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第５章 建設コンサルタンツ協会の活動 

 

5-4-1 「業界展望を考える若手技術者の会」の設立経緯 

「業界の将来を考えているのは経営幹部ばかりだった。しかし、業界の将来を担うべき存在は

誰なのか。我々若手世代ではないか。であれば、若手自らが業界の現状を憂い、明るい未来を描

き、実現に向けて今から行動すべきでないか。」 

 そうした問題認識を持った若手が協会に嘆願し設立された若手組織が、「業界展望を考える若

手技術者の会（設立：平成 27 年（2015 年）4 月）」（以下「本部若手の会」という。）である。 

【ミッション】若手の力で業界活性化の一大ムーブメントを興す 

【目標①】若手目線での建コン業界への問題提起 

【目標②】若手主体の企業変革アクションの実践 

 【活動方針】 

・ゼロからイチをつくる（イノベーター） 

・心に火をつける（モチベーター） 

・人をつなぐ（コネクター） 

・うねりを大きくする（インフルエンサー） 

 

5-4-2 本部若手の会の活動紹介 

 本部若手の会では、アンケート調査、各種イベント（業界内のみならず、異業種企業とも連携）

の開催等を通じて、協会に提案や要望を行っている。また Facebook やメルマガによる広報活動に

加え、業界関係紙等にも掲載されている。 

 令和 2 年度（2020 年度）に行った各種活動を以下に示す。 

①委員会活動 

2020.11：「協会各支部の若手組織代表者との全国交流会」 

2020.9～2021.4：「次世代人材と経営層の意見交換会」 

②各種イベント 

2020.04：セルフコーチング「内発的モチベーション向上ウェビナー」 

2020.06：チームビルディング「コーチ型リーダー育成ウェビナー」 

2020.06：土木学生有志団体 Doboku Lab「JOB カフェ（土木全般編）」 

2020.08：国土交通省道路局「2040 道路政策ビジョンを味わってみる会」 

2020.11：長野県立科町「ワーケーションモニター」 

2021.02：土木学生有志団体 Doboku Lab「建コン就活ウェビナー」 

③広報活動 

Facebook「建コン 4.01（ケンコン・フォース）」 

ウェブサイト「KenConnect（ケンコネクト）」 

オンラインサロン「建コンアップデート研究所」 

 

 

５－４ 業界の将来を担う若手技術者の主体的活動 
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5-4-3 若手世代が考える業界のあるべき働き方 

（1）建コンで働く若手のシゴト観 

平成 29 年（2017 年）8 月に、建コン企業で働く 20～30 代の若手技術者約 1,200 人を対象とし

たシゴト観アンケートを行った。本部若手の会では、以下に示すような現状と理想のギャップを

解消しモチベーション高く働くにはどうすべきかについて様々な取り組みを展開している。 

 ○若手のシゴト観 

『日常に忙殺されストレスを感じたり、頑張っても報われないことにしばしば無気力感を感

じながらも、漠然とだが技術者としての成長や仕事の社会的意義を感じ取り、なんとかモチ

ベーションを保っている。また、将来に対してはっきりした夢や希望を持てず、いつかは転

職という選択肢も頭によぎりながら、日々悶々と仕事をしている。』 

 ○志向する働き方 

『たとえ収入が少なくなっても、仕事とプライベートのバランスを取りながら働きたい。ま

た、会社への帰属意識よりも、1 人の技術者としての自分がやりたいことや夢の実現、知的好

奇心・興味関心ある仕事を通して成長することで、社会から認められる働き方』 

 

（2）エンゲージメントを高めるための処方箋 

1)エンゲージメントが高い状態とは 

① 仕事のやりがいや自由裁量の実感など「個人」で幸せな働き方ができている状態（職務） 

② チームで協力して働くことや感謝・承認があること、チャレンジングの文化が定着してい

るなど、「チーム」で心理的安全性が確保されている状態（組織風土） 

③ ミッションやビジョンに共感でき、会社（経営陣）に対する信頼がある状態（理念戦略） 

 

2)エンゲージメントを高めるための処方箋 

具体的な処方箋としては、図 5-4-1 に示すように個人ではセルフコーチングや越境学習な

ど、チームでは心理的安全性やコーチ型リーダーシップなど、会社ではミッション・ビジョ

ンの共有や自由裁量の拡大などに取り組んでいく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-1 建コン業界のエンゲージメントを高めるための処方箋の体系 

個 人 ﾁｰﾑ/会社

自分が
やりたいこと

皆で
やりたいこと

共
感

ウェルビーイングな働き方（＝身体的・精神的・社会的に幸福）
『幸福感の高い人は、そうでない人に比べて生産性31%、売上37%、創造性3倍高い』

出典︓ハーバードビジネスレビュー（ダイヤモンド社）2012年5⽉号「幸福の戦略」P62〜63

自分の幸せ 皆の幸せ

【個人でやること】
・セルフコーチング
・マインドフル、ヘルスケア
・越境学習（弱い紐帯）

【チームでやること】
・⼼理的安全性
・コーチ型リーダーシップ
・1on1(対話)、ﾋ゚ ｱﾎ゙ ﾅーｽ(賞賛)

