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はじめに

大学技術職員組織研究会（以下，組織研究会）では，組織研究会会員を
対象として今後の活動指針の策定や文科省，国大協等への提案などを目的
として，技術職員組織の有無や現在の状況，技術職員の大学や社会への貢
献，技術職員の可視化の方法，機関を超えた活動などに関するアンケート
調査を行いました。なお，アンケートの回答は記述式がほとんどでしたの
で，キーワードでまとめて集計しました。

アンケート期間:2020年11月26日～12月2日
会員数 :214名（アンケート実施時）
回答者数:114名
回答率 :53.3％
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【組織の有無】同じ大学で複数回答されているので実数は不明であるが，ほとんどの大学で組織化されている。

【組織の形態】全学もしくは学部内組織がほぼ半数であり，センター内組織やその他の形態の組織は一部である。

【管理職の配置】回答者の62％が「管理職が設置されている」と回答しており，技術職員の管理職が徐々にではあるが定着
化している。事務職員の組織では管理職の設置は当たり前であるが，技術職員組織はそこまでには至ってい
ない。組織としては発展途上と言える。

組織の有無・形態・管理職について



【評価の実施】回答者の59％が「評価は規則に沿って実施されている」と回答しているが「実施されていない」「わからな
い」が41％もあった。国家公務員に準じて評価制度を導入されているにもかかわらず，規則の中に技術職員に
評価制度が導入されていないもしくは不明というは問題であろう。技術職員の評価について規則の中に記述さ
れているのかを確認すべきである。また記載がなければ記載するように働きかけをすべきである。

【評価者】評価者の中で最も多いのは「技術職員組織の技術職員である上司」の60％。しかし「事務⾧等の事務職員」15％
「配属先の教員」12％と技術職員以外が評価者になっているケースが少なくない。管理職の設置の有無や評価者が
誰なのかは組織の根幹に関わる問題である。事務組織に管理職が設置されていないことや評価者が技術職員や教員
ということはあり得ないので，この点だけをみても技術組織が未成熟であることがわかる。
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【技術交流・情報交流】
「他分野の技術職員との関連業務ができた」
「自分の専門以外の分野の技術職員と交流を持つことができた」
※組織化したことで数多くの人や異分野の技術職員と交流の機会が増
えそれが新たな業務の獲得や情報の共有につながっている。
【予算配分】
「技術部として予算がついた(旅費や物品費，研修活動費など)」
「業務に必要な物品（PCなど）や研修等に参加するための旅費を支給
してもらえるようになった」
※予算確保ができたことは組織化としての大きなメリット。
【人事評価】
「技術職員の業務やスキルの可視化・一元的な評価による活性化」
「評価が公正になされ，頑張りも処遇に結び付くのでモチベーション
が上がる」
【処遇改善】
「処遇が若干改善した」
「総括技術専門員（5級相当）が生まれた」
【その他】
「職種として学内・学外に認知されるようになった」
※人事評価や処遇改善なども組織化による大きなメリットである。

組織化して良かったこと（自由記述）
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組織化して良くなかった（悪かった）こと（自由記述）

【組織運営・評価】
「やる気のない者がトップになると何も進まない」
「好き嫌いで後継者（ポスト）に推薦している場合がある」
「形式的な面談はあるが，業務内容の評価に関する話は全く出てこな
い」
「少数だが部下の言うことをよく聞かず，威圧的な態度を取る上司も
いる」
※組織化したことで人と人との交流が多くなったことに摩擦が生じた
ものと思われる。これまで組織の運営に関わらなかった人がいきなり
組織のトップとして位置付けられるようになったり，年功序列で選出
されたりする点も不満を増⾧する要因となっている。

