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 稚内開発建設部では技術力の低下が叫ばれるなか、道路技術職員の技術力向上に向けた講習

会を各道路事務所の協力を得ながら多数開催する取り組みを図ってきました、机上の講習のみ

ならず実践を交えた現地講習を行い、講師の話や作業方法を学んできました。特に植樹講習会

では講師から褒められる場面もありわずかずつではありますが技術力の向上が見えてきたとこ

ろです。 
 当初は、職員向けの講習会ではありましたが、同時に土木業界やコンサルタントにも受講し

て頂くことを提案し、民間企業と連携しながら（社）全国土木施工管理技士会連合会の継続学

習制度（CPDS）への登録を行いました。 
今後も魅力ある建設業を目指し、競争に勝ち残るための技術力及び資質の向上のため、継続

して取り組んでいく予定です。 
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1.  はじめに 

 人口減少・少子高齢化による税収の減少等、公共事業

を取り巻く環境は厳しく、より効果的効率的に付加価値

の高い公共サービスの提供が求められている。また、近

年頻発する大規模自然災害への対応等もあり、職員数が

減少する中で、北海道開発局の技術職員は、以前に増し

て多様な役割が求められている。 

一方、発注者として、民間技術力の評価を行う立場で

はあるが、近年、公共事業の減少と落札率の低下により

建設業の受注、収益環境が悪化の一途をたどる中、建設

業界からは現場利益を左右する発注者の技術力への不信

感も高まっている面もある。 

このようなことから、変化する時代に対応できる稚内

開発建設部職員の技術力向上を目的として、これまでに

実践してきた取り組みについて報告する。 
 

2.  スキルアップ講習会の開催 

(1)  開催経緯及び参加メンバー 

スキルアップ講習会は、机上講習による知識習得に

加えて、現地講習による実地演習も織り交ぜた取組みで

あり、平成２５年度に第1回講習会を開催した。 

当初は、稚内開発建設部職員、特に道路技術者の技

術力向上を図ることを目的としていたが宗谷建設青年会

（11社）と連携して合同で開催することにより、官民で

の意識共有を図ることとした。 

 
a) 稚内開発建設部道路技術者における目的 

北海道開発局が担う社会資本整備の必要性、重要性に

ついて再認識し、企画・調査・計画・施工・維持管理に

至る道路技術の専門家として技術力向上、技術継承に対

する意識向上を図った。 
さらに、現地講習も織り交ぜて行うことで、机上では

見えない課題を把握し、質の高い行政サービスを提供す

るうえでのポイントを習得する。 
 

b) 建設業及びコンサルタント技術者における目的 

社会資本整備を受注する立場としての重大な責務に

ついて再認識し、道路技術の専門家として技術力向上、

技術継承に対する意識向上を図る。 
さらに社会資本整備における品質向上を図りつつ、

企業力を高め、魅力ある建設業を目指し、競争に勝ち残

るための技術力及び資質向上を図るとともに、競争入札

参加のポイント獲得につながるように、（社）全国土木

施工管理技士会連合会の継続学習制度（CPDS）の取得

（年間20ユニット）を目指す。 
 

(3)  講習会内容 
表-1に示すとおり、平成26年度（12月末現在）は、道

路に係る講習会を19回（道路以外は11回）開催し、延べ

570名もの多くの参加者を得た。 

講習会の学習項目については、民間企業側のメリッ

ト（CPDS取得）にも配慮し計画した。 
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なお、今年度はさらに2回の講習会の開催予定である。 
 

表-1  平成26年度の講習会内容 

 
 
a) 机上講習 

表-1の机上講習のうち、3月12日に開催した技術講演

会の内容を報告する。 

当講演会では、表-2に示すとおり、技術的な内容から

事務的な内容まで含めて講習を行った。 

 
表-2  技術講演会（2014/3/12）の内容と目的 

No 内容 目的 

1 
稚内における人材育成と人

材確保 

今後の稚内における道路

技術者の在り方 

2 総合評価の２極化 総合評価の内容把握 

3 
道路ストック点検と今後の

維持管理 

今後の維持管理のポイン

ト共有 

4 道路付属物の適正化 道路付属物の適正な配置 

5 
建設業界における自分の特

性診断 

コミュニケーション能力

診断 

6 過去の災害に学ぶ 迅速な災害対応 

7 施工計画書の作成 
要点を押さえた施工計画

書 

8 
設計変更ガイドラインと事

例集 

設計変更手続きの明確化 

 

図-1  技術講演会（2014/3/12）風景 

 

※以下、内容のうち主なものを記す 

◯（No.1）稚内における人材育成と人材確保 

北海道開発局や建設業及びコンサルタントにおける

新規職員の採用減少や高齢化による人材不足、人材確保、

技術の継承といった喫緊の課題について、稚内の建設業

の現状と今後の在り方について意識共有を図った。 

 

◯（No.2）総合評価の２極化 

プロポーザルにおける総合評価落札方式の状況と今

後の方向性について、施工能力評価と技術提案評価の２

極化により、総合評価落札方式の課題を改善している動

きを把握し、適切な発注、受注の在り方について共有を

図った。 

さらに、適切な施工計画書作成における要点、設計

変更ガイドラインと事例に基づき、事務的手続きの明確

化を図った。 

 

