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文部科学省 科学技術・学術審議会 研究開発基盤部会（第2回）令和元年６月２５日の配布資料
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に、複数箇所記載されているように、技術職員は、"キャリアパスが明確でない"等の問題を抱えている。

参考資料

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu28/siryo/1418482.htm
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技術職員の活躍促進については、専門性を活かしつつ

チームとして機能し、キャリアアップを実現できるよう、組織

化を進める。研究者のパートナーとして課題解決に取り組

む高度な専門性を身に付け、多様なキャリアパスを実現す

るためにも、組織や分野を超えた高度な技術職員の育成・

確保に努めることも必要な施策として記載している。



• キャリアパスが明確でない
• 大学によって組織化の程度に差がある
• 適切な評価がされていない
• 組織の枠を超えた人材育成がされていない

技術職員の問題点

• キャリアパス

人材育成



技術職員の問題点（キャリアパス）

• 技術職員は、管理職になるしかキャリアアップ道筋がないので、技術
力を向上させた先のキャリアパスが見えない。

• 技術職員以外から技術職員を見ると、誰が技術力の高い技術職員な
のかがわからない。

技術力の高い人に対し、新たに職を設る。

• 高い技術力を持った技術職員からすると、キャリアパスが明確になる
。

• 技術職員以外からは、技術力を持った技術職員がわかる。



技術職員のキャリアパス

図、技術職員のキャリアパス

１級： 専門的な知識、技術等に基づき独立して業務を行う能力を有する
もの。

２級： 特に高度の専門的な知識、技術等 に基づき困難な業務を独立し
て行う能力を有するもの。

３級： 極めて高度の専門的な知識、技術等に基づき特に困難な業務を
独立して行う能力を有するもの。

• 高度な技術職員に付与する職として、新たに専門技術職を設ける。
• 専門技術職の俸給表は、他の技術職員とは異なり、専門行政職俸給表に相当する俸給表を
充当する。

• 専門技術職の１級・２級・３級は、標準的な選考基準を作成し、選考基準に基づく選考試験を
行う。
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一般職俸給表 専門行政職俸給表に相当する俸給表• 管理職の統括技術長・技術長・分野長、専門
技術職の１級・２級・３級は、それぞれの俸給
表の異なる級に対応させる。それに伴い、技術
専門員・技術専門職員は廃止する。

• 専門技術職から管理職への職種の変更は可
である。

• 選考採用者については、職務経験等を考慮し
て処遇する。
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技術職員のキャリアパス
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UTAとはURAの技術職員版

自分の大学の技術職員がもつ技術について一定の理
解を有しつつ、国や文科省の動向を把握し、大学の方針
やミッションに沿って、人材や技術の活用をマネジメントす
る。
大学内の研究者との連携や学外との折衝などをとおし

て、資金獲得も視野に研究者の研究開発活動の活性化
や、研究環境整備の支援を強化するための技術に特化し
たマネジメント人材。

技術部と他部局との技術的な橋渡し役

UTA: University Technology Administrator



技術職員のキャリアパス

図、技術職員のキャリアパス

１級： 専門的な知識、技術等に基づき独立して業務を行う能
力を有するもの。

２級： 特に高度の専門的な知識、技術等 に基づき困難な業務
を独立して行う能力を有するもの。

３級： 極めて高度の専門的な知識、技術等に基づき特に困難
な業務を独立して行う能力を有するもの。

• 高度な技術職員に付与する職として、新たに専門技術職を設ける。
• 専門技術職の俸給表は、他の技術職員とは異なり、専門行政職俸給表に相当する俸給表を充当する
。

• 専門技術職の１級・２級・３級は、標準的な選考基準を作成し、選考基準に基づく選考試験を行う。
• 管理職の統括技術長・技術長・分野長、専門技術職の１級・２級・３級は、それぞれの俸給表の異なる
級に対応させる。それに伴い、技術専門員・技術専門職員は廃止する。
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• 技術部と他部局との技術的な橋渡しを
行う技術職員に付与する職として、新
たにUTA職を設ける。

• 専門技術職から管理職、UTA職・管理
職間の職種の変更は可である。

• 選考採用者については、職務経験等
を考慮して処遇する。
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技術職員のキャリアパス



技術職員の問題点-2（人材育成）

• 個々の技術職員の技術力を向上させる仕組みが存在しない。

大学間で人事交流を行い、人材育成を行う。

• 一定期間、高い技術力を持つ他大学の技術職員の下で、技術力の向
上を図る。



• 各大学内での人材育成には限界があるため、技術職員の技術力向上のため、人事
交流を含めた人材育成を行う。

• 人事交流の期間は、短期（３ヶ月程度）・長期（１年単位）の２種類を基本とする。
• 本人・所属部署の希望、異動先の能力等を考慮し、後述の人材育成小委員会が人
事交流案を作成する。

図、大学間人事交流のパターン

一方向型

多角形型

双方向型

技術職員の大学間人事交流

• 受け入れ先大学では、前述した専
門技術職に相当する技術職員が指
導を行う。

• 人事交流には、一方向型もありえる
が、費用負担が生じないように、双
方向型もしくは、多角形型の人事交
流を基本とする。



技術職員組織の大学間連携

技術部長会議 技術職員代表者委員会

管理職研修小委員会

技術研修小委員会

人材育成小委員会

・
・
・

（各大学１名） （各大学１名）

技術職員代表者会議

マネジメント研修

技術職員研修

現行（中国・四国地区国立大学法人技術職員代表者会議）

改革案



• 中国・四国地区の各国立大学法人教育研究系技術職員（以後、技術職員）組織間の調整を行うため、
各国立大学法人で技術職員組織を担当する技術部長（理事）からなる、中国・四国地区国立大学法人
技術部長会議を設置し、装置の拠点化、技術職員の管理職研修、技術研修、人材育成などを審議す
る。

• 技術部長会議の下部組織として、各国立大学法人の技術職員代表者からなる技術職員代表者委員
会を設置する。

• 技術職員代表者委員会に、技術職員代表者委員会の構成員からなる管理職研修、技術研修、人材
育成などの小委員会を設置し、各項目について審議する。

管理職研修小委員会：各国立大学法人の技術職員組織の管理職を対象とする研修を企画・立案する。
技術研修小委員会： 各国立大学法人の技術職員対象とする、技術研修を企画・立案する。
人材育成小委員会： 各国立大学法人の技術職員の人事交流を含めた人材育成を企画・立案する。

技術職員組織の大学間連携

図、大学間連携の実行組織
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（各大学１名） （各大学１名）



まとめ

• 技術職員に対し、管理職・UTA職・専門技術職という複
数の方向性を持ったキャリアパス。

• 大学間連携を活用した、それぞれの大学の特徴を活か
した、人事交流を伴う人材育成。



改革案を”絵に描いた餅”にしないために

• 大学にはお金がないので、お金がかかることはやりたがらない。
• 大学の中枢からは、技術職員があまり見えていないので、技術職員の
ために積極的に動こうとしない。

改革の実行時に生じる問題

・
・
・

• 文部科学省が技術職員の育成に関する競争的資金を導入する。
• 大型施設・機器の導入に際し、対応できる技術職員（専門技術職）の
有無を評価に加える。


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17