【多忙化・複雑化】
「意思決定に時間がかかる」
「組織化としての共通の仕事が追加されたため仕事の総量が増えた」
「問題ある技術職員は技術部で対応しなければならなくなった」
※組織を運営するうえで意思決定に時間がかかることや組織運営に関
わる業務の増加はやむを得ない面もあるが，組織化することで新たな
課題も生じているように思われる。
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組織に求めるもの・足りないもの（自由記述）

【評価・キャリアパス】
「技術職員としての評価基準を明確にする」
「半年毎の面談で業務目標を設定するが，その目標に関すること以外
の業務では評価をしてもらえないように思う」
「複数の組織へ兼業している様な状態なので，評価がしっかりとされ
ていない。また，そのため職員への業務指示がうまくいっておらず，
業務量に差が大きく出ている」
※技術職員のキャリアパスは文科省の委員会等でも指摘されており，
課題となっているが，現場からもキャリアパスの明確化や公正・公平
な評価制度の導入が求められており，課題解決に向けて取組むべき。
【待遇改善】
「処遇の改善(専門員の増加），組織の一元化(上位ポスト確保)」
「事務系と同様の管理職手当の支給を」
【意識改革】
「組織として業務を行うという意識改革」
「技術職員同士で集まる機会そのものを管理職の方々が提供するとい
う意識が足りない」
【人事】
「予算や人事権がないため，安定した技術力向上の機会や人員の最適
な配置が難しい」
※組織を運営するためのポストや予算，人事権など組織活動をする上
で当たり前のことが整備されていない。
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大学に対する貢献や成果（自由記述）

【地域貢献】
「地域貢献イベントの協力，国際交流イベントの協力」
「イベントのビデオ撮影，ネットワーク中継等の技術支援」
「出前授業，受託分析，学会等の委員，技術アドバイザー」
※大学に対する貢献としては地域貢献が最も多い。内容は多岐に渡っ
ており，技術職員としての専門技術を活かした貢献も多い。
【安全衛生・管理】
「排水規制のためのpH測定，薬品管理，放射線管理」
「安全衛生活動（見回り)，作業環境測定」
「安全衛生に関する講習会の実施」
※安全衛生・管理も技術職員にとって貢献しやすい業務であり，いろ
いろな形で安全衛生・管理業務に携わっている。
【共用・共同利用】
「受託事業，共同利用機器の運用」「機器リユースシステムの開設」
【コロナ対策】
「動画撮影及び編集で感染症対策」「講義等のZoom操作確認支援」
「リモート授業（実習）教材の製作・運用」
「遠隔授業のシステム開発」「フェイスシールドの作成」
※コロナ対策においても機敏に対応して実践的にさまざまな分野で貢
献している。
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技術職員の可視化の提案（自由記述）

【情報発信】
「持てる技術力や実績を公開し学内にPRする」「業務の公開」
「業務依頼システムによる業務の見える化」
「所内外への業務内容の紹介，所のイベント運営に事務職員のオマケとして参加
するのではなく何か企画する(広報活動も業務として行う)」
「研究で困ったときに，どこに相談・連絡すればいいかがわかること」
「技術職員の連名掲載を積極的に教員，事務職員へ働きかける（全学的プロジェ
クト獲得，外部資金獲得，学内イベント，対外的イベントなど」
「受託分析は金銭的なやり取りがあるのでわかりやすいが，数値化しにくい業績
を評価し，技術職員の存在意義を可視化する必要があると考える。」
「就職説明会への参加，出前授業などの地域貢献は公に対する有効な手段だと思
います。機関内に対しては，研究者の意図を汲んだ企画を技術職員が開催するな
ど，技術職員が情報発信することで認知度はあがる」
【研究・業務発表】
「業務を行なったことによる成果物を報告書に纏める(研究支援件数・教育支援
人数・機器の稼働時間・外部資金獲得金額など）」
「組織内での業務報告会。HPなどでの業績報告」
「通常業務のデーター化（業務依頼システム），特別業務依頼のデーター化。実
験装置の製作を行った教員や学生・院生の論文等への氏名記載」
「組織内や対外的な発表(技術発表会,技術研究会など)や成果物(技術報告書など)
であると思う。昔は技術職員も学会発表などしていましたが，現在は研究業務が
制約されている面があるため，それらによる可視化は難しいと思う」
【イベント開催・参加】
「全学対象の技術職員主催（総合技術部主催）のイベントを開催する。技術職員
の業務を開示できる場を設ける」

