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学修成果指標（土木建築分野 － 土木施工管理職種） 

レベル 学習者プロフィール 知識と理解 

技能 責任と自律性 

汎用的な技能 
職務上の技能 

自律性と責任感 倫理観とプロ意識 
専門実践技能 対人技能 分析技能 管理・指導技能 
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・博士（工学）

・技術士(総合技術監

理部門)

・特別上級土木技術者

専門的実務／学問分野

において最先端のフロ

ンティア。新しい専門

的実務や知見につなが

る分野横断的な視点・

知識・理解

研究や革新の重要な課

題を解決し、既存の知

識や専門的実務を再定

義するために必要な、

最も高度な専門的技能 

研究や革新の重要な課

題を解決し、既存の知

識や専門的実務を再定

義するために必要な、

最も高度な専門的技能

研究や革新の重要な課

題を解決し、既存の知

識や専門的実務を再定

義するために必要な、

最も高度な専門的技能

研究や革新の重要な課

題を解決し、既存の知

識や専門的実務を再定

義するために必要な、

最も高度な専門的技能

研究や革新の重要な課

題を解決し、既存の知

識や専門的実務を再定

義するために必要な、

最も高度な専門的技能

専門的実務や学問の最

前線で、新しいアイデ

ィア・プロセス開発に

対する権威、自律性、

学術的・専門的な誠実

性および持続的な関与 

専門的実務や学問の最

前線で、新しいアイデ

ィア・プロセス開発に

対する権威、自律性、

学術的・専門的な誠実

性および持続的な関与 

 豊富な実務経験と広

汎な見識を有すると

ともに、責任ある立

場にある。

 土木建築分野のみな

らず、社会に貢献す

る立場にあり、成果

を揚げている。

 幅広い知識と、専門

性が、発揮できる。

 情報収集力、コミュ

ニケーション力、実

行力、問題解決能力

などが十分にある。

 高度な専門知識、能

力を発揮することが

出来る。

 知識力、論理力、自

己表現力のバランス

が良く、信頼関係を

築く力がある。

 豊富な経験・専門知

識の基、技術の最新

情報に精通し、社会

に対し多面的に貢献

出来る能力がある。

 各工種の専門的技術

について高度な指導

的能力が発揮でき、

部下の育成をしてい

る。

 常にリーダーシップ

を取ることが出来、

プロ意識を持って全

面的な責任を負う。

 常に品位の向上に努

め、技術の研鑽に励

み、国際的な視野に

立ち、公正・誠実に

行動する。
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・技術士（各部門）

・上級土木技術者

・環境計量士

・コンクリート診断士 

高度に専門化された知

識。その内いくつか

は、仕事／学習分野に

おける知識の最前線。

異なる分野の知識・理

解 

実務／学問分野におけ

る主体的・批判的洞察

と分野横断的知識の統

合。新しい知識や方法

論の研究・開発・革新

に必要な問題解決技能 

実務／学問分野におけ

る主体的・批判的洞察

と分野横断的知識の統

合。新しい知識や方法

論の研究・開発・革新

に必要な問題解決技能

実務／学問分野におけ

る主体的・批判的洞察

と分野横断的知識の統

合。新しい知識や方法

論の研究・開発・革新

に必要な問題解決技能

実務／学問分野におけ

る主体的・批判的洞察

と分野横断的知識の統

合。新しい知識や方法

論の研究・開発・革新

に必要な問題解決技能

実務／学問分野におけ

る主体的・批判的洞察

と分野横断的知識の統

合。新しい知識や方法

論の研究・開発・革新

に必要な問題解決技能

複雑で予測不可能な課

題に対する革新的な取

組が求められる仕事や

学習の管理。専門的な

知識・実践と管理への

貢献・評価 

複雑で予測不可能な課

題に対する革新的な取

組が求められる仕事や

学習の管理。専門的な

知識・実践と管理への

貢献・評価 

 建設業法に関わる監

理技術者または同、

専任技術者を10年以

上歴任

 学、協会等に学術論

文を発表すること

や、技術論文を投稿

する。

 洞察力、応用力、独

創性に長けている。

 主体性・実行力があ

り創造力に富んでい

る。

 規律良く他の意見に

対し真摯に傾聴し、

協調性がある。

 大規模現場の監理技

術者である。

 複数現場を統括管理

できる。

 高度な技術的業務を

