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１． あなたの経歴を総監の視点で簡単に説明してください。 
① 学校を卒業後、⺠間企業を経たのち、地方自治体（⻄⼟佐村）へ採用された。 
② 当初は自らが担当する道路整備事業や災害復旧事業での工程管理・品質管理・予算管

理を主とした仕事を経験した。 
③ 係⻑として、係が担当する事業の工程・品質・予算管理、部下の意欲や能力の向上、

勤怠管理に関わる職務を担当した。 
④ 課⻑補佐となり、課が担当する事業の工程・品質・予算管理、課員の勤務状態管理（時

間外勤務、休暇）、意欲と能力の向上、課内の情報管理、組織が抱えるリスクマネジメ
ントなどを担当している。 

⑤ あわせて全業務期間において、河川環境に配慮した事業執行・計画を行うように留意
している。 

２． 経歴のなかで、あなたはどのように管理技術力を向上させてきましたか。（1〜2 分） 
① 経験の少ない頃は、自分が担当する業務の工程・予算等の管理が精一杯だった。 
② 係⻑になってからは、係内の業務の工程・品質・予算管理を行いながら、人の能力と

意欲は状態により変わることに気がつき、メリハリをつけた勤務をさせた。 
③ 補佐となってからは、係や課相互の連携と情報の共有、職員意欲の向上、さまざまな

リスクをどう扱うかを考え職務を行っている。 
３． （経歴票からピックアップして説明）：別紙 
４． 総監を受験しようと思った動機は何ですか。 

自分の職務が個別事業の執行から、複数事業の管理、事業を担当する職員を含めた管理と
なり、多様な視点で全体をマネジメントし、組織と業務の継続を図ることが重要であると
思った。組織内外（業務受注者・請負者・市⺠）にそのための能力を保証する客観的な指
標が必要と思った。 

５． あなたは総監をどのような資格だと考えていますか。なぜあなたに必要なのですか。 
① 私は地方公務員（市の職員）である。担当する建設事業において公務員自らが直接的

に業務を行うことは少なく、予算執行と受託者・請負者の管理を行い、インフラ施設
の構築や維持管理を行っている。個別技術も重要だが、業務の上流工程から下流工程
そして維持管理までを大局的にマネジメントを行う技術者・監理者が必要である。そ
のための技術が総合技術監理である。 

６． 組織内でのあなたの管理的職務はどのようなことですか。 
① 経済性管理：予算と事業工程、事業品質の総括的な管理、 
② 人的資源管理：職員の意欲・能力の向上、 
③ 安全管理：過負荷とならない安全な勤務環境の構築、事故防止 
④ 情報管理：業務遂行に必要な情報が正しく伝達管理できるような体制の構築、 
⑤ 社会環境管理：（河川）環境に配慮した事業執行についての管理、オフィス内の省エ

ネ・省資源 
７． （業務詳細について説明してください）：別紙 
８． 人的資源管理における課題解決事例を説明してください。 

(ア) 橋梁修繕工事：（Off-JT と OJT の事例） 
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① 支所で実施した。人員が少なく、担当者に橋梁工事経験者もいない。Off-JT とし
て橋梁構造・塗装等についての書籍を購入し読むように指示した。その後現地で
OJT を行い、知識と理解度を確認した。 

(イ) 道路災害復旧工事：（Off-JT 事例） 
①  

９． 情報管理に関する事例を説明してください。 
(ア) 課内の文書・データ管理：管理が体系されていない、属人的な管理、サーバに保管し

ない管理。市が定める文書分類体系によるデータ管理体系の構築 
１０． なぜ総監資格が作られたかご存じですか。 

科学技術の発達により、プロジェクトが巨大化、複雑化したうえに、完成した後や事業途
中での事故などが周辺環境や社会に大きな影響をあたえるようになった。個別の技術管理
だけでは対応できなくなっているので、より包括的で多面的な視点と高い倫理観を持ち全
体を管理する技術者が必要となっている。そのための資格が総合技術監理である。 

１１． （筆記試験の答案について質問します。）：別紙 
１２． （仮想事例）：別紙 
１３． 総監の視点で最近気になったトピックを挙げてお考えを述べてください。 

台風 19 号災害での、北陸新幹線車両基地の水没被害。（近年の気象極端化や激甚化により、
建設時に想定した降雨量を遙かに上回る雨で新幹線車両が 10 編成（約 120 両）水没し使
用不能となった。） 
リスクマネジメントの視点で回答（リスクを顕在化させない対策） 
リスク保有： 

