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技術職員のキャリアパス論

－頓挫した専門行政職俸給表適用に学ぶ－



1. 歴史から学ぶⅠ －専門行政職俸給表適用が頓挫した経緯－

2. 歴史から学ぶⅡ －技術専門官制度の問題点－

3. 新しい技術職員像 －高度専門技術職（仮称）－

4. まとめ
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本日の報告内容
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1977（S52） 国立大学協会が「研究技術専門官制度問題小委員会」を設置
＜設置の目的＞

イ）処遇が不明確であること。
ロ）給与上いわゆる「頭打ち」が生じていること。
ハ）高度の技術者の確保（採用並びに転出の防止）が困難となりつつあること。
ニ）在職者の意欲の向上、活性化を図る必要のあること。

※「研究技術専門官俸給表」試案に対して87大学中79％が賛成

1983（S58） 人事院が俸給表改正に伴い「専門技術職俸給表」構想を発表
イ）教室系技術職員を専門職とそれ以外に分離すべきであること。
ロ）あるべき専門職の数を理論値として提示すること。
ハ）その選考基準を制度的に確立すること。

※新しい俸給表適用については「高度の専門職」に限るとの方針を打ち出す

1985（S60） 人事院が専門的な知識、技術等を必要とする特定分野の職員の処遇の適正化を図るため、
「専門行政職俸給表」を新設
※ 教室系技術職員は条件整備できれば新俸給表を適用すると表明したが「機関間の比較にお
いて職務の程度、内容に差違があり、官職に必要とされる学歴・資格等に共通性がない」と
して適用を見送る
10月 文部省（当時）が専門行政職移行中間試案（1次案）を発表

イ）技術職を専門行政職へ移行する官職とそれ以外に区分する。
ロ）移行しない官職は在職者は引き続き行政職、新規採用者は教務職員とする。

問題点は現在とほとんど
変わっていない

全員移行は無理！
「移行できる」

「移行できない」の
基準を明らかにする

平成11年度 国立大学図書館協議会 図書館組織・機構特別委員会最終報告より引用（修正・加筆）
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1986（S61） 3月 文部省が「まとめの骨子」（2次案）を発表
イ）教室系技術職員を大学（高専）技術官と実験実習官に区分する。
ロ）大学（高専）技術官は教員と協同して技術開発をしたり、技術サポートをする。

実験実習官は教育及び研究にかかる実験及び実習の直接的な支援業務をする。
ハ）大学（高専）技術官は主任官、官、及び官補に区分する官職を設定する。

実験実習官は指導官、主任官、官、及び官補に区分する官職を設定する。
ニ）大学（高専）技術官は3,987名、

実験実習官は2,372名である。
ホ）大学（高専）技術官は技術系Ⅱ種区分の合格者をもって充てる官職とする。

実験実習官は技術系Ⅲ種区分の合格者をもって充てる官職とする。
へ）大学（高専）技術官に区分される在職者について「Ⅱ種相当の認定」は所属長が行う。
ト）大学（高専）技術官には「専門行政職俸給表」を適用する。

実験実習官は「行政職（一）俸給表」を適用する。
チ）大学（高専）技術官は専門行政職俸給表６級（事務局長相当）を最高到達級とする。

実験実習官は行政職（一）俸給表の７級（課長相当）を最高到達級とする。

10月 国大協（第四常置委員会）が文部省2次案への見解と3つの試案を発表
A案：組織化を含めて専門行政職への移行条件の整った大学から逐次実施。
B案：専門行政職に適合する職で組織化し、他は職階性の組織（行政職）として処遇。
C案：専門行政職の導入を目標としつつ、現行の行政職俸給表で諸条件の整備を行う（２段

階方式）。

大学（高専）技術官は
高待遇を想定
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1987（S62） 6月 国大協総会が第4常置委員会報告「技術職員問題について」を了承
C案（2段階方式）を採用

※組織化、研修制度の確立、資格認定制度の導入、予算的措置の実施の方針を打ち出す

11月 国大協総会が第4常置委員会報告「再び技術職員問題について」を了承
＜組織の単位＞

イ）全学を単位とするもの
ロ）大学の地区を単位とするもの
ハ）各部局を単位とするもの

＜組織化の方法＞
イ）業務内容による組織化：分析測定集団、情報処理集団等の専門職種にて組織化
ロ）教育研究体制による組織化：学部、学科、複数の学科を系統で組織化

※当面「ロ」を導入し、職員の職務（職種）を特定することを進め、将来の専門行政職適用
体系組織として、「イ」を構想していく行程も考えられる。
＜組織における官職の設置と配置基準＞

イ）教室系技術職員を専門職とそれ以外に分離すべきであること。
ロ）あるべき専門職の数を理論値として提示すべきであること。
ハ）その選考基準を制度的に確立すること。