※「可視化」の提案はこのアンケートにおける最重要
課題である。技術職員の「可視化」は文科省の委員会
や国大協など各方面で話題となっている。ここで示さ
れた可視化の提案を，各機関の技術部（技術職員）が
参考にして，大学構成員（教員，事務職員，研究員，
学生）や社会に示していくことが重要である。
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※研究支援，教育支援に関わる技術職員が多いのは当然であるが，研
究支援に絞っても，複数の技術分野にわたって記載されている人もい
れば，一つだけの記載の人もいる。このアンケートだけでは実態を把
握するのは難しいがさまざまな業務の形態がある。
複雑な業務形態を有することが技術職員の「評価」を困難化させてい
る大きな要因である。

安全衛生・管理，地域貢献，事務との連携に関わっている人も多く，
こうした業務は大学としては重要ではあるが業績として示しにくい。
こうした業務をどのように評価していくのか?難しい課題である。

その他の業務として示されたのは「解剖慰霊祭業務」「マイスター
学生（学部2,3年生）に対する教育・技術指導」「公的資金の申請書作
成，採択された公的資金の運用管理」「（臨時）衛生検査所の精度管
理・技能講習の実施，（臨時）衛生検査所の事務処理」「就職支援
（就職資料の整理やウェブサイトの運営）」などがあり，技術職員の
業務の多様性を示している。



遠隔操作プロジェクトへの参加
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組織研究会として取り組んでいる「遠隔操作プロジェク
ト」に関する設問であるが，このアンケート報告のつぎにこ
れまでの成果とデモンストレーションを行うので，「想像が
つかない」と回答された方は参加が可能であればぜひ参加し
ていただきたい。
分析装置等を自宅や学外から遠隔で操作するものであるが，

それ以外でもパソコンを外部で操作できれば可能な業務など
あれば，ぜひ活用していただきたい。
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【業務の位置付け】
「通常業務の一部として認めてもらえれば一番良いが，認めてもらえ
ない場合に，自身の技術向上以外に貢献する意義が共有できるか」
「いまのルールでは職員が他大学主体の業務にあたると職務専念義務
違反に問われる可能性があると考える」
「提案者個人名ではなくて，主体となる機関からの募集があれば，業
務として対応できる」
「本学の業務と認められるかのみ」
※大学を横断するプロジェクトを行う場合，「業務としての位置付
け」が障害となるという回答が最も多かった。組織研究会という任意
の団体ではなく，文科省のプロジェクトであったり特定の大学が運営
するものであれば参加可能となる場合もある。
【予算】
「予算措置（初動予算，活動予算の配分）」
※業務としての位置付けに加えて，予算措置と回答する人も多い。職
務専念が求められるため，大学を横断するような予算執行は困難であ
る。こうした点も制度改革を進める必要がある。
【命令系統】
「管理職の技術職員が認めなければ業務として認められない」
「組織としてはっきり見える成果がないと許可をしてくれない」
※上司（管理職）の許諾が必要という回答も多い。大学にとってメ
リットがある業務であるという実績を示す必要もある。