 気象激甚化による豪雨災害は多発しており、今後もリスクの保有が可能か設計
雨量と浸水深の再検討を行う。 

リスク低減： 
 浸水のおそれがある場合の車両保管方法を検討。 
 車両を 1 箇所に集めずに分散管理する方法を検討。 
 設計以上の水位でも車両に被害を与えない方法の検討（⼟地嵩上げ、止水壁） 
 他路線からも車両の融通ができる車両設計（個別最適を避ける）（要確認→E7、

W7 系車両しか使えないが、E7 系は上越新幹線へも導入ずみ、転用可能） 
リスク移転： 

 車両の保険に加入する（存在しない？） 
リスク回避： 

 浸水のおそれのある車両基地を使用しない。車両基地を浸水区域外へ移転する。 
危機管理（クライシスマネジメント）での視点（危機が表面化したあとの回復） 

 浸水時でも車両を確実に移動する複数の手法を考えておく。 
 移動先の安全確認手段、通信手段の確認。 
 危機後の回復措置（車両点検、基地内点検、路線点検、施設点検）の実施 
 回復措置中に異常が見つかった場合の対応 
 外部支援を円滑に受け入れる体制の構築  など 
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１４． 経済性管理以外の管理項目同士のトレードオフとしては何が考えられますか。 
情報管理と人的資源管理：AI 化など情報管理が進み、常に業務に必要な情報が手軽に入
り、代替案やリスク情報も提供してくれる。人の情報システム依存が高まる、思考しなく
なる。知識の学習意欲が減退する。 
情報管理と安全管理：AI 化が進むと、社会全体がそのトラブルにより停止するおそれがで
るため、システムを構築し管理する人は常時メンテナンス体制をとる必要があり、過重労
働が発生する。→ ×組織で管理可能な事象ではない。 
安全管理と人的資源管理：細部にわたり安全確認を徹底すると、意欲が低下する場合あり 
安全管理と社会環境管理：？ 
人的資源管理と社会環境管理：？ 

１５． 勤務先の ISO9001 準拠 QM について説明し、総監の視点で改善点等についてご意見
を述べてください。：略 

１６． 部下の育成について、総監として述べてください。 
人的資源管理の観点で述べる。 
① 育成計画の策定 
② Off-JT のあとに OJT（経験者と初心者のペアリング） 
③ 教育結果の確認 
④ PDCA の実施 

１７． あなたの組織で公益に反するような事実を発生させないために、どのような管理をし
ていますか。 
公益とは公衆の安全と環境の保全（法では「公共の安全と環境の保全」）。 
① 発注工事でのこれらの確保（第三者被害の防止） 

(ア) 安全管理体制の確認、作業手順の確認 
② 工事中の環境汚染の防止 

(ア) 河川汚濁防止対策、騒音振動対策の確認 
③ 施設管理（道路など）での第三者被害防止 

(ア) 異常通報があれば直ちに現地確認、応急措置の実施 
１８． ５つの管理でどの管理があなたにとって重要と考えていますか。 

職務：職員の能力を高め、職員にその能力をフルに発揮してもらい、公益確保に努めても
らうこと。 
そのためには、安全に働いてもらうことが必須である。 
○安全管理（組織内部での過重労働防止） 最重要項目 
○人的資源管理（能力、意欲の向上）  2 番目 
○情報管理（情報の整理、正しい伝達） 3 番目 
○社会環境管理（外部環境負荷の軽減） 4 番目 
○経済性管理（品質、費用、工期）  5 番目 

１９． 失敗事例を総合技術監理の視点で述べてください。 
橋梁工事での請負者への情報伝達不足による、橋梁下部工（橋脚）位置のずれの発生 
請負者に十分な工事情報（設計図面、附属資料）を与えていなかった。 
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情報の混乱、誤解が原因。 
この事例以降、情報の欠如に注意し、提供可能な情報は可能な限り示すこととした。 

 
２０． ３つ以上の管理がからんだトレードオフ事例を述べてください。（キーは工期） 

(ア) 工期、安全、環境 
(イ) 工期、品質、人的資源（能力、意欲） 
(ウ) 工期、情報、安全 

２１． 経済性管理を除いて、3 つ以上の管理がからんだトレードオフ事例を述べてください。
（キーは情報） 
(ア) 情報管理、安全管理、社会環境管理 

① 情報混乱・伝達不足により、作業中に事故、環境への悪影響 
(イ) 情報管理、人的資源管理（意欲）、安全管理 

① 情報混乱・伝達不足による意欲の喪失、事故の発生 
(ウ) 情報管理、人的資源管理（意欲）、社会環境管理 

① 情報混乱・伝達不足により、関係者の意欲喪失、環境への悪影響 
２２． 未経験の設計を行う設計会社の管理者となったら、どのように管理しますか。 

(ア) 要求品質をどう確保するか、情報収集を行う。工程計画・作業手順・人員配置計画の
作成、過重勤務とならない安全管理の実施。 

２３． 未経験の工事を行う工事会社の管理者となったら、どのように管理するか。 
(ア) 安全に施工可能か、外部環境に影響はないか、費用とのバランスは良いか、現地調査