担っている。

 折衝能力、交渉能

力、説得能力があ

る。

 的確な情報収集、分

析そして判断、さら

に意志決定が出来、

皆に信頼を得てい

る。

 部下の指導・監督す

る立場である。

 明確な現場方針を持

ち、多様な関係者の

利害等を調整しまと

める能力がある。

 公益を最優先した職

業倫理のもと自主

性・主体性、さらに

責任感を持って行動

する能力がある。

 自然を尊重し、安全

と福祉、健康に対す

る責任を最優先し、

地球環境の保全と活

用を図る。
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・１級土木施工管理技

士

理論や原理の批判的思

考を含む、仕事／学習

分野に関する高度な知

識・理解 

仕事／学習分野で、複

雑で予測不可能な課題

の解決のために必要な

熟練と革新を実証する

高度な技能 

仕事／学習分野で、複

雑で予測不可能な課題

の解決のために必要な

熟練と革新を実証する

高度な技能

仕事／学習分野で、複

雑で予測不可能な課題

の解決のために必要な

熟練と革新を実証する

高度な技能

仕事／学習分野で、複

雑で予測不可能な課題

の解決のために必要な

熟練と革新を実証する

高度な技能

仕事／学習分野で、複

雑で予測不可能な課題

の解決のために必要な

熟練と革新を実証する

高度な技能

技術的・専門的活動を

管理し、予測不可能な

仕事や学習の場面で意

思決定を行う責任。個

人や団体の専門的な開

発を管理する責任 

技術的・専門的活動を

管理し、予測不可能な

仕事や学習の場面で意

思決定を行う責任。個

人や団体の専門的な開

発を管理する責任 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ主任技士

 １級土木技術者
 １級鋪装施工管理技士

 １級造園施工管理技士

 １級管工事施工管理技

士

 １級建設機械施工技士

 １級電気工事施工管理

技士

 計画力、創造力、課

題発見能力が十分に

ある。

 ビジネスマナーがあ

る。

 語学力がある。

 現場の安全・工程・

品質・原価を全て理

解し、管理する能力

がある。

 予算書の作成・管理

が出来る。

 マナー、協調性があ

り顧客はもとより、

あらゆる人に対して

常に好感度が高い

 トレードオフ問題に

対し、分析し検討を

することが出来、合

理的な提案が出来

る。

 部下を指導する立場

である。

 経験豊富で人格があ

り、部下に模範を示

す能力がある。

 専門分野のプロとし

て、しっかりと説明

責任を果たし、国際

的なマナー並びリス

ク管理能力を発揮で

きる。

 業務の対象となる地

域の法規を遵守し、

文化的価値を尊重す

る。

別添C④ 
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レベル 学習者プロフィール 知識と理解 

技能 責任と自律性 

汎用的な技能 
職務上の技能 

自律性と責任感 倫理観とプロ意識 
専門実践技能 対人技能 分析技能 管理・指導技能 

5 

・実務経験５年 

 （１年以上の指導監

督的実務経験含む） 

仕事／学習分野におけ

る総合的、専門的、事

実的、理論的な知識

と、その知識の批判的

認識 

抽象的な問題を創造的

に解決するために必要

な包括的な認知科学技

術と実践的技能 

抽象的な問題を創造的

に解決するために必要

な包括的な認知科学技

術と実践的技能 

抽象的な問題を創造的

に解決するために必要

な包括的な認知科学技

術と実践的技能 

抽象的な問題を創造的

に解決するために必要

な包括的な認知科学技

術と実践的技能 

抽象的な問題を創造的

に解決するために必要

な包括的な認知科学技

術と実践的技能 

予期せぬ変化がある仕

事／学習活動の主体的

管理と監督。自己と他

者の業績の点検・開発 

予期せぬ変化がある仕

事／学習活動の主体的

管理と監督。自己と他

者の業績の点検・開発 

 測量士 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ技士 

 ２級土木技術者 
 ２級鋪装施工管理技士 

 ２級造園施工管理技士 

 ２級管工事施工管理技

士 

 ２級建設機械施工技士 

 ２級電気工事施工管理

技士 

 専門知識、一般常

識、社会人としての

基礎力（話す・聞

く・書く）がある。 

 スキルアップに関わ

る各種資格取得に向

け、前向きに取り組

んでいる。 