大学横断プロジェクトへの障害克服に必要な制度

【管理者】
「管理者の理解と実行力」
「技術部運営会議で審議し，位置づけ･予算･評価等についてのコンセ
ンサスを作り，全技術職員に公開，参加しやすい雰囲気を醸成する」
「 視野が広い管理者がいて，それを認知している体制」
「大学，研究機関を越えた（オールジャパン）技術職員組織を統括す
る権限と予算を持つ組織制度。しかし実現は困難と思われるので，ま
ずは技術職員組織の管理職（代表者）の連絡会議（全国技術職員代表
者会議?）の設立」
「視野が広くPIを説得させられる高い能力があるマネージャーがいる
体制」
※管理者の理解や参加する仕組みづくりが必要との回答が多い。学内
だけでなく学外との連携体制の構築を望む回答もある。
【大学の方針】【国・文科省】
「科研費（奨励研究）のような教員や事務職員に認知された各大学公
認の制度」
「大学横断プロジェクト事業等を文科省の管轄下で実施する。こうし
たプロジェクト事業が認められれば予算等も大学から捻出しやすい」
「大学間で協定を結んで予算枠を確保するとか」
※大学内で制度化もしくは文科省指導や大学間協定など制度を新たに
構築していく必要がある。
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まとめ

【技術組織】
〇多くの大学で組織化されており，組織化されたことによるメリットも多い。
〇しかし評価やキャリアパスなど不透明であるという回答も多く見られた。
〇また，組織として当然配備されるべき管理職や予算措置が無い組織もあった。

【技術職員の業務】
〇専門分野だけでなく，さまざまな分野で技術職員が大学・社会に貢献している。
〇しかし業務内容が多岐に渡っているため，公正・公平な評価は困難。

【大学横断プロジェクト】
〇技術職員個人の裁量では参加は難しい。
〇文科省等による制度化や大学間協定など機関（大学）の業務としての位置付けが必要。

【技術職員の可視化】
〇技術職員の可視化は重要であり多くの提案が示された。
〇回答で寄せられた「可視化に関する提案」を参考資料としてまとめる。



技術職員の可視化に関する提案①

1 業務規模の拡大，全学イベント

2
技術職員が普段どの様な業務を行い，また技術的にどの様なことが可能なのか，情報を発信する。
技術職員の研究・業務発表会など。

3 論文などの研究成果

4 地域貢献につながるイベントの企画・立案 ホームページなどによる情報発信

5 業務の宣伝だと思う。見ない，見ていない人々に見せる必要がある。

6

各技術職員がどんな技術を持っており，今までどのような業務を行ってきたかを把握する。
適材適所を考慮して，教育・研究への技術支援を行い，全学的な各種イベントに参画することで，大
学経営に寄与することが重要だと思います。

7
誰が何をしているか上司が把握すること。 仕事量やスケジュールの管理ができること。
出張・研修・超過勤務の命令が正しく出せること。

8

技術職員が「可視」ではないという意味の一つに，成果がわかりにくいということがある。研究補助
や，分析機器の管理など，研究を行う上で重要な職務であるにもかかわらず，論文の謝辞は業績に入
らない。受託分析は金銭的なやり取りがあるのでわかりやすいが，数値化しにくい業績を評価し，技
術職員の存在意義を可視化する必要があると考える。

9 各大学に留まらず，他大学との交流（国内外含め）ができるようなイベントや事業

10
可視化とは:技術職員の業績，スキルにアクセスできること。
可視化の提案:技術職員の相互ネットワークの促進。スキルアップの機会を増やす。

参考資料



技術職員の可視化に関する提案②

11
業務を行なったことによる成果物を報告書に纏める。（研究支援件数・教育支援人数・機器の稼働時
間・外部資金獲得金額など大学が進めている目標に対する貢献度を数値化すること）

12
大学全体への貢献度向上のため，持てる技術力や実績を公開し学内にPRすること。
実施した業務を整理・分析し，技術部としての強さ・弱さを把握し，広報を通じて学内周知すること。