※専門行政職は大卒Ⅱ種としていることから、上記による官職及び組織の整理後、大卒Ⅱ種
およびそれに準ずる職員で構成される組織と認定された場合は専門行政職へ移行されること
になる。留意すべきは、整理された実態によって移行の判断がなされるということである。
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1988（S63） 6月 国大協が第4常置委員会報告「『教室系技術職員の組織化について（照会）』に対する
各大学の回答のまとめと提言」を了承
＜まとめ＞

イ）技術職員の組織化については、大方の了承が得られたと考える。大学の規模別のモデ
ルの提示を求める意見が多いのでそれに対応して幾つかのモデルを示した。

ロ）指摘の多かった研修及び資格認定の問題については、専門行政職俸給表を目指した制
度措置を要するものと、各大学で自主的にできるものに分けて今後の進め方についての
考えを示した。

ハ）国大協として、各大学に対し組織化並びに技術研修についての検討はもちろん、学内
措置及び概算要求などの具体的作業にはいることを要請して頂きたいと考える。

ニ）全国立大学等に共通に適用できる研修及び資格認定制度とそのための研修については、
国大協として、第１、第４両常置委員会が文部省と国立大学共同利用機関の協力を得て
成案を得ることを希望する。

ホ）各大学においても教官のより一層の理解・協力を求めつつ、自主的検討と具体的作業
が推進されることを願う。

※専行職俸給表適用を前提として暫定的処置の組織化を推進

1989（H1） 6月 第４常置委員会「教室系技術職員の組織化と研修の現況に関するアンケート」実施
＜アンケートの目的＞
組織化と研修の現況及び問題点を把握し、各大学での検討や具体的作業の参考とすること。

研修を実施するための組織化が強調される
しかし研修内容等は各大学の自主性？
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1992（H4） 第４常置委員会「教室系技術職員の組織化と研修の現況に関するアンケート」実施
アンケート結果
９８大学中２１大学で組織化 ２５%
５５８３名中２９４８名を組織化５２．８％
※研修については、全学研修・部局研修が急増

1995（H7） 国大協が「教室系技術職員の専門行政職俸給表への移行について（要望）」を発表
※統一基準（適用範囲，資格基準，移行時の取扱い等）を提示

1996（H8) 人事院が教室系技術職員に対して専門行政職俸給表への適用しないことを表明
※人事院は最後まで自身の出した方針にこだわった

1997（H9） 11月 文部省が訓令第３３号「技術専門官及び技術専門職員に関する訓令」を制定
12月 文部省が文人給１７８号「国立大学、国立短期大学及び国立高等専門学校に置かれる

技術専門官及び技術専門職員の定数等について（通知）」を送付

1998（H10） 4月 技術専門官，技術専門職員制度発足

2004（H16） 4月 国立大学法人発足
※国家公務員から非公務員型法人職員へ



専門行政職移行問題の「教訓」
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国大協・（組合）

◯初級（当時）も含めてできるだけ多くの
技術職員を移行する

◯移行のための条件
・組織化して資格・基準を認定する
・基準を満たさない場合は研修を実施

《組織化することで課題をクリアできる》

文部省（当時）・人事院

◯国家公務員試験Ⅱ種相当以上

◯移行見送りの理由（人事院）
・公権力の行使ができる職種ではない
・学歴・資格等に共通性がない
・職務内容が著しく多様である

《専門行政職移行はあくまで個人の問題》

論点のズレ

妥協の結果

行政職（一）のまま組織をつくることで処遇改善を図る
訓令33号 技術専門官、技術専門職員制度



技術専門官・技術専門官制度

9

－文部省（当時）訓令33号－

（目的）

第一条 国立学校設置法施行規則（昭和三十九年文部省令第十一号）第三十一条及び第三十七条の規定によ

り，国立大学，国立短期大学及び国立高等専門学校（以下，「国立大学等」という。）に技術専門官及び技

術専門職員を置く場合の基準は，この訓令の定めるところによる。

（技術専門官）

第二条 国立大学等に，技術専門官を置くことができる。

２ 前項の技術専門官は，極めて高度の専門的な技術を有し，その技術に基づき，教育研究の支援のための

技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する

企画及び連絡調整を行う。

３ 第一項の技術専門官は，技術職員をもって充てる。

（技術専門職員）

第三条 国立大学等に，技術専門職員を置くことができる。

２ 前項の技術専門職員は，高度の専門的な技術を有し，その技術に基づき，教育研究の支援のための技術

開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに，技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査

研究を行う。

３ 第一項の技術専門職員は，技術職員をもって充てる。



技術専門官・技術専門職員制度の問題点

技術専門官の選考基準（8項目）
1) 職務に関連する技術系の国家資格試験（大卒程度以上）に合格した者 Ⅱ種相当
2）特許取得等の独創的な技術開発を行った者
3）学会賞等を受賞した者
4）科学研究費補助金等の公募採択型の各種助成金を受けた者
5）修士以上の学位を有する者
6）学会等において職務に関連する論文発表等を行った者
7）職務に関連する著作を発表した者
8）技術職員研修会等において講師の経験を有する者