【会社でやること】
・ﾐｯｼｮﾝ、ﾋﾞｼﾞｮﾝ共有
・⾃由裁量の拡⼤
・情報オープネス
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5-4-4 若手世代のアクション 

 本部若手の会は、上記のような問題意識を共有するとともに、「アクションなくしてリアクショ

ンなし」をスローガンに、業界をアップデートする（最新のものに更新）ためのアクションを積

極的に展開している。 

 
（1）国交省道路局とのコラボ「2040 道路政策ビジョンを味わってみる会」 

令和 2 年（2020 年）6 月に示された新ビジョン「2040 年道路の景色が変わる～人々の幸せにつ

ながる道路～」について、策定の中心メンバーだった国土交通省の祢津知広氏、藤浪武志氏のほ

か、ミズベリング等を手掛けるソーシャルコンテンツプロデューサーの山名清隆氏をお招きし、

新ビジョンへの思いやビジョン実現に向けた方策などについて意見交換した。 

ビジョン説明のなかでは、藤浪氏から「2040 年というと我々はまだ現役。自分たちがビジョン

立案から実行まで一貫して責任を持つ覚悟で作った。ぜひ建コンの皆さんと一緒に実現の方法を

考えていきたい」との思いが語られた。視聴した建コン企業に勤める若手技術者からは「ビジョ

ン策定に直接かかわった方から思いを聞く貴重な場であった」、「国交省がビジョンを作った。

次は建コン業界でアクションプランを作成し、実現に向けて取り組めて行けると良い」などの感

想があった。また、本部若手の会代表の伊藤氏から「これまで受発注者の関係を超えてフラット

に対話する場はほとんどなかったのではないか。将来が不確実な時代ではこうした創造的な議論

をする場が必要だ。今日はそのきっかけにしたい」との発言もあり、今後も、国交省と建設コン

サルタント業界の若手同士が交流する機会を作れるよう取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）次世代人材と現経営層との意見交換会 

建設コンサルタント各社の 30～40 代中堅職員 14 名を対象に、業界が抱える本質的課題や業界

の将来ビジョンを正しく理解し業界改善・活性化に向けて主体的に行動していくことを目的に、

各社経営層との意見交換会を行った（表 5-4-1）。 

開催概要は以下の通りである。 

（第 1 回）議 題：「建設コンサルタントの要望と提案」について 

経営層：対外活動委員長（株式会社建設技術研究所代表取締役社長 中村哲己氏） 
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（第 2 回）議 題：「建設コンサルタント白書」について 