や実績情報の確認を実施。工程計画・作業手順・人員配置計画の作成、過重勤務とな
らない安全管理の実施。 

２４． 定期的な異動がある中で、技術継承をどのように行いますか。 
(ア) 課単独での取組には限界がある。異動すると元に戻る。全体での育成計画立案と実行、

５W1H で実施、PDCA サイクルで体制の再確認 
２５． 職場の仕事は今後どのように変化していくか。管理者としてどのように対応するか。 

(ア) 人は増えないがニーズは増える、ICT の活用による省力化推進、外部資源の活用、事
業の取捨選択と利害関係者への説明。 

２６． 人材育成のための教育はどのように行うのか。管理者に委ねられているか。 
(ア) Off-JT と OJT の併用、全庁的に行うことと課独自業務に必要なものの区分と対応、

OJT は経験者と未経験者のペアリング、バディ体制 
２７． 管理者によりばらつきが考えられるが、どのように対策を行っているか。 

(ア) 人材育成計画の策定、管理者の目あわせ、人事担当部署との連携 
２８． 自治体合併時に、混乱を防ぐために係⻑として行った管理はどのようなものがあるか。 

(ア) 同じ行政組織なので、基本的な業務執行体制や手順は同じである。 
(イ) しかし細部で差異が見られた。 
(ウ) 混乱を防ぐために、合併までに双方の情報を交換し、細部の手順を統一した。 
(エ) 基本は職員の多い旧市にあわせることとし、旧村の職員には手順を文書化し明示した。 

２９． 明文化されていない習慣的事項をきちんとルール化しなかったのか。 
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(ア) 最も異なっていたのは、工事や業務委託の設計書の審査・検査体制である。 
(イ) 旧村の職員には手順をフローチャート化したものを作成配布し、混乱を防止した。 

３０． 今でも自治体ごとの業務執行体制の違いを引きずっているのか。 
(ア) 2 年程度で執行体制は統一できたと思う。 

３１． ５つの管理で最も得意なものは。不得意なものは。それはなぜか。 
(ア) プレイヤーであった時期は経済性管理（工程管理、品質管理） 
(イ) 現在は情報管理（業務に必要な情報の伝達管理体制の整備） 
(ウ) 将来は人的資源管理となるべき（人材育成） 

３２． 頻繁に起こるトレードオフは何か。どう対応するか。 
(ア) 経済性管理（工程）と人的資源管理（能力向上） 

① 余裕を持った工程計画 
② 事前の off-JT 実施 

(イ) 経済性管理（工程）と安全管理（担当者の超過勤務） 
① 余裕を持った工程計画 
② 組織外リソースの活用 

(ウ) 経済性管理（工程）と経済性管理（品質） 
① 余裕を持った工程計画 
② 確認頻度の簡略化、確認方法の簡略化 

(エ) 経済性管理（費用）と社会環境管理（環境） 
① 最低限での実施 
② 環境情報の事前把握 

３３． 人材育成において、教育者が変わっても同じレベルでの教育を行う必要がある。どう
対応しているか。 
(ア) 組織全体での育成目標、育成計画の策定と、その共有 
(イ) 個々の技術者の能力・状態の把握が必要 

３４． 人材育成と働き方改革のトレードオフをどう解消しているか。具体的な実行例は。 
(ア) 業務量、質の見直し 
(イ) 勤務時間内教育と自己研鑽の併用 

３５． 激甚災害対応を総監の立場で述べて。 
(ア) 課員および関係者の安否・安全確認（安全、情報） 
(イ) 管理施設の被災状況確認（情報収集、整理伝達） 
(ウ) 優先すべき業務の選定、目標時間の設定（目標品質、期間） 
(エ) 復旧に必要な資機材、人員の把握、受援体制の整備（経済：４M） 
(オ) 対応の実行と復旧状況の把握、対応に当たる人員の安全管理 

３６． 業務受託者、工事請負者となり管理を行う立場となったら、どのように管理するか。 
(ア) 要求性能、要求品質の把握 
(イ) 現場状況、環境情報の調査把握 
(ウ) 要求性能を実現するための作業方法、人員・機械・材料配置計画、工程計画作成 
(エ) 業務実施、必要に応じて条件変更確認の実施 


