下から相談さ

れたときには、すぐに答えを与えずに、「目的」をハッキリさせることが重要だと言いま

す。「これをやりたいのですが、どうでしょうか？」と相談されたら、「どうしてやりたい

んだ？」と問いかけます。つまり、その行動をする目的をハッキリさせるのです。目的を

明確に答えられれば安心ですが、答えられないと途中で行き詰まる可能性があります。

例えば、「不良をゼロにする」という目的が定まっていれば、あとはそれに向けて何をす

るか、どこまでやるかを自分で考えられます。「こんなやり方もある。、あんなやりかたも

ある」と手段も分かって来ます。しかし、目的が見えていなければ、何をどうやればいい

のか分からなくなり、結局、言われたとおりにやるしかありません。  

   大切なのは、部下本人が自分で考えて行動することです。  

   人の脳は、「問い」を入力されると、自動的に「答え」を出力しようとします。逆に、

「正しい答え」を教えてしまったら、相手はそれ以上考えなくなる傾向があります。自分

で出した答えは、他人が説得して押し付けた答えよりも、納得した状態で行動に移すこ

とができます。「決められたことを守る」のではなく、「自分で決めたことを守る」ように

させると、人はついてくるのです。  

 

   トヨタでは正解を教えるだけではありません。決められた正解以外のことを部下に考

えさせる文化があるからこそ、応用の利く社員が育つのです。ただし、部下に考えさせる

だけでなく、上司はそれに対して自分なりの答えを持っていなければなりません。部下

に仕事を任せることは、権限を委譲し、責任を取ることです。部下に仕事を任せ切ってし

まい、全く自分で考えていない上司は、部下が答えを持ってきた時に、適切な指導ができ

ません。数値目標やノルマを出して、「頑張れ、頑張れ」と言っているのは、ただの応援

団に過ぎません。上司は自分で一生懸命考えて、いつも自分なりの答えを持っておくこ

とが大切なのです。  
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 ０２ 面倒な部下から育てなさい  

   組織には、成果をどんどん出して組織を引っ張って行く人もいれば、なかなか組織や

仕事に馴染めず、成果を出せないでくすぶっている人もいます。多くの会社では、いわゆ

る「できる人」ばかりを評価して、重宝しがちです。もちろん、成果を出している人を評

価するのは適切なことですが、それだけでは、組織全体の力は、頭打ちになってしまいま

す。  

 

   組織には大きく分けて A・B 二つのタイプがいると言われています。A タイプの人は、

上司のいうことを聞き入れて、素直に業務を遂行してくれる人であり、良く言えば従順、

悪く言えば平凡、使い勝手はいいのですが、自分からアイディアを出したり、リーダーシ

ップを発揮する力には劣るタイプです。日本人の大多数がこちらのタイプだと言えます。 

   一方、B タイプの人は、一癖あって、時に上司に意見を言って、たてつくような部下で

す。こうしたタイプは、上司にとっては面倒で目障りな存在なので、組織の中でも孤立し

がちです。  

   しかし、こうした癖のあるタイプから育てると、組織はどんどん良くなっていくと言

われています。B タイプのような人は、自分の考えを持っているので、「ここがおかしい」

「その意見には反対だ」と意見を言って来ます。つまり、上司にかみついてくるような人

は、良い悪いは別にして「信念」を持っています。ですから、B タイプのような人を一た

び味方に付ければ百人力になります。よく考えているから、アイディアも豊富だし、リー

ダーシップも発揮できるのです。こうしたタイプの人を上手く活かすことができれば、

多数派である A タイプの人を引っ張っていく存在になってくれます。  

 

   ひと癖あるタイプの部下は、どの企業にも存在しているのです。ほとんどの上司は、こ

うしたタイプ川目を背けたがりますが、真正面から向き合うべきです。上司だって人間

です。ときに間違ったことを言うこともあるでしょう。だから、素直に部下の声に耳を傾

けることが大切なのです。  

   上司に意見を言ってくるような人は、ある意味、「SOS」を出しているとも言えます。

「こいつは、こういう性格だから」と決めつけずに、不平不満を聞いてあげる。そうする

ことで、上司を信頼してくれるようになるのです。  

 