 建設従事者への安全

教育が出来る。 

 施工計画書の立案・

指示・作成が出来

る。 

 建設業法が理解でき

ている。 

 伝える能力・受け取

る能力（コミュニケ

ーション能力）があ

り、信頼される人柄

である。 

 出来形管理・工程管

理・安全管理をはじ

め、一通りの現場管

理に関して理解でき

ている。 

 部下に指示する立場

である。 

 チーム内の意見をま

とめ、的確な判断・

指示を下す能力があ

る。 

 自己の専門的能力の

向上を図り、学理・

工法の研究に励み、

技術の発展に貢献す

る。 

 業務上知り得た秘密

を、正当な理由無く

他に漏らしたり、転

用したりしない。 
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・２級土木施工管理技

士 

仕事／学習分野におけ

る幅広い文脈の中で事

実と理論の知識 

仕事／学習分野におけ

る特定の問題の解決策

を産み出すために必要

な一連の認知・実践技

能 

仕事／学習分野におけ

る特定の問題の解決策

を産み出すために必要

な一連の認知・実践技

能 

仕事／学習分野におけ

る特定の問題の解決策

を産み出すために必要

な一連の認知・実践技

能 

仕事／学習分野におけ

る特定の問題の解決策

を産み出すために必要

な一連の認知・実践技

能 

仕事／学習分野におけ

る特定の問題の解決策

を産み出すために必要

な一連の認知・実践技

能 

通常は予測可能である

が変化する可能性のあ

る仕事や学習の文脈の

中での自己管理。他者

の日常業務を監督し、

仕事／学習活動の評

価・改善 

通常は予測可能である

が変化する可能性のあ

る仕事や学習の文脈の

中での自己管理。他者

の日常業務を監督し、

仕事／学習活動の評

価・改善 

 技術士補 

 測量士補 

 各種作業主任者資格 

 基礎科学（数学・物

理・化学）を活用し

ている。 

 職業理解能力、役割

把握・認識能力、計

画実行能力が発揮で

きる。 

 各種図面が作成でき

る。 

 数量計算書が作成で

きる。 

 労働安全衛生法及び

同規則が全て理解で

きている。 

 報告・連絡・相談が

的確に行える。 

 情報の収集能力があ

り、的確な観察力・

洞察力がある。 

 上司等よりの指示、

指導を受け、広い視

点のもと考え方の幅

や創造力を養い、技

術者としての学知を

十分蓄積している。 

 指導を受け、責任感

と自主性をもって、

仕事及び専門知識の

習得に専念してい

る。 

 常に専門技術の力量

並びに技術と社会が

接する領域の知識を

高めると共に、倫理

的な行動が出来る。 
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・専門学校在学 仕事／学習分野におけ

る事実、原則、プロセ

ス、一般概念の知識 

基本的な方法、手法、

材料、情報の選択・利

用によって、任務を達

成し問題解決に必要な

認知・実践技能 

 

基本的な方法、手法、

材料、情報の選択・利

用によって、任務を達

成し問題解決に必要な

認知・実践技能 

基本的な方法、手法、

材料、情報の選択・利

用によって、任務を達

成し問題解決に必要な

認知・実践技能 

基本的な方法、手法、

材料、情報の選択・利

用によって、任務を達

成し問題解決に必要な

認知・実践技能 

基本的な方法、手法、

材料、情報の選択・利

用によって、任務を達

成し問題解決に必要な

認知・実践技能 

仕事や学習の完了に対

する責任。問題を解決

する際の状況に対する

自己の行動の適応 

仕事や学習の完了に対

する責任。問題を解決

する際の状況に対する

自己の行動の適応 

 土木技術に対する基

礎的な知見を有して

いる。 

 高等学校学習指導要

綱に基づく学力・能

力が十分に備わって

おり、且つ専門分野

の知識吸収に対し旺

盛な意欲がある。 

 建設に興味がある。 

 基礎科学（数学・物

理・化学）を得意と

する。 

 団体活動、チーム活

動の中において主導

的な役割経験があ

る。 

 物事を論理的に考え

る能力がある。 

 表現力が豊かであ

る。 

 解決すべき問題を先

延ばししない。 

 社会人としての一般

知識、基礎力・マナ

ーなど、身について

いる。 

 一般常識・マナーは

もとより、相手の話

を良く聞き、理解

し、正確に伝えるこ

とや、素早く記録に

とどめることに長け

ている。 

 


