
分野 職種 レベル 人材特性 項目 指針
豊富な実務経験と広汎な見識 実務経験15年以上あれば、当該レベルとみなされる目安
責任ある立場 目標や方針、契約などを決定できる立場であれば、当該レベルとみなされる目安
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
創出

社会貢献実績

技術士(総合技術監理部門) 取得した場合当該レベルとみなされる目安
特別上級土木技術者 取得した場合当該レベルとみなされる目安
幅広い知識と 、 専門性 専門的な知識の幅広さ、奥深さ
情報収集力、 コミ ュニケーショ
ン力、 実行力、 問題解決能力

情報収集力、コミュニケーション力、実行力、問題解決能力
高度な研究手法・ 解析手法・ 技
法を独力で用い、 新しい問題や
課題を解決し 、 新しい知見・ 理
論を生み出す能力

最先端の知見、技術を入手し、活用し、課題を解決する能力、さらに新しい知見や
理論を生み出す能力

高度な専門知識、 発揮する能力 高度な専門知識の幅広さ、そしてそれを業務などに発揮する能力
複数の分野で高度な専門的研究･
設計や実施・ 改善する能力

複数分野での知識を、縦断的・横断的に駆使し、実務で活用できる能力
知識力、 論理力、 自己表現力の
バランス

知識力、論理力、自己表現力に関する、総合的なバランス
内･外関係者に対し信頼関係を築
く 力

所属組織に限らず、外部団体やマスコミに対しての信頼度
専門的な知見を理路整然と伝え
る能力

専門的な知見を理路整然と伝える能力
豊富な経験・ 専門知識の基、 技
術の最新情報に精通

実務経験や、専門知識に基づく最新の技術情報を公に発信できる能力
社会に対し多面的に貢献できる
能力

社会に対する共有的利益に資する行いができる能力
各工種の専門的技術について高
度な指導的能力

専門技術に対する指導ができる能力
部下を育成 部下を育成した実績
専門家ﾚﾍ゙ ﾙの観点から、 社会･文
化に貢献

専門分野を通して、社会・文化に貢献
リ ーダーシッ プを取る能力 管理職であれば、当該レベルとみなされる目安

プロ意識及び全面的な責任感
プロフェッショナルとしての役割を果たし、その全面的な責任を負う立場であり、遂行す
る能力

品位の向上、 技術の研鑽 最高位の技術者としてのプライドを持ち、常に技術の研鑽を行っている
国際的な視野、 公正・ 誠実な行
動規範

国際的な視野をもって、常に公正な行動ができ、且つ誠意を持った対応能力
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

監理技術者または専任技術者としての実務を10年以上経験した場合当該レベルと
みなされる目安

土木・建築 土木施工管理職種 8 知識と理解

汎用的な技能

専門実践技能

対人技能

分析技能

管理・指導技能

自律性と責任感

倫理観とプロ意識

土木・建築 土木施工管理職種 7 知識と理解
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分野 職種 レベル 人材特性 項目 指針
学会、 協会等に学術論文を発表
することや、 技術論文を投稿

学術論文や技術論文を公的に発表若しくは投稿した場合当該レベルとみなされる目
安

技術士（ 各部門） 取得した場合当該レベルとみなされる目安
上級土木技術者 取得した場合当該レベルとみなされる目安
環境計量士 取得した場合当該レベルとみなされる目安
コンクリ ート 診断士 取得した場合当該レベルとみなされる目安

洞察力、 応用力、 独創性
洞察力（本質を見抜く力）、応用力（持っている知識を使い新たな事柄に対応す
る力）、独創性（独自の考えで物事を作り出す能力）

主体性・ 実行力、 創造力
主体性（自らの判断に基づき責任持って行動する能力）、実行力（確実に最後ま
でやり遂げる能力）、創造力（自分なりの答えを導き出す能力）

規律良く 他の意見に対し真摯に
傾聴し 、 協調性発揮

協調性（利害や立場の異なる者同士、いかに譲り合って協力できる能力）

大規模現場の監理技術者歴任
総請負金（税込み）10億円以上の建設工事における現場監理技術者を経験し
ていれば当該レベルとみなされる目安

複数現場を統括管理 複数の建設現場を統括的に管理する能力

高度な技術的業務
調査・解析・検討業務や試験・設計など他機関の複数業務をまとめ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとし
て完遂する能力

