維持管理⑴ 特集

「社会資本メンテナンスの確立に向けた
緊急提言：民間資格の登録制度の
創設について」の概要
国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
国土交通省 大臣官房 技術調査課
国土交通省 大臣官房 公共事業調査室

1.

はじめに

①

点検・診断に関する資格制度の確立

②

維持管理を円滑に行うための体制・地方公共
団体等の支援方策

③

る化

わが国の社会資本ストックは高度経済成長期に
集中的に整備され，今後急速に老朽化することが

維持管理・更新に関わる情報の共有化・見え

④

メンテナンス技術の国際化

懸念されており，社会資本の維持管理・更新につ

このうち「①点検・診断に関する資格制度の確

いては，国のみならず，社会資本の多くを管理し

立」については，平成26年 8 月18日に開催された

ている地方公共団体等を含めた，わが国全体の大

技術部会の審議を経て，「社会資本メンテナンス

きな問題となっている。

の確立に向けた緊急提言：民間資格の登録制度の

このような中，国土交通省では，平成24年 7 月
に国土交通大臣から社会資本整備審議会および交

創設について」を同年 8 月22日公表した。本稿で
は本制度の提言について，簡潔に紹介する。

通政策審議会（以下「審議会」という）に「今後
の社会資本の維持管理・更新のあり方について」

2.

の諮問が行われた。

資格制度を取り巻く現状と課題

本諮問を受け，審議会は，社会資本整備審議
会・交通政策審議会技術分科会技術部会（以下

第 1 章「資格制度を取り巻く現状と課題」で

「技術部会」という）にこれを付託し，さらに技

は，答申・法律等における資格制度の方向性，地

術部会では，社会資本メンテナンス戦略小委員会

方公共団体における資格の活用状況，点検・診断

（以下「小委員会」という）を設置して，平成25

等の資格に関する課題等について整理がされてお

年12月25日に答申をとりまとめたところである。

り，以下にその概要を示す。

答申では，国土交通省や地方公共団体等が重点的
に講ずべき具体的な施策について提言を行った。

⑴

答申・法律等における資格制度の方向性

平成26年 4 月以降，小委員会では，答申を受

メンテナンスを確実に実施するための資格制度

け，施策の具体化に向け引き続き検討を行うべき

については，審議会の答申である「今後の社会資

事項として，以下 4 点の検討を行っている。

本の維持管理更新のあり方について（答申）」（平
成25年12月）で重点的に講ずべき施策として提言
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されるとともに，
「インフラ長寿命化基本計画」