10

教員の評価基準？

8項目の条件を満たしても
全員は技術専門官にはなれない結果として

選考基準を満たした上で組織を管理する技術長に技術専門官を付与
技術に関する資格や技術面での成果はほとんど考慮されない



行政職（一）俸給表
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級 職務内容

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
2.地方出先機関の相当困難な業務を分掌する係の長又は困難な業務を処理する主任の職務
3.特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務

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
3.府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
4.地方出先機関の課長の職務

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分掌する課長補佐の職務
3.府県単位機関の課長の職務
4.地方出先機関の長又は地方出先機関の困難な業務を所掌する課の長の職務 人事院規則9-8 別表第1

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
3.府県単位機関の困難な業務を所掌する課の長の職務
4.困難な業務を所掌する地方出先機関の長の職務

7級
1.本省の室長の職務
2.管区機関の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
3.府県単位機関の長の職務

8級 8級～11級は省略

○部下を持つことが前提

行政職（一）俸給表における格付けは，その組織（係・班・課等）
の長として部下を管理・統括することで付与される。

○同一業務を遂行することを前提とした評価

現在の業績評価は事務職員組織の評価を踏襲。集団で同一環境で業務
をすることを前提とした評価制度である。

○中途採用は不利

行政職（一）俸給表は試験採用が前提であるので選考採用や中途採用
は不利となる。



研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ
－研究力強化に求められる主な取り組み（技術職員関連分を抜粋）－

「マネジメント人材やURA，エンジニア等のキャリアパスの確立や研究時間の確保」
・技術職員のキャリアパス構築に向けた課題把握

〇若手研究者を技術面でサポートする人材
〇現状の体制では技術職員のキャリアパス形成には課題がある

「研究インフラの高度化・効率化・共用化」
・設備の維持・管理を行う高度で専門的な知識・技術を有する技術職員の育成

〇研究現場に密着して研究者の要求に応える専門的な技術力
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求められるスキルと俸給表や評価体制が大きく乖離している



新しい技術職員像
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高度技術専門職（仮称）
所 属：地域ブロック（全国）での雇用（クロスアポイント？）
俸給表：専門行政職俸給表（既存の俸給表の活用）
評 価：360度評価や業務実績等（技術研究会発表，共同研究数等）

技術職員
ポスドク

企業技術者

高度技術専門職
（仮称）

高度技術専門職（仮称）への移行

多くの人が納得できる移行基準の制定が必要

エビデンス（実績）+ 周りからの信頼性

例 専門技術分野の技術職員の集まりからの推薦

技術研究会等で〇回以上発表

各分野の技術認定制度の資格をクリア



高度専門技術職（仮称）と技術職員
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Ａ大学技術部

B大学
技術センター

C大学

D大学技術部

地域ブロック内（または全国）の異動

技術職員

高度技術専門職（仮称）
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専門行政職俸給表
級 標準的な職務

1級 専門的な知識、技術等に基づき独立して、又は上級の専門官の概括的な指導の下に業務を行う専門官の職務

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専門官の職務

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専門官の職務

4級

1.検疫所（支所を除く。）の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
2.植物防疫所の統括植物検疫官、統括調査官又は統括同定官（以下「統括植物防疫官」という。）の職務
3.動物検疫所（支所を除く。）の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
4.特許庁の審査に関する事務の調整等を行う審査官（以下「上席審査官」という。）又は審判官の職務
5.次席海事技術専門官の職務
6.先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官（以下「先任航空交通管制官」という。）の職務

5級

1.植物防疫所若しくは動物検疫所（以下「動植物防疫官署」という。）の部長又は特に困難な業務を処理する統括植物防疫官の職務
2.特許庁の困難な業務を処理する上席審査官又は審判官の職務
3.首席海事技術専門官の職務
4.特に困難な業務を所掌する先任航空交通管制官又は空港事務所の相当困難な業務を所掌する部の長の職務

6級

1.動植物防疫官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務
2.特許庁の審査長又は審判長の職務
3.困難な業務を所掌する首席海事技術専門官の職務
4.空港事務所の困難な業務を所掌する部の長の職務

7級
1.規模の大きい動植物防疫官署の長の職務
2.特許庁の特に困難な業務を所掌する審査長又は困難な業務を所掌する審判長の職務

8級 特許庁の極めて困難な業務を所掌する審査長又は特に困難な業務を所掌する審判長の職務
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○高度専門技術職（仮称）の設置を提案

高いポテンシャルとモチベーションを持続させる環境
キャリアパスの明確化，公平・公正な評価制度（多くの人が納得できる評価制度）

○専門行政職俸給表適用問題の轍を踏まない

高度専門技術職（仮称）の必要数を提示する → エビデンス
選考基準を制度的に確立させる

○高度専門技術職（仮称）に行政職（一）俸給表を適用しない

既存の俸給表の活用（例えば専門行政職俸給表など）

○設置可能な分野からスタートさせる

資格認定制度，専門分野からの推薦など

新たな技術職員像を確立させることで大学の教育・研究基盤力が向上！

まとめ（具体的な提案）



ご清聴ありがとうございました
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