外国語を使用しての仕事や高度
な学習能力

外国語を使用し、業務や学習に役立たせることが出来る能力
折衝能力、 交渉能力、 説得能力 折衝・交渉・説得能力（互いの利害が一致しない状態でのコミュニケーションスキ
内･外関係者に対する信頼度 所属している組織内及び外部組織における信頼度
最低一つの外国語を使い、 仕
事・ 学習に活用

最低一つの外国語を使い、業務や自らの学習に活用

的確な情報収集、 分析そして判
断、 さらに意志決定する能力

的確に情報を収集し、分析し、だれもが納得するプロセスによる判断・意思決定を導
く能力

数学的、 定量･定性的な手法を駆
使し 、 分析･評価する技術

数値的な解析、要因的な調査などを通し、数学的、統計的に分析・評価できる能
力

部下の指導・ 監督する立場
所属している組織において、部下を指導・監督する立場であれば当該レベルとみなさ
れる目安

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

現場において、現場方針を遵守し、多様な利害関係を調整し、まとめる能力

チーム、 部署内業務などの企
画・ 監督・ 管理において、 責任
を持つ立場

業務上の企画・監督・管理における責任者としての立場であれば当該レベルとみなさ
れる目安

自律性と責任感 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

公益を最優先する姿勢、そして自主性・主体性を持ち、責任感をもって行動できるか
の能力

自然を尊重し 、 安全と福祉、 健
康に対する責任を最優先

自然を敬い、安全意識、福祉・健康に対する責任を最優先する行動

汎用的な技能

専門実践技能

対人技能

分析技能

管理・指導技能

倫理観とプロ意識
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分野 職種 レベル 人材特性 項目 指針
地球環境の保全と関連技術の活
用

地球環境保全に関しての意識を高く持ち、関連技術を実践するなどの行動
国際的視野に立った専門的立場
で貢献

国際的視野に立った倫理観に関して、自らの専門分野における立場で実践・貢献
コンクリ ート 主任技士 取得した場合当該レベルとみなされる目安
1級土木技術者 取得した場合当該レベルとみなされる目安
1級土木施工管理技士 取得した場合当該レベルとみなされる目安
1級舗装施工管理技術者 取得した場合当該レベルとみなされる目安
1級造園施工管理技士 取得した場合当該レベルとみなされる目安
1級管工事施工管理技士 取得した場合当該レベルとみなされる目安
1級建設機械施工技士 取得した場合当該レベルとみなされる目安
1級電気工事施工管理技士 取得した場合当該レベルとみなされる目安
計画力 問題解決に向けたステップを明確にする能力
創造力 新しいシステムやツールを作り出す能力
課題発見能力 現状を分析して課題を明らかにする能力
ビジネスマナー ルール遵守・規則遵守・思いやりの心
語学力 英語検定2級程度の語学力
現場の安全・ 工程・ 品質・ 原価
を全て理解し 、 管理する能力

現場の品質・安全・原価・工程・労務管理等の管理能力
予算書の作成・ 管理する能力 予算書を作成、管理出来るかどうかなどの予算管理能力
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
に好印象