13 業務依頼システムによる業務の見える化 組織立った大学への貢献

14 全学的に組織をアピールする機会とプロジェクト

15 組織内での業務報告会。HPなどでの業績報告。所内での講習会などの企画運営。

16 ・科学体験教室等の対外的な活動の実施 ・競争的資金の獲得等

17
高度・特殊なスキルや研究実績をもった，大学内の職人（専門家）集団といったような地位・印象を
得ること。

18
技術職員の現在の業務を可視化する，現在の技術力（スキル）を可視化する。それだけではなく，教
員や大学，社会からの技術職員に対する要望（ニーズ）を可視化する。

19
全学への貢献。相談されやすい環境の構築。業務の明確化。技術の連携。処遇の改善。職員の孤立を
防ぐ。

20 自分自身の技術職員としての活動をまとめたスライドを作成し，学内限定で公開する。

21

個々の技術職員次第なところはあります。もともと存在感のある技術職員はすでに研究科や専攻で教
員らと同等に各種委員会で目立っております。逆に，おとなしい職員は，埋もれてるのでそんな人の
ための可視化が必要な気はします。



技術職員の可視化に関する提案③

22 産学連携

23

やはり，組織内や対外的な発表（技術発表会，技術研究会など）や成果物（技術報告書など）である
と思う。なお，昔は技術職員も学会発表などしていましたが，現在は研究業務が制約されている面が
あるため，それらによる可視化は難しいと思う。

24

技術職員の業務が見えない，分からないとよく言われるが，そもそも事務職員の業務も見えない，分
からない。技術職員の可視化が必要という時点で，事務職員より待遇が極端に悪いと言える。また，
大学としての機能不全があるとも言えることになる。そんな不満を言っていても仕方がないが，見え
ないなら見せるために，理事，執行部を検討の場に巻き込み，検討させてはどうかと思う。参加しな
いのならば可視化が必要と言う資格が無い。教員については，組織化以降の技術職員の関わりの拡大
に伴い，理解が増しているため，業務拡大と業務に対応できることをしつこく宣伝することで一定レ
ベルの効果を出せる。しかし，広範囲で教員からのリクエストに答えられる専門に限定されるという
問題がある。

25 事務局との共同作業（安全衛生・管理，防災，情報システムの管理など）に専門的な立場で関与する。

26
同じ部署以外の教職員からすると何をしているのか分からないと思われるので，業務内容のアウト
プットが必要かと思います

27

組織の可視化:教員間もしくは技術職員間の所属部署の共有，技術職員の構成比の評価（年齢，性別，
勤続年数，分野別など）
人材の可視化:スキルもしくは成果の評価と共有，委員会等の設置による名簿化（派遣職員等の勤務
地に人事登録のない技術職員についても把握できる仕組み）
運用の可視化:雇用の原資となる資金，給与分布，各業務に対するエフォート率内訳（研究と教育に
対する寄与率の評価），勤務契約の実態



技術職員の可視化に関する提案④

28 業務範囲の明確化 給与・昇給・待遇等の基準の明確化

29 全学イベントへの参加 資格講習の講師

30 実業務として，日々何をしているかまとめること。

31
大学が行なっている研究・教育・運営の中で，明確に技術職員が行うべき領域を定め，そこの成果を
明確化すること。

32 全学的なイベントへの組織としての参加

33
全学対象の技術職員主催（総合技術部主催）のイベントを開催する。技術職員の業務を開示できる場
を設ける。

34

公に対しては，就職先を考えた時に「技術職員」という選択肢が自然と入ること，機関内においては，
「あの人，何やってる人なの?」と事務方や研究者に言われないこと，「とりあえずあの人に相談す
ればいいよ」と言われる存在になることが可視化できている状態だと思います。
今年はコロナで開催されませんでしたが，就職説明会への参加，出前授業などの地域貢献は公に対す
る有効な手段だと思います。機関内に対しては，研究者の意図を汲んだ企画を技術職員が開催するな
ど，技術職員が情報発信することで認知度はあがるのではないかと思います。