 ０３ 立場と権力では育たない。「理解・納得」させろ  

   上司と部下は、上下関係がはっきりしているので、上司は権力や権威をかさに着て、一

方的に指示を出すだけでは、部下はやらされ感を覚えます。短期的に見れば、上司の言う

とおりに動きますが、部下の自主性を重んじないと結局は元に戻ってしまいます。上司
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が異動したり、辞めてしまったりしたら、元どおりになってしまうのです。特に、仕事が

できるリーダーは、結果が読める上に、結果に拘るため、相手を説得しがちになります。  

   立場や権力だけでは人は育たず、理解・納得してはじめて成長するということを肝に

銘じておくべきです。  

 

   海外の人は、トヨタのやり方に対する偏見や余計な知識が無いから、指導しやすい面

もありますが、しっかり説明して、「相手が納得する」まで言わないと、その場で「はい

はい」というだけで、すぐに手を抜いてしまいます。そのため、標準作業を徹底的に守っ

てもらうことに集中しました。現地の班長と一緒に標準作業をやって、不良が出ないこ

とを納得してもらったら、それを彼の部下に伝えてもらうという手法をとっていました。

「なぜ、こんなことをしなければいけないのか」と標準作業に疑問を呈する従業員がいた

ら「お客様に良い商品を届けるために必要な作業なのだ」と根気強く説明し、納得しても

らう、というように、１年間はまさに、理解・納得してもらうための作業の繰り返しにな

っていました。こうした地道な理解・納得させる努力によって、工場のラインがスムース

に動き、高品質のモノを生み出せるようになるのです。  

 

 ０４ 「動く」のではなく「働き」なさい  

   トヨタには、「動いているけど、働いていない」という言い方をすることがあります。

つまり、体は動いて忙しそうに見えるが、価値を生むような生産的な動きになっていな

ければ、働いているとは言えないという意味です。  

 

   高学歴の人でも、ただ動けばいいと思っている人がたくさんいます。そういう人は、

「動いているけれど、働いていない」という状態になりがちです。しかし、自分たちの頭

で考えて納得すれば、他の仕事にも応用でき、仕事の成果も何倍にもなるのです。「あな

たの一番の仕事は何ですか？ 何をやると付加価値が生まれますか？」という質問は、

あらゆる仕事で問われるべきです。  

 

 ０５ やれること、やりたいこと、やってほしいこと  

   トヨタには「三現主義」という考えがあります。理論やデータも大切ですが、それより

も「現地、現物、現実」を見てから判断したり、報告することが求められています。  

   例えば、ある商品がある店舗で良く売れているというデータが上がってきたとします。

データだけ見れば、喜ばしい報告ですが、実際には現場を見て見なければ、本当のことは

分かりません。もしかしたら、ライバル会社の商品がたまたま品切れで、横に並んでいた

自社製品をお客様が買ったのかもしれません。つまり、喜んで買ったのではなく、仕方な

く買った可能性もあるのです。こうした真実は、現地・現物・現実を目のあたりにしない
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と見えてきません。  

   三現主義は、部下の育て方についてもいえるのです。つまり、上司は部下のことを知ら

なければ、マネジメントすることができません。部下を知るための質問が「やれることは

何ですか？ やりたいことは何ですか？ 私は、これをやって欲しいと思っていますが、

どうですか？」というものです。  

 

 ０６ 聞く →見る →体験する  

   部下に口頭で知識を教えるだけでは、本当に教えたことにはなりません。トヨタには、

「やってみせ、やらせてみせる」という考え方があります。座学だけでは、どれだけ理解

しているか分からず、殆どの人は数日経てば忘れてしまうでしょう。ですから、教えたこ

とはできるだけその場で実践してもらうのが鉄則なのです。やってみせ、やらせてみる

のです。  

   「聞く→見る→体験する」ところまでやらないと、せっかく座学で教えたことも無駄に

なってしまうのです。」  

   人を育てるには、仕事のプロセスに従って、何度も繰り返し、仕事をさせて体感させて

いくことが大切である。  

 