条件もさまざまである。

（平成25年11月：インフラ老朽化対策に関する関

他方，法令改正や基準・マニュアル等の見直

係省庁関係会議），「国土交通省インフラ長寿命化

し，技術開発の進展等，昨今，点検・診断等に求

計画（平成26年 5 月）
」においても，検討が位置

められる知識・技術は着実に変化してきている。

付けられている。

このような状況を踏まえ，点検・診断等の資格

さらに，本年 6 月に改正された「公共工事の品
質確保の促進に関する法律（品確法）
」において

に関する課題は，以下のとおりである。
①

点検・診断等の業務に必要な技術の明確化

も，公共工事に関する調査および設計の品質確保

さまざまな内容や技術水準の資格を，点検・診

の観点から，資格等の評価のあり方等について検

断等の業務内容や特性に応じて適切に活用するた

討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ず

めには，あらかじめ点検・診断等の業務の実施に

ることが規定されている。

当たり必要となる技術内容・水準を明確にする必
要がある。

⑵

地方公共団体における資格の活用状況

②

技術者の確保

国土交通省では，地方公共団体に，点検・診断

今後，建設後50年以上経過する社会資本の割合

等の業務に関する現状での取り組み，および今後

が急激に増加することに従い，点検・診断等の業

の方向性等についてアンケートを行った。

務も増大することが予想されることから，点検・

その結果，点検・診断等の業務を確実に実施す

診断等の業務を適切に履行できる技術者の育成・

るために，現在，都道府県・政令市の 8 割以上で

確保が必要である。

発注業務における配置技術者に資格要件を設定し

③

新しい基準・マニュアル等への対応

ており，また，今後の方向性についてはほぼ全て

今後，多くの分野で，これまで得られた知見を

の自治体で「業務における配置技術者に資格要件

踏まえた各種基準・マニュアル等の見直しや拡充

を義務化」と回答があった。

が行われることから，点検・診断等を実施する技

また，その他の市区町村では現在「特別な取り

術者は，常に新たな基準・マニュアル等に基づ

組みを行っていない」という回答が最も多かった

き，確実に業務を実施していくことが求められる。

が，今後の方向性については全体の半数程度が

④

「業務における配置技術者に資格要件を義務化」
と回答があった。

メンテナンス分野での新たな技術の導入
各施設分野において，今後，メンテナンス技術

が急速に進展し，その活用の推進が図られること

このように，アンケート結果から，地方自治体
では点検・診断等を確実に行うために，業務の実

から，これらの技術を修得している技術者を育
成・確保していく必要がある。

施に際しての資格要件の義務化の検討が強く求め
られていることが明らかとなっている。
⑶

3.

目指すべき資格制度

点検・診断等の資格に関わる課題
現在，社会資本の点検・診断等に関連する国家

第 2 章「目指すべき資格制度」では，点検・診

資格や民間資格には，施設分野の分類が存在する

断等に必要な知識・技術の明確化と民間資格の評

資格（例：道路，河川，港湾），特定の材料の点

価・活用を図るための資格制度構築の必要性，
「国

検・診断等に特化した資格（例：コンクリート，

土交通省」「地方公共団体」「民間資格を運営する

鋼）
，点検・診断等に関する特定技術に特化した

団体」が担うべき責務を踏まえた上で，目指すべ

資格（例：特定点検機器の操作技術）等，さまざ

き資格制度の方向性について，以下 3 点整理して

まな類型が存在し，また一つ一つの資格の付与の

いる。
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⑴

法令・基準等に基づき確実に点検・診断等が

め，最新の点検・診断技術等を修得した技術者を

実施できる技術者の確保

評価する資格制度を構築すべきである。

関係法令のほか，各施設分野において定めてい
る技術基準，点検要領などを適確に理解し，これ

4.

らの基準等に基づく点検・診断等を着実に実施で

資格制度の対象とする施設等

きるレベルの技術者を将来にわたり確保していく
第 3 章「資格制度の対象とする施設等」では，

べきである。

本提言を踏まえ，今後国土交通省が創設する民間
⑵

点検・診断等の発注業務単位と連動した資格

資格の登録制度について，対象とする施設・業

制度

務，技術水準等について整理がなされており，そ

点検・診断等の民間企業への発注は，通常，橋

の概要を以下に示す。

梁，堤防等の対象施設ごとに行われている。また
⑴

その発注の単位は，おのおのの施設の特性に応じ

資格制度の検討対象とする施設・業務，資格

て，点検や診断の業務を分割して別々に発注する

の登録区分等

もの，統合して一体的に発注するものなど，さま

今回の小委員会で資格制度の検討対象とした施

ざまである。効果的・効率的に業務を実施してい

設・業務の一覧，および資格の登録区分は図― 1

くためには，対象施設ごとの発注業務単位の範囲

のとおりである。なお，今回検討した施設・業務

にできるだけ合致した資格の活用を図るべきであ

は当面検討を急ぐべき施設・業務として挙げられ

る。

たものであり，今後その他施設・業務についても
段階的に拡充を図るべきである。

⑶

最新の点検・診断技術等を修得した技術者を
⑵

評価する資格制度

施設の点検・診断等の対象や内容の中には，長

日々進歩するメンテナンス技術に対応するた

施設分野

道路

対象業務の技術水準

砂防

海
岸

港
湾

空
港

公
園

対象
業務
点 検
診 断
補修設計
資格の登録区分:

管理技術者に資格を有することを求める
担当技術者に資格を有することを求める
管理技術者と担当技術者両者にそれぞれのレベルの
資格を有することを求める

（注） 今後，検討対象となる施設・業務が追加される可能性がある。
下水道管路施設における「調査」業務は「点検」に含まれる。
本表以外に，港湾施設における「計画策定（維持管理計画）」の業務分野は個別に
検討する。

図― 1

資格制度の検討対象とした施設・業務の一覧，資格の登録区分
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大橋など特殊性が高いものや高度な技術を必要と

内容は異なるが，おおむね以下の知識等につい

するものもあるが，施設数では圧倒的に数の多い

て，資格付与試験時に問われているか確認を行う

地方公共団体が管理する施設における点検・診断

べきである。

等での活用を念頭におき，当面は一般的な施設で
通常必要とする技術水準が確保できることを目指

【確認すべき資格試験等の実施内容（技術的事
項）】

すべきである。

①

法令に関する知識

②

技術基準，マニュアル等に関する知識

入札契約制度等での活用を図るため，必要とす

③

工学的基礎知識

る技術は，業務発注における技術者の役割（管理

④

経験

技術者，担当技術者）に対応したものとすること

⑤

点検技術，点検方法に関する知識

が望ましく，必要によりそれぞれのレベルに応じ

⑥

診断技術，診断方法に関する知識

て必要となる知識・技術を明確にすべきである。

⑦

補修設計技術，補修設計方法に関する知識

⑷

資格取得者の管理体制

⑶

対象技術者のレベルに応じた評価

5.