35
技術部や技術職員はどんな技能があってどんなことをしているのか，また職員毎のタスクの積まれ具
合を明確にすること。

36 業務内容の公開

37

（私のところでは，）誰がどの技術を持っているか?何の業務をしているか? 集約がされておらず，
情報共有がされていないことが問題であると思うので，まずは各々の技術や業務を言語化してまとめ
ることで，少しは可視化できるのではと思います。



技術職員の可視化に関する提案⑤

38 HP等による情報発信，プレゼン能力の向上，学会，研究会での発表。

39
所内外への業務内容の紹介，所のイベント運営に事務職員のオマケとして参加するのではなく何か企
画する（広報活動も業務として行う）

40 ・業務の成果を金額で示す。

41 活動内容の発信，全学的なイベントへの参加

42 「何をしている」，「何ができる」存在なのかを明らかにする。

43 組織名ではなく自身の名義で企画し責任を負う企画実施

44
技術職員組織が部局として位置づけられること。このことにより，学内外より存在が明確になる。
地道なこととして，単発的な業務(部局を超えたものや学外行事)を支援し，関係者へ可視化すること。

45 各技術職員が持つ技術の把握

46 需要⇔供給，何が求められていて⇔何ができるか

47
年に一度でも良いので，事務職員，技術職員が顔を合わせる機会が欲しい。研究室以外の交流がない。
技術職員の知り合いがいないので，キャリアモデルがない。他大学は参考にならない。

48 業務の透明化（組織全員の業務と量の把握）

49
業務内容をオープンにすること。一人ひとり業務が異なっているので，自分以外の人がどのような業
務を行っているのかがわからない。

50 技術，成果のPR

51 例えば，表彰された場合の評価基準，選考理由，表彰された場合にもっと大々的に公表する。



技術職員の可視化に関する提案⑥

52 技術職員の職務・職域が明確であること，およびそれについて教員・事務職員の理解があること

53
様々な場での業務の紹介，様々というのは，対象者（学⾧，理事，教員，事務職員，URA，学生...），
場所（学内，研究会，学会...）

54
まずは学内で認めてもらうために，組織があるというためのHP作成や，名簿掲載。学内外への業務
紹介，請負。 それを報告できる場を作る。

55 技術職員間の業務の把握。誰がどのような業務をしているのか不明な部分が多い。

56
各自が持つ技術の公開

57
成果報告書の発行，発表会の開催。
保有技術の案内書等，パンフレットの作成，配布。

58
研究で困ったときに，どこに相談・連絡すればいいかがわかること。○○の装置のことだったら技術
部の△△さんといわれるようになること。（ちなみに業務範囲の拡大はやめた方がよいと思う）

59

可視化＝いろいろな意味があると思いますが，技術職員は何をしている人かわかるという意味かと思
います。アイディアはないですが，例にある業務範囲の拡大はやり方を考えないといけないように思
います。

60 技術職員が何をしているのか?それが誰に対するどのような成果につながっているのか，の情報発信

61 大学組織内での技術職員の位置づけが明確になり，教職員に認知されること。

62 可視化とは，成果を実利として証明できること。 まずは書類と会議のデジタル化を目指す。

63 学外からみて，すぐ分かる組織。 組織図をわかりやすくする。



技術職員の可視化に関する提案⑦

64 存在の可視化。どこに誰がいて何をしているか（何ができるのか）

65
例えば，研究会や研修会またホームページにおいて，業務・成果発表・紹介を行うことによる，技術
職員が行っている事の可視化等だと思っています。

66 どんな仕事をしており，どんな評価がされているかが全くみえないので，その点を明らかにすること。

67

・表彰，地域貢献イベント，競争的資金獲得など，周知できる内容は教員と同じように学内HPもし
くは公式HPで公開する ・技術職員の連名掲載を積極的に教員，事務職員へ働きかける（全学的プ
ロジェクト獲得，外部資金獲得，学内イベント，対外的イベントなど。個人名でなくても技術部名で
もいい） ・技術職員の業務管理，勤務管理を充実させ，機会があれば学内部署や教員組織に公開す
る（教員や事務職員は，技術職員の業務内容や業務遂行時間が見えにくい。サービス残業が多く，技
術職員はラクだと思われがち）