◯（No.3）道路ストック点検と今後の維持管理 

道路ストック（橋梁、舗装、トンネル）の老朽化に

おける損傷箇所の点検ポイントや道路付属物のコストに

配慮した適切な数、配置等、今後の維持管理のポイント

について共有を図った。 

特に道路ストックの点検は、重大損傷が発生した場

合、対策に時間を要し、通行止め等の通行規制を実施す

ることになり、地域への影響が大きいことから、重大損

傷を発見する前の小さな損傷を見逃さないポイントを重

視した。 

 

◯（No.5）建設業界における自分の特性診断 

「建設業界における自分の特性診断」と題した、参

加型の特殊な講習を行い、社会人としての人と人の接し

方を再認識することで、己を知り、個々のコミュニケー

ション方法を見出す特性診断を実施した。 
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図-2  建設業界における自分の特性診断風景 

 

b) 現地講習 

表-1の現地講習のうち、5月14日、6月10日及び7月3日

に開催した講習会の内容を報告する。 

 

◯2014/5/14 開催 植栽講習会 

実際に植栽を行うことで、「堀取り」「枝打ち」

「植え付け」等、植栽において配慮すべきポイントにつ

いて、共有・理解を図った。 

豊富町下沼の現場において、法面における積雪亀裂

が発生していた箇所に対し、雪崩を防止するため、亀裂

防止杭を設置する対策を実施した。 

さらに亀裂防止杭の耐久性を考慮し、植栽により半

永久的に雪崩を防止する、なだれ防止林の造成に向けて

植栽を行った。 

植え付ける木については、コストや生育環境に配慮

し、積雪亀裂発生箇所近隣より堀取りしている。 

 

 
図-3  状況把握 

図-4  亀裂防止杭設置完了状況 

 

 
図-5  堀取り状況 

 
図-6  植え付け状況 

 

◯2014/6/10 開催 橋梁点検講習会 

橋梁の老朽化における点検ポイントとして、「Ｍ判定 

桝の土砂撤去」「Ｓ判定 舗装の異常調査」「現地破損

状況の解説」等について、共有・理解を図った。 

M判定については、舗装の亀甲ひび割れや排水管の腐

食につながる要因となる排水桝の土砂撤去を行い、S判
定については、舗装のひび割れや陥没につながる要因を

把握するため、舗装を撤去し、中の状況を確認する点検

作業を実地演習を行った。 
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さらに、全体を通して、破損状況の点検ポイントにつ

いて、共有・理解を図った。 
 

 
図-7  S判定 舗装の異常調査状況 

 

◯2014/7/3 開催 トンネル維持管理講習会 

トンネルの維持管理について、国道275号寿トンネル

を対象として、構造から点検、調査、補修までのポイン

トについて、共有・理解を図った。 
最初に、トンネルの構造から、コンクリートなどの

材質劣化、漏水、トンネルにかかる外力から損傷が起こ

りやすいこと、これらの要因から損傷しやすい箇所、損

傷の種別等、トンネルの点検方法及び点検ポイントの理

解を深めた。さらに、点検後に損傷が見つかった箇所に

おける調査方法及び補修方法については実地演習を行っ

た。 
 

 
図-8  国道275号寿トンネル現地講習風景 

 
(4)  得られた成果 
スキルアップ講習会の開催により、得られた成果を

示す。 

a) 参加者の評価 

スキルアップ講習会参加者から、表-5に示した評価を

得た。特に、現地講習は机上講習では得られない生の情

報を体感できることもあり、稚内開発建設部の道路技術

者と建設業及びコンサルタント技術者の双方にとって、

非常に有意義なもので、評価が高いことから参加者の意

識向上が図られており、今後もこの取組みを継続してい

くことによって、最終的な目的である技術力向上に絆が

るものと考えられる。 

 
表-5  参加者の評価 

 技術力向上への意識が変わった。 

 机上講習のメニューの幅が広く、楽しみながら

参加できた。 

 机上講習だけではなく、現地講習にて現地に行

くことで、視点が変わった。 

 現地を見ることができ、内容が実践的であった

ため、知識の拡大につながった。 

 苗木の選び方や植え付け方法について学べた。 

 橋梁の保全方法について理解できた。 

 トンネルの点検方法について多少ではあるが、

理解できた。 

 今後も、机上講習だけではなく現地講習を行っ

てほしい。 

 

b) CPDSの取得 

スキルアップ講習会、平成26年度は、CPDS年間20ユニ

ット取得者の目標数を７０名としていたが、12月時点で、

達成者は約２０名であった。今後約５０名の取得を予定

している。 

 

3. まとめ 

 今後の建設業界の高齢化による人材不足、技術の継承

を踏まえると、稚内開発建設部職員、特に道路技術者の

技術力向上が急務であり、また建設業及びコンサルタン

ト技術者にとっても、企業力を高め、魅力ある建設業と

するためには、官民が連携し合いながら、ともに技術力

及び資質向上させていくことが必要である。 
そのためには、これまでの取り組みを継続することが

重要であり、さらに、講習内容やスケジュール等につい

ても改善を図りながら、実践していくものである。 
最後に、本取り組みに協力いただいた宗谷建設青年会

並びに講師を引き受けて頂いたみなさまに深く感謝いた

します。 
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