   上司の立場にある人は、「聞く→見る→体験する」だけでは十分ではなく、「聞く→見る

→体験する→やり続ける」までやらないと教えられるようになりません。「やり続ける」

ことによって、自分自身が現場で十分な経験を積んでスキルを身に付けないと、教えら

れるレベルにまでは到達しないのです。  

 

０７ 「現象」で見るな、「意思」でみろ  

  多くの上司は、現象そのものを叱ります。  

例えば、組み立てラインがトラブルで止まったとします。トヨタでは６０秒に１台とい

うペースで車をつくっているので、もし１０分間ラインが止まると１０台分の約３，０

００万円の売り上げを逃すことになります。本来１０分もラインをストップさせること

はやってはいけないことなのです。だから、１０分ラインが止まったという現象だけを

捉えて、殆どの上司は部下を叱ります。  

 トレーナーの岡村靖が課長を務めていた時、彼の上長である部長は少し違う視点を持

っていました。生産ラインがトラブルで止まったときのことです。「部長に報告しに行っ

たとき、「ラインが止まりました」と言ったら、「何で止まったんだ！」と激怒されまし

た。私が理由を確認することなく、報告に来たことを咎めたのです。次にラインが止ま

ったときは、「ラインを１０分間止めました。このままだと不良が続出することが予想さ

れたからです。」と報告しました。すると部長は、叱ることなく「良くやった」と言って
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くれたのです。  

 

 「ラインが止まりました」には意思が無く、現象を報告したに過ぎません。一方、「ラ

インを止めました」には明確な意思があります。部長は、ラインが止まった原因と対策

まで分かったうえで止めたのであれば、それは正しい判断だと考えたのです。  

 

 どんな仕事でもミスやトラブルはつきものです。だからこそ、その原因をしっかり把

握して対策をとることが大切なのです。起きたことを現象として捉える上司と部下ばか

りが働く職場では、同じようなミスやトラブルを何度も繰り返すことになるでしょう。

部下のミスを防ぐには、上司が現象だけを見るのではなく、そこに意志があるかどうか

を見ることが大切になります。  

 

０８ 会社のメリットだけでなく、本人のメリットも伝える  

 部下に「こうしなさい」と指導する時も、「会社のためになる」「お客様のためになる」

という言葉を使うことがあります。部下に「ここに無駄がある。だからこうしなさい」と

言っても、その場では言われたとおりにやるかもしれませんが、持続的な行動にはつな

がりません。それよりも、「こうすると楽になる」という言い方をしてあげると、納得し

て行動に移してくれるようになります。  

 

 部下に、「自分がメリットを得られる状態になるには、どうしたらいいか」という発想

をさせることで、いまの仕事で感じている不満を解消することも可能になります。  

 

 部下を育てるという面でも、メリットを示す方法は有効です。  

 例えば、仕事ができるばかりに一人で仕事を抱えてしまい、部下を育てられない管理

職は少なくありません。そういう人には、部下を育成することのメリットを伝えると良

いのです。具体的には、「仕事をできる人を育てたら、あなた（管理職）に対する会社の

評価が上がり、給料も上がる」「あなたの仕事をフォローできる部下を育てれば、あなた

の残業時間が減って、家族と過ごす時間が増える」というようなことを伝えるのです。  

 第二の自分をつくること、即ち部下育成が自分のためになることを伝えるのも管理職

の上司の役割の一つです。  

 

４ チームが育つトヨタのコミュニケーション  

 

 ０１ ほうきとちりとりを持って現場を歩け  

   部下とのコミュニケーションというと、飲みニュケーションなどを想像する人も多い
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でしょう。確かに、飲みニュケーションも距離を近づける方法の一つですが、最近はお酒