民間資格の登録要件等

資格を付与した技術者が広く社会に認知・評価
され，実際に活用されるよう，資格付与事業等を

第 4 章「民間資格の登録要件等」では，民間資

運営する団体が，資格を取得した技術者に対し，

格の技術的な水準の維持や資格付与に当たっての

付与した資格を証明するための合格証や認定証の

公正かつ適正な手続き，有資格者を将来にわたっ

発行をしているか確認を行うべきである。

て確保していく観点から，国土交通省が民間資格
を登録する際に評価すべき項目（登録要件）を整

⑸

理しており，その概要を以下に示す。

資格取得後の更新規定
資格付与事業等を運営する団体が，更新制度を

採用しているか，更新時に維持管理に関わる最新
⑴

団体の運営管理体制

の知見の修得を確認しているか等について確認を

資格付与事業等を運営する団体が，安定的な資

行うべきである。

格付与事業を行っているか，社会的な信用を得ら
れているか等を確認するために，団体の組織体制
や財政基盤の確認を行うべきである。

⑹

資格の消除規定
資格付与事業等を運営する団体が，不良・不適

格な資格取得者に対し，資格を剥奪するための措
⑵

資格付与試験等の運営・審査体制
資格付与事業等を運営する団体が実施する試験

置として，資格の消除規定を設けているか確認を
行うべきである。

等の運営・審査体制が，適正かつ公正な体制のも
とで実施されているか確認を行うべきである。
⑶

6.

 間資格の評価・登録の
民
プロセス

資格付与試験等で求める技術的事項
資格付与試験等の内容は，国土交通省が求める

第 5 章「民間資格の評価・登録のプロセス」で

知識・技術と同等以上であることを適切に問うも

は，国土交通省が民間資格を評価・登録する際の

のであることが必要であり，対象施設・業務，対

一連のプロセス，各プロセスにおける留意点が整

象技術者のレベルにより，確認すべき項目，その

理されており，その概要は図― 2 のとおりである。
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① 国土交通省による登録要件ならびに点検・診断等に必要な知識・
技術の明確化
・国土交通省が，民間資格の登録要件とともに，点検・診断等の業務を実施する
に当たり必要とする技術水準，求める対象技術者のレベル管理技術者，担当
技術者）について，告示等の方法により対外的に広く示すべきである。
道路

○○（ そ の他分野）
河川
トンネル 堤防・ 河道 ○○
○○
橋梁の点検業務の実施に当たり，道路法施行規則第４条の ・・・
・・・
・・・
・・・
橋梁

点検

診断

５の２および国が定める道路橋の定期点検要領に定められ
た事項（健全性の診断を除く）を確実に履行するために必要
な知識および技術

・・・

・・・

・・・

・・・

点検・診断等に必要な知識・技術の整理イメージ

② 民間資格を公募
・民間資格の評価・登録に当たり，あらかじめ対外的に広く民間資格を公募すべ
きである。

③ 民間資格を評価・登録
・応募された民間資格が登録要件に合致するかの評価に当たり，学識経験者や
実務に詳しい専門家等の第三者に意見を聴く仕組みを構築すべきである。
・資格の評価に当たっては，評価対象となる資格の関係者は除くなど，中立性の
確保に配慮すべきである。
道路

点検
診断

橋梁
○○技能士
○○診断士
・・・

トンネル
○○技能士
○○診断士

河川
堤防・河道
○○技能士
○○診断士
○○技術士

・ ・・

○○（そ の他分野）
○○
○○
○○技能士
○○技能士
○○診断士
○○診断士
・・・

・・・

民間資格の登録イメージ

④ 登録の公示
・登録を行った民間資格について，資格の名称，登録した団体の名称等について，
広く一般に公示すべきである。

⑤ 登録された民間資格の活用
・国土交通省は，登録された民間資格について，資格保有者数などに配慮しなが
ら，維持管理に関わる業務発注時に資格要件とする等，積極的な活用を図って
いくことが必要である。
・地方公共団体に対し，活用促進のための必要な措置を講じていくべきである。

図― 2

7.