68
現在，行っているが，通常業務のデーター化（業務依頼システム），特別業務依頼のデーター化。実
験装置の製作を行った教員や学生・院生の論文等への氏名記載。

69 技術業務の文面化以外には無いと考えています。非常に困難ではあるが，表現する必要がある。

70

技術マップや技術相談窓口を作ってその成果として業務報告，技術報告をしっかり公開していくこと
が重要。 研究者１に対して組織で支援するような仕組み。その積み重ねで大学に技術力を示してい
く

71 業務内容の明確化，技能のレベリング，公開講習

72
教員，事務職員と協働が不可欠かと思います。そのためには広い視野を持って多くの教員，職員（場
合によって学生）とのコミュニケーションが重要ではないでしょうか。

73 日常業務内容のPR



技術職員の可視化に関する提案⑧

74

私は事務職の仕事は範囲が広すぎて一部しか見えていないと思うが，事務職から見た技術職員もどん
な仕事をしているかあまりわかっていないんじゃないかと。外部に発注したら〇〇円かかる見積りが，
技術職員が製作したら△△円で製作できた（経費の節減）や，教員の論文に「この装置は技術部の〇
〇が作製した」等の共著の形で入れてもらうなど。

75
共通業務に携わっていない人がどんな仕事をしているかわからないので，大学広報のように技術職員
広報を作って仕事紹介をしていく，など。

76 業務内容の見える化

77

「可視化」は理想論で幻想だと思う。一生言われ続けると思って，目の前にある，やるべき業務をこ
なしていくべきだと思う。見ている人は見てくれているので，その他の人にまでわかってもらう労力
がもったいない。 どうしても必要，というのであれば，それ専門の人を設置するべきだと思う。

78 “可視化”とは，大学事務や世間一般からの認知度を上げる事でしょうか?

79 教員，学生と深く関わること

80 大学への貢献度の見える化 自らのアピール不足もあるのではないでしょうか?

81
新規研究技術支援の積極的なアプローチや開拓，保有する技術のインフォメーションやプレゼンテー
ション，依頼業務のリスト化と公開など

82 教員等への技術職員の業務および技術の周知



技術職員の可視化に関する提案⑨

83

どの大学でも技術部内の大枠で機械，電気，土木建築，情報等の分野ごとに班やグループに分かれて
いると思いますが，その中でも更に個人ごとの専門分野や業務範囲・実績を明確に示すことだと思い
ます。自分の強みは何かを学部内外の教員にPRしながら業務を受けて更にスキルアップして，今度
はもっとレベルの高い業務を受け研究支援実績を積み重ねる。このサイクルが大学における技術職員
の存在価値を高めるのに必要だと思います。

84 業務内容，スキルアップなど。

85 業務分掌があり，業務内容が誰から見ても明確であること

86 HP，SNSなどで技術職員の仕事を紹介する。

87

現状として技術職員全体としての貢献度や寄与度を多角的な指標を基に可視化したり，大学法人と現
場のそれぞれのニーズと働く人の感情やモチベーションと理由，それぞれの課題を粒度を分けて，並
べる必要がある

88

各技術職員がどんな技術を持っていて，どんな仕事をやっていて，どんな成果を上げているのか，こ
れを学内のみならず学外にも広く知らしめる。ただし，これには自分たち(技術部)による自己発信力
を持たなくてはいけない。年報作って終わりではいけない(誰も読まない)

89 大学への貢献度の数値化（どの程度稼いだかとかどういった仕事を何件何時間こなしたか等）

90
業務内容の共有（可視化）。業務が集中している場合にはそれを他の職員に割り振って業務量を均等
化する。