の席を嫌がる若者も多いのです。飲みニュケーションをとらなくても、もっと身近な方

法が日常の中にあります。日常業務の中でコミュニケーションを図って行くのが一番効

率的です。  

   トレーナーの中島が、工長時代に、ある課へ配属されたときのことです。その課は比較

的新しく、個性の強い一匹狼的な社員が集まっている部署でした。それだけに、職場の志

気も低く、中島がそれまでいた部署とは、チームワークの面でもかなり劣っていたので

す。その部署に工長として入った中島が最初に行ったのは、ほうきとちりとりを持って、

毎日工場内を歩いてまわることでした。中島は「約３か月間、現場を歩いて、できるだけ

たくさんの部下と接することを一番に考えました。どんな問題が起きているのかは、現

場をみれば分かりますし、１対１で話をすれば、部下がどんな考えで仕事をしているの

かも分かります。」と言っています。  

   オフィスの場合は、ほうきとちりとりを持ってまわることは、現実的ではないかもし

れません。しかし、部下との接点はいくらでもあるはずです。書類の受け渡しをする時、

ホウレンソウの場、会議の場、休憩時間などの接点を使って、現場の社員と対話を心がけ

ることが大切です。部下のことを知り、自分たちの考えを伝える場を創ることが大切な

のです。  

 

 ０２ コミュニケーションは朝とりなさい  

   朝礼では、「昨日の反省」「今日何をやるか」「今日の課題」などについて確認するのが

主な目的ですが、もっと大事なのは、朝礼で部下の表情を伺い、心を一つにすることが大

切です。  

   朝礼では、部下のハートをどうつかむかが重要です。毎日見ていれば、すぐに顔色が悪

いとか分かりますから、様子がおかしい場合は、声を掛けてあげます。上司にとって部下

は子供も同然です。子供を育てるときには、便の色までみて健康管理をしています。こう

したことを続けていくと、部下は上司に関心を持たれていることをうれしく思い、信頼

してくれるようになって行きます。  

   朝礼という言葉のイメージが悪いのかもしれません。意味合い的にはコミュニケーシ

ョンタイムです。一方的に上司が話すだけでなく、部下が発言する機会も設け、部下が何

でもいいから話すように促していくことが大切です。朝礼の目的は、部下が考えている

ことを知り、調子の良し悪しを判断することです。話の内容は問いません。  

 

 ０３ 関心をもって、期待をかけて、対話する  

   「対話が重要だ」といっても、何を話しらいいのか分からない人もいるかもしれませ

ん。そして、苦し紛れに「困ったことはないか？」と聞いてしまう上司も少なくありませ
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ん。しかし、信頼関係もないうちに困ったことを正直に打ち明ける人は、あまりいないで

しょう。最初  のうちは、「今日は暑いな」でもいいし、「今朝、妻とケンカをして困っ

たよ・・」といった日常会話でもいいのです。「キミに関心を持っている」「キミのために

時間を確保している」ということが伝われば十分なのです。時には、上司が部下に「こん

なことで困っている」と悩みを打ち明けても良いでしょう。「上司も自分と同じように悩

んでいるんだ」と思ってもらえるように部下と同じレベルまで目線を落としていく。そ

うしたことを繰り返していくうちに、「実は、こんなことを考えていて・・・」と徐々に

心を開いてくれるようになります。  

   部下がどんなことを考え、どんな気持ちでいるかを把握するのも上司の仕事です。部

下が１０人もいないのに、「部下が何を考えているのか分からない」という人もいます。

しかしそれは部下が分からないのではなく、上司が分かろうとしないだけです。大事な

のは、少しずつでもいいから部下と対話する時間を作り、できる範囲で部下との対話を

重ねて行くことです。  

 