民間資格を評価・登録する際の一連のプロセス，各プロセスにおける留意点

今後の更なる検討に向けて

⑴

今回の検討対象以外の施設分野・業務分野へ
の対応
今回検討の対象に含めなかった施設・業務につ

第 6 章「今後の更なる検討に向けて」では，今

いても，今後速やかに民間資格の活用の必要性等

回の資格制度に関し，登録した資格を取得してい

について検討を行い，必要な施設・業務につい

る技術者を活用するための具体的な方法等につい

て，民間資格の評価・登録を実施すべきである。

て，更なる検討を進めていくことの必要性を踏ま

また，機械設備や電気通信設備など，施設に附

えた上で，今後の課題として以下 6 点整理してい

帯する設備等の業務についても，今回の検討を踏

る。

まえ，資格制度構築のための必要な検討を進めて
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いくべきである。さらに，今後，必要に応じ，高

の総合的な業務に従事している行政職員自身の能

度な技術に関する資格への展開等についても検討

力向上も重要な課題である。このため，行政職員

を進めていくべきである。

に対する研修の充実や他機関による支援体制の継

⑵

続など，施設管理等の総合的な業務に関わる技術

施設・業務の分野横断的な資格への拡充，分
野間の連携・調整

力の確保とその向上を図るための措置について検

今後，複数の施設分野・業務分野を包括して維

討を進めていく必要がある。

持管理のマネジメント等を行う資格など，地方公

⑸

共団体の実情に応じ，登録区分を拡充していくこ
とも検討する必要がある。

新たな資格の創設
点検や診断等に関わる品質の確保を早急に図る

ため，まずは，既存の民間資格について活用して

また，構造物の点検・診断等においては，単に

いくことが重要であるが，新たな視点での点検・

構造物自体の損傷，劣化状況の確認のみならず，

診断等，既存の民間資格が存在しない場合は，今

地形や気象・気候，また，これらの変化など周辺

後，必要に応じて新たな資格を創設することも含

の環境にも十分留意する必要があることは改めて

め，対応を検討する必要がある。

いうまでもなく，必要に応じて他の施設分野で登

⑹

録した資格を活用するなど，関係部局が連携・調

維持管理以外の業務範囲への展開等
社会資本の維持管理を適切に行っていくために

整していく必要がある。

は，当該社会資本がどのような設計に基づいて建

⑶

設されてきたか，といった知識・情報も重要であ

資格取得を通じたスキルアップの仕組みの構
築

る。一方，社会資本の新設に当たっては，建設後

民間資格には，業務経験や試験等により作業員

どのように機能維持されるか，といった知識・情

の統括や指導監督など，より責任のある業務を担

報も重要である。すなわち，社会資本の維持管理

えるよう資格に階層を設定しているものがある。

と新設は表裏一体の関係にあり，これらの業務は

今後，このような資格取得者に対するスキルア

密接に関連している。

ップの仕組みを検討していくことも，メンテナン

このため，調査，計画，設計，施工，点検，診

スに関する技術者の将来の地位向上を図っていく

断，補修設計といった新設から，維持管理を通じ

とともに，資格制度を安定的かつ継続的に運用し

た業務発注時の資格制度について，今回の検討と

ていくために重要と考えられる。

並行して別途検討を進める必要がある。

また，スキルアップの仕組みを構築することに
より，女性や若年層の技術者の人材確保・育成に
も寄与するものと考えられる。

8.

おわりに

従って，点検等の業務において，今後，国土交
通省が管理技術者と担当技術者それぞれに必要な

国土交通省は，「社会資本メンテナンスの確立

知識・技術を設定し，民間資格を運営する団体

に向けた緊急提言：民間資格の登録制度の創設に

が，管理技術者，担当技術者それぞれに対応した

ついて」を踏まえ，今後，民間資格の登録規程に

資格を設けるよう促すことについても，今後検討

ついて大臣告示を行い，民間資格の公募体制を整

していく必要がある。

えた上で，今年度中に民間資格の評価・登録の開

⑷

始，平成27年度以降の登録資格の活用を目指す方

行政職員の能力向上
新設から維持管理までのプロセスを確実に実施

するためには，民間事業者のみならず施設管理等
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針である。