ルール遵守・規則遵守・思いやりの心があるか、共通の目標や目的に向かって周囲の
人間と助け合うことができる能力

専門知識のもと 、 問題点や自ら
の考えを正確に、 理路整然と伝
えることができる能力

専門知識のもと、問題点や自らの考えを正確に、理路整然と伝えることができる能力

分析技能 ト レード オフ問題に対し 、 分析
し検討をすることができ、 合理
的な提案ができる能力

トレードオフがある問題を分析・検討し、合理的な提案を導く能力

部下を指導する立場 部下を教育し、指導する能力
経験豊富で人格があり 、 部下に
模範を示す能力

部下への信頼度
自主的に仕事をし 、 各種業務管
理におけるリ ーダーシッ プとプ
ロ意識

仕事に対し、プロフェッショナルとして、リーダーとして、責任を持って取り組む姿勢

専門分野のプロとして、 しっか
り と説明責任を果たすことがで
きる能力

専門事項に関しては常に研究を行い自己啓発を怠らない姿勢と、自己の立場からの
説明責任能力

法令･規則、 マナーを遵守し 、 リ
スク管理能力を発揮

法令遵守、説明責任を理解、実行する能力、リスクを認識してコントロール（保有・
低減・回避）する能力

土木・建築 土木施工管理職種 6 知識と理解

専門実践技能

管理・指導技能

自律性と責任感

対人技能

汎用的な技能
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分野 職種 レベル 人材特性 項目 指針
業務の対象となる地域の法規･条
令を遵守し 、 文化的価値を尊重

「文化的価値の尊重」を重んじるとともに、関係所轄事務所等をよく調査し地域に貢
献する姿勢

多様な環境・ 実務の中で倫理観
を厳守するとともに、 専門家と
しての行動ができる能力

トレードオフとなるような事柄に関し、公益優先の立場を遵守できるかどうかの能力

2級土木施工管理技士(学科試験
合格)

取得した場合当該レベルとみなされる目安
2級造園施工管理技士(学科試験
合格)

取得した場合当該レベルとみなされる目安
2級管工事施工管理技士(学科試
験合格)

取得した場合当該レベルとみなされる目安
2級電気工事施工管理技士(学科
試験合格)

取得した場合当該レベルとみなされる目安
専門知識、 一般常識、 社会人と
しての基礎的能力（ 話す・ 聞
く ・ 書く ）

専門知識、一般常識、社会人としての基礎的能力（話す・聞く・書く）

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 組む
姿勢

スキルアップに関わる各種資格取得に向け、前向きに取り組む姿勢

労働安全衛生法及び同規則に関
し 、 指導・ 教育することができ
る能力

労働安全衛生法及び同規則を熟知し、指導・教育できる能力

施工計画書の立案・ 指示・ 作成 工程・安全・品質等を把握し、施工計画書を立案・作成できる能力
建設業法の理解 建設業法を理解
伝える能力・ 受け取る能力（ コ
ミ ュニケーショ ン能力）

常に良好なコミュニケーションをとれるかどうかの技量
周囲から信頼される人柄 皆に信頼されている人柄
外国語にての会話、 文書作成能
力

外国語にての会話、文書作成能力
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
に関する理解度

現場における品質・出来形・工程・安全管理が理解できている程度

Ｉ Ｔ ツールやメ ディ アを使いこ
なすことができる能力

多様なＩＴツールやメディア、アプリケーションをを仕事や学習に使いこなす能力
部下に指示する立場、 及び管理
者としての責任

内容をよく理解し、部下に指示・説明できる能力
リ ーダーとして、 チーム内の意
見をまとめ、 的確な判断・ 指示
を下す能力

チーム内における各種意見の分析・取り纏めができ、提言ができる能力

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

自己の専門的能力の向上を図り、学理を追求し、工法の研究に励み、さらに新工法
等技術開発に貢献

土木・建築 土木施工管理職種 5 知識と理解

汎用的な技能

専門実践技能

対人技能

管理・指導技能

分析技能

自律性と責任感

倫理観とプロ意識
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分野 職種 レベル 人材特性 項目 指針
外国の多様な異文化の中におい
ても、 仕事や学習を行う 能力

複数の言語が飛び交う多民族・多文化の中においても仕事や学習ができる能力
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 しない倫理観

業務上知り得た情報等に対する秘密厳守

地域や社会において、 持続可能
な社会を創るための貢献

地域において、環境保護を前提とした社会貢献活動
技術士補 取得した場合当該レベルとみなされる目安
測量士補 取得した場合当該レベルとみなされる目安
専門資格取得に向け「 各種専門
科目」 を修学

各種専門科目の履修に対する取り組み姿勢や理解度
基礎科学（ 数学・ 物理・ 化学）
の活用

基礎科学（数学・物理・化学）の知識を活用

職業理解能力、 役割把握・ 認識
能力、 計画実行能力の発揮

自らの置かれている立場を十分認識し、なすべき事項、求められている課題を理解
し、取り組んでいるか

Ｃ Ａ Ｄ等での製図 PCを使用し、CADにて各種図面（設計図、施工図、参考図など）を書く能力
図面を見て数量を計算 図面を見て数量計算書が作成できる能力
労働安全衛生法及び同規則の理
解