 ０４ 縦だけでは半人前。「横のつながり」ができて一人前  

   組織は、上司と部下という縦の関係ばかりになりがちですが、トヨタでは、インフォー

マル（社内団体）活動を通じた横のつながりも同じくらい重視されています。例えば、職

制ごとの会（班長会、組長会、工長会）、入社形態別の会（豊養会、豊隆会など）があり、

職場以外の別の部署、別の工場の社員とのコミュニケーションをとることができるよう

になっているのです。具体的に言えば、交流会を開催したり、弁論大会などの相互研鑽を

したり、ゴルフ大会などのイベントをやったりいった活動が主になります。  

   他の職場や工場を見ることは、改善や仕事のやり方のヒントをもらうことになります。

「こんなやり方をやってるのか、うちでもやってみよう」といったような学びがあり、良

い改善がどんどん横に広がって行きます。  

   また、よこのつながりを持つことで、リーダーに必要な話す力や人を束ねる力も身に

付きます。バックグラウンドや価値観の異なる職場の人たちと行動を共にし、何かを一

緒にやろうとしたら、リーダーシップを発揮せざるを得ません。トヨタの人間は、インフ

ォーマル活動を通じて、リーダーに必要なスキルを身に付けていくのです。横のつなが

りが人を育てるといっても過言ではありません。  

 

   多くの職場では、縦割りの組織になっていて、横同士のつながりが無く、ひどい場合に

は、部署同士で対立することすらあります。例えば、営業部門と開発部門では、「もっと

いい商品を開発してくれないと売れない」「何で、営業はもっと積極的に売ってくれない

んだ」とお互いに不満を抱え、対立しがちです。こういう組織では、両方の部署で共通の

課題に取り組む「場」をつくるのも一つのやり方です。例えば、「顧客満足を高めるため
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のプロジェクト」を組織してみても良いでしょう。  

   最初は意見がぶつかるかもしれません。しかしお互いにコミュニケーションを取るこ

とで、「向こうは、そういうことを考えて仕事をしているのか」「こんな問題を抱えている

のか」ということに気付くことになり、解決策も生まれてきやすくなるのです。  

 

 ０５ 「どうありたいか」があって、はじめて褒められる  

   「褒めて社員を伸ばす」という方法があります。だからといって、やみくもに褒めるだ

けでは、部下はつけあがるだけで育ちはしません。うわべだけ褒めても、ご機嫌取りをさ

れているようで、部下のモチベーションアップにはつながりません。  

   部下の「どうありたいか」が見えていないと褒められません。例えば、部下が「整理・

整頓がきちんとできること」を目指して努力しているのであれば、整理・整頓について褒

めてあげるのが一番効果的です。もちろん、整理・整頓以外のことを褒めてもいいのです

が、一番部下が評価して欲しいことを褒めてあげるのが大切です。  

   この考え方は、叱るときも同じです。ただ、頭ごなしに怒るのではなく、「キミは、○

○になりたいと言ったじゃないか。だから、しっかりやりなさい」と叱ってあげるので

す。部下の「どうありたいか」に合わせて褒めたり叱ったりしないと、部下の心には響き

ません。  

   ということは、「部下のことを知らないと褒めることも叱ることもできない」というこ

とになります。部下が「どうありたいか」を日ごろからのコミュニケーションで知ってお

くことにより、はじめて効果的な褒め方、叱り方ができるのです。  

   個性は千差万別なので、先ず良いところを見つけて褒めてあげ、長所を認めてあげる

ことが大切です。そうするとその人の短所も指摘しやすくなります。信頼関係ができて

いるから、相手も「ここは直さないといけない」と思ってくれるのです。粗探しをするよ

り、良いところを探して褒める。そのくらいの方が、部下との関係は上手くいき、部下も

すくすくと育っていきます。小さなアイディアでも褒めてあげれば、「次はこんなことを

考えて見ました」と次々とアイデアを出してくれるようになります。一つ褒めると、１０

倍になって返ってくるのです。  

 

 ０６ “四季”のある上司になれ  

   叱るべきところは厳しく叱り、褒めるべきところは手放しで褒めてあげる。悩んでい

るなら優しく包み込んであげる。そんな上司に人はついてくるのだと思います。トレー

ナーの村上がトヨタ工業学園で指導員をしていた時、授業中にふざけて他の学生に迷惑

をかける生徒がいました。そんな生徒には、なぜそんな態度をとるのか、彼の話に耳を傾

けた上で、「でも、迷惑をかけてはいけない」とぴしゃりと注意をしました。相手の言い

分を聞いてから叱れば、たいていは素直に注意を聞くものです。  
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   それは職場でも同じで、部下を育てたいという気持ちが少しでもあるのなら、見て見

ぬフリが一番いけないのです。  

   このように、上司は、本来、“四季”のある人になる必要があるのです。  

 

   叱るときには、プライドを傷つけないように、個別に呼び出して叱るのが原則です。反

対に褒めるときには、そのプライドをくすぐるように、できるだけ人前で「よくやった」

と褒めてあげるのです。１０人の前で褒めれば、その効果は１０倍になります。  

 また、叱るときは、その場で叱るのが鉄則です。「あのときはダメだった」と後になっ

て言われても、「何でいまさら過去をほじくり返すようなことをするんだ」と思われるだ

けで、部下は聞く耳を持ちません。叱るチャンスはその時にしかありません。  

   更に、叱るときは逃げ道を作ってあげることが大切です。言い訳を聞き、「そういう考

えもあるけれど」と理解を示して上げてから説明すると、部下もすんなりと聞き入れて

くれるようになります。  

 

 ０７ 社員のスキルを「視える化」せよ  

   情報、方法、手段などをできるだけ部下に提供することが大切です。特に、会社がどう

いう方向に向かっているのか、課が抱えている問題などはオープンにしたほうがいいで

しょう。情報をオープンにすることで、部下は信用してくれますし、何のために働いてい

るのかを意識して仕事ができるので、モチベーションアップにもつながります。     

   プロセスや問題、結果、知恵などあらゆるものを視える化して、改善や問題解決へとつ

なげて行きますが、部下への情報を視える化することも大切にしているのです。  

 

   私が課長をしていたとき、課の全員の写真を会議室の壁に貼りだしました。ベニヤ板

４～５枚のスペースだったと思います。各人の写真の脇には、どの部署で働いているか、

どんな仕事ができるか、どんなスキルを持っているか、どのインフォーマル活動の役員

をやっているかといった情報も掲示しました。技能懸賞をとった社員がいれば、その表

彰状を貼ったりもしました。表彰状が貼ってあったりすると、みんなが「すごいな」と言

ってくれるので、褒められる機会も増えて、モチベーションも上がって行くのです。  

 

   組織が小さい会社でも、このような視える化は効果的です。ワンフロアで顔が見える

職場で働いていても、意外と他の社員がどんなスキルを持っているかといったことは見

えないものです。  

   このように、「スキルの視える化」を図ることは、人材育成や活用の上でさまざまな効

果があります。  
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５ リーダーが育つトヨタの現場力  

  

 ０１ ナンバーワンは外に出しなさい  

   人事異動や出張で外に部下を出さなければならないとき、その部署のナンバーワンを

出しているリーダーが居ました。本当は腕のいい奴を側に置いておきたいというのが、

上司の本音で、ナンバー３当たりを出したくなるものだと思います。しかし、一番手を出

すと二番手が必ず伸びます。一番手が居るから二番手以下が頭角を現さなかっただけで、

みんな一番手の社員の仕事ぶりを日ごろから見ているので、一番手がいなくなった途端

に実力を発揮するものです。これまで機会を与えられていなかっただけなのです。  

   優秀な人から動かすことは人を育てる上では大切なことです。ただし、外に出した優

秀な人材が帰ってきたら、さらなる上のポジションを用意して厚遇してあげることも大

切です。これによって、一番手の社員を目標とする人材が次々に育って行くのです。  

 

   一番手の人に伸び伸び力を発揮してもらうのは大切なことですが、同時に、二番手以

下の人材にもチャンスを与えなければなりません。そうしないと、一番手の人が会社を

辞めてしまったときに組織の戦力が大幅にダウンしてしまいます。  

 

 ０２ 伝え方は変えても方針はブレさせない  

   課長クラスは、年度末に、次年度の会社の方針に合わせて「年度方針」をつくる役割が

あります。会社の利益にどうやって貢献するか、その方策について現場に落とし込んで

いくのです。ところが、「こうやりたい」と部下に伝えてもなかなか賛同が得られず、動

いてもらえない場合もあります。そういう時には、手を変え、品を変え、上司の思いを伝

えて来るのです。山田は、トヨタのリーダーたちから、「やると決めたことは必ずやり遂

げること」を学んだと言います。これは特定の課長だけでなく、トヨタのリーダーに総じ

て言えることです。  

    