労働安全衛生法及び同規則が理解できている
的確な報告・ 連絡・ 相談 報告・連絡・相談を的確に行う能力
単独またはチームメ ンバーの一
員として、 管理者や同僚・ 部下
と効果的な交流

単独またはチームメンバーの一員として、管理者や同僚・部下と効果的な交流

外国語にての日常の会話 日本語のほかに最低一つの言語で会話程度ができるかの能力
情報の収集能力があり 、 的確な
観察力・ 洞察力

情報収集のツール・チャンネルを持ち、相手をよく知る力があり、ものごとを客観的にと
らえる観察・洞察力がある

数値・ 図表・ 画像データを活用
する能力

各種データを活用・分析・解釈し活用する能力
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
の学知を十分蓄積する能力

「学知の蓄積」として、柔軟な考えのもと、臨機応変な対応ができる能力

各種チームのまとめ及び管理を
担う 能力

プロジェクトを進めるにあたり、関連するﾁｰﾑ間の連絡調整をとり、まとめ上げていく能力
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

課題を与えられたら、良く吟味・理解し計画性・責任感・自主性をもち且つ探求心を
もって前向きに取り組んでいる

地元・ 地域社会づく り に対し 、
積極的に参加

地元・地域社会づくりにつながる専門的活動や市民活動に関心を持つなどの積極性
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有
する

社会が必要としている技術についての知識を有している

分析技能

土木・建築 土木施工管理職種 4 知識と理解

汎用的な技能

専門実践技能

対人技能

管理・指導技能

自律性と責任感

倫理観とプロ意識

倫理観とプロ意識
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分野 職種 レベル 人材特性 項目 指針
倫理的な行動 自己の利益にとらわれず、公共の利益を優先することができる能力

知識と理解 土木技術に対する基礎的な知見 現場施工技術の基礎的な知識
高等学校学習指導要綱に基づく
十分な学力・ 能力

高等学校学習指導要綱に基づく十分な学力・能力
専門分野の知識修得に対し意欲
旺盛

目的を持って学習に専念する意欲
建設に対する興味 建設に興味があり、探求心旺盛である
基礎科学（ 数学・ 物理・ 化学）
が得意

基礎科学（数学・物理・化学）を得意としている
教師の監督のもと 、 適切な情報
や手法を使って問題を解決する
能力

教師の監督のもと、適切な情報や手法を使って問題を解決する能力

団体活動、 チーム活動の中にお
いて主導的な役割経験

団体活動・チーム活動において、主将やリーダーなど主導的役割経験があるか、また
は、その資質があるか

外国語にての初歩的な日常の会
話

日本語以外に最低一つの国際語の初歩的な能力
物事の事象に対する論理的な思
考能力

理路整然と組立て、説明できる能力
Ｉ Ｔ ツールを利用・ 活用する能
力

ＩＴアプリケーションを使用し、学習や仕事に対し使いこなす能力
豊かな表現力 解りやすく整然と表現できる能力
解決すべき問題を先延ばししな
い精神

問題解決能力の高さ
自主的な学習に対する成果・ 成
績について真摯に向き合う 姿勢

結果に対して評価・分析し、課題を抽出し、前向きに取り組む姿勢

自律性と責任感 社会人としての一般知識、 基礎
力・ マナー

基礎力(話す・聞く・書く)が身についているか、ルールや規則の遵守・思いやりの心があ
るか

相手の話を良く 聞き、 理解し 、
正確に伝える能力

相手の話を良く聞き、理解し、正確に伝える能力
素早く 記録にとどめることがで
きる能力

要点をメモし、正確に報告することができる能力
環境問題について関心があり 、
何らかの関り を持った経験

環境問題について地域社会に対し積極的な関りを持っている

倫理観とプロ意識

3土木・建築 土木施工管理職種

汎用的な技能

専門実践技能

対人技能

分析技能

管理・指導技能
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