   組織を動かすためには、コツがあります。トレーナーの中島は、キーマンになってもら

えそうな人に、集中的にリーダーの想いを伝えることが大事だと言っています。  

   意見を言ってくるような人は、一見、扱いづらく感じるかもしれませんが、一旦、こち

らの考えを理解・納得してくれると、リーダーシップを発揮してくれるものです。そうし

たキーマンとミーティングの機会を持ったり、その行動をつぶさに観察し、適切なアド

バイスを与えることによって、組織全体にトレーナーの考え方を広げていくのです。組

織を動かすときは、本当のキーマンを探し出すことが大切です。  

 

 ０３ 「目標プラス方針」で管理する  
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   トヨタでは、「目標管理」のほかに「方針管理」という言葉がよく使われます。目標管

理は、会社の目的とずれていても、上司と部下が一定の目標を決め、それを達成すれば評

価される仕組みであり、どちらかと言えば、部分最適が重視される傾向にあります。多く

の企業では、この目標管理を取り入れていますが、トヨタでは、こうした目標管理で得ら

れるような継続性のない結果は、本来の意味での結果とは捉えていません。  

   方針管理は、「今年はこちらに向けて新しい仕事をするぞ」といった具合に、会社や組

織としての新しい方向に向けて動き出すための指針です。企業での目標管理は結果主義

であるのに対して、方針管理はコンセンサスやチームワークを重視する仕組みです。  

  

   A の道を選択すると早く目的地に到着できるとわかっていれば、A の道をスムースに

進めるように導くのも上司の仕事です。しかし、行き着く目的地が同じならば、余裕のあ

る時は B の道を選ばせるのも上司の仕事です。例えば、「５％のコストダウンを図る」と

いう目標を達成するには、A の道が早いと分かっていても、部下が「B の道をやりたい」

と自分の頭で考えて主張してきたのであれば、部下に任せるのも一つの方法なのです。B

の道を選ぶことによって、失敗や苦労が糧になるのであれば、B の道を選ばせる判断も

大切です。  

 

 ０４ リーダーは中心にいてはいけない。外からメンバーを見なさい  

   リーダーは、現場を良く知っていることが大切です。もちろん、現場といっても、仕事

の知識や技能について知っているだけでは不十分で、部下の気持ちまで知らなければな

らないのです。  

   組織というのは、中心に工長や組長がいるイメージだと思いますが、これらのリーダ

ーが真ん中に居たのでは、３６０度見ないと面倒を見きれません。リーダーは、外にいて

メンバー全体を見なければなりません。重要なのは、チームメンバーを外から見渡すこ

となのです。  

   リーダーには二つのタイプがあると言われています。一つは、「求心力リーダー」と呼

ばれているリーダーで、カリスマなど一部の強力なリーダーシップを持った人で、組織

の中心に陣取り、ぐいぐいと人を引き寄せて動かしていきます。求心力リーダーが、「こ

れをやれ」と指示をすれば、それに逆らうことができず、しかも結果が出ることも多いの

で、部下は自分の頭で考えなくなってしまいます。  

   もう一つは、「遠心力リーダー」です。メンバー全体を外から見て、トップから現場リ

ーダーへ、現場リーダー～一般社員へとリーダーシップを波及させます。具体的に言え

ば、一人一人の部下が自ら問題や解決策を見つけ出せるようにマネジメントしていくの

が、遠心力リーダーです。人を育てるリーダーのあるべき姿は、この遠心力リーダーで

す。  
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   メンバーの中心で偉そうにしていては、部下の気持ちは見えません。部下が置かれた

状況やヒアリングした内容などあらゆる情報を参考に、外から部下の気持ちを推し量る

必要があります。そうすることで、部下の気持ちに沿ったリーダーシップを発揮できる

のです。  

 

 

    

   

 

 