経営層：白書委員長（株式会社ニュージェック代表取締役社長 吉津洋一氏） 

（第 3 回）議 題：「建設コンサルタントビジョン 2014」について 

経営層：ビジョン策定時委員長（株式会社建設技術研究所代表取締役会長 村田和夫氏） 

（第 4 回）議 題：今後の建設コンサルタント業界・企業・技術者の在り方について 

経営層：協会会長（日本工営株式会社代表取締役会長 高野登氏） 

（第 5 回）議 題：次世代人材と経営層の意見交換会成果報告書（案）について 

経営層：総務部会長（株式会社長大代表取締役社長 永冶泰司氏） 

 
表 5-4-1 次世代人材と経営層との主な意見交換 

次世代人材からの問題提起・提案 経営層からの回答 

Q：「要望と提案」を基にした国交省等との意見

交換会について、上層部だけでなく現場を最も

よく知っている若手中堅世代でも交流の機会を

持ちたい。BIM/CIM 等の事業推進や働き方改革

の進展にも寄与するはず。 

A：「要望と提案」は、技術者単価の上昇、

工期の平準化、就業環境の改善など大きな成

果が出ている。若手中堅世代同士が交流する

ことで、現場レベルでの現状改善が期待でき

る。 

Q：建設コンサルタントは、オフィスワークが多

くテレワークがやりやすいと考える。業界全体

で PR できればノー残業デーの成功のようなイ

メージアップにつながるはずだ。 

A：今般のコロナ禍でのテレワークを一過性

にしないためにも、現在協会内でガイドライ

ンを作成中だ。今後、発注者とテレワーク体

制維持について協議する予定だ。 

Q：事業推進 PPP や PFI、DB、ECI など、発注者

と建設コンサルタント、ゼネコンの各職種を超

えるようなマネジメント力、技術スキルが求め

られるようになっている。その時の技術者個人

の成長や育成はどう在るべきか。 

A：技術者個人として設計のプロを志す人、

事業全体をマネジメントする人など様々だ

が、いずれの場合も技術革新なくして明るい

未来は描けない。これまでの建設コンサルタ

ントの枠にとどまることなく、社会の要請に

応えられるよう研鑽していくことが重要だ。 

Q：協会では、周年事業でビジョンや中期行動計

画を策定しているものの、1989 年策定の ATI 構

想以降、産官学での大規模な体制で業界ビジョ

ンは策定されていない。建設 DX、コロナ、働き

方改革など社会情勢が大きく変化しているこの

タイミングに、改めて業界ビジョンをまとめ、

業界内外に発信すべきと考える。 

A：激動の時代だからこそ、若手技術者自身

が、建設コンサルタント技術者及び企業・業

界としての在りたい姿や提言をまとめ、協会

会員はもちろん学識者、発注者、関係団体か

ら意見をいただいて、その実現に向けて行動

していくことが重要である。 

 
（３）オンラインサロン「建コンアップデート研究所」 

 若手の会の活動では、サイボウズや Google、パソナなど異業種の働き方先進企業との勉強会や、

国交省道路局とのコラボ企画、建設コンサルタントの各社経営層との意見交換会など、精力的に

活動を行ってきた。参加したメンバーの中には、こうした活動を通して入手した情報や知識、ノ
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ウハウなどを自社に持ち帰り、若手発意で会社変革アクションを企画提案し、実行するような動

きがいくつか見られるようになった。そして、そうした成功体験を若手ネットワーク内で情報共

有したことをきっかけに、自分もやってみようと、他のメンバーが自分の所属会社へアクション

を提案するということが生まれてきた。 

 A 社：働き方改善アクションを提案し実現（リモートワーク、服装自由化、健康経営等） 

 B 社：生産性向上を目的に、ワークフローの電子承認化を提案し、自社システムとして採用 

 C 社：社内メンバーを募り、企業内に若手有志組織を設立し、活動を展開 

 D 社：社内に働き方改革ワーキンググループを設立し、全社的な働き方改革に着手 

こうしたアクションの連鎖現象をより大きなうねりにするために、本部若手の会が主導して、

オンラインサロン「建コンアップデート研究所」を立ち上げた。本サロンは無料で、建コン企業

で働く者であればだれもが入会できることとしている。 

令和 3 年（2021 年）6 月現在、100 名を超えるメンバーが参加しており、日常的にオンライン上

でコミュニケーションし、時にオフラインでのイベントを開催している。 

 

 

 

 

 

 

 

5-4-5 支部の若手活動 

（1）東北支部 

1）「東北支部若手の会」の設立経緯 

平成 27 年（2015 年）4 月に本部の若手組織「業界展望を考える若手技術者の会」が設立された。

当時すでに、関東、北陸、近畿、九州の各支部において、若手主体の組織が設立されており、建設

コンサルタント業界の未来を明るいものとするために、各地で様々な活動が展開されていた。 

「若手自らが考え、行動する活動が全国的に展開されていくなか、東北地方がその波に取り残

されてしまうのではないか。」 

このような危機感を持った若手が東北支部に嘆願し設立された組織が「東北支部若手の会（設

立：平成 28 年（2016 年）7 月）以下「東北若手の会」という」である。 

【活動目的】 

・東北に働く技術者として、東北地方の建コン業界を発展させるための起爆剤とする。 

・若手技術者同士が本音で語り合い、将来にわたって良質な関係を保つことで、業界を活性化

させ、リーダーとして活躍する人材となれるよう、切磋琢磨できる会とする。 

 

2）東北若手の会の活動紹介 

 東北若手の会では、定例会、アンケート調査、各種交流会（本部、東北各地、学生等）の開催を

通じて、建コン業界に働く若手技術者のモチベーション向上や、若手自らが抱く問題意識の共有

オンラインサロン 

「建コンアップデート研究所」 

ウェブサイト 

「Ｋｅｎｃｏｎｎｅｃｔ」 
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を図っている。また、建コン業界の枠にとどまらず、土木業界の魅力度向上や活性化の一助の機

会とすることを目的として、東北地方整備局の若手職員との交流会を開催した。 

 設立から令和 2 年度（2020 年度）までで行った各種活動を以下に示す。 

■委員会活動 

  2016.07～2020.12：定例会 25 回開催（おおむね月に 1 回開催） 

  2018.06：近未来 WG“TOHOKU 復興から創生そして近未来への提言～近未来編～”の策定 

■各種イベント 

  2017.06：本部若手の会との交流会（会場：宮城県仙台市） 

  2017.08：若手技術者交流会（会場：秋田県秋田市） 

  2017.11：杜の都交流会（会場：宮城県仙台市） 

  2018.09：若手技術者交流会（会場：青森県弘前市） 

  2018.10：釜房ダム見学会「とうほく ダムゴー！ダムゴー！」（会場：宮城県川崎町） 

  2019.07：若手技術者交流会（会場：岩手県盛岡市） 

  2019.09：整備局若手職員交流会（会場：東北地方整備局） 

  2020.12：杜の都交流会（Web：Microsoft Teams） 

  2021.02：整備局若手職員交流会（会場：東北地方整備局、Web 併用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）東北若手の会のこれから 

 東北若手の会では、これまでに実施してきた活動の継続に加え、今後は以下の活動を実施する

予定である。 

■SNS 活用 

業界内の横断的交流、業界外（学生含む）からの建コンの理解度向上を目的として、アカウン

トを開設している SNS（Facebook、Instagram、Twitter）において、東北若手の会のメンバーやこれ

までに交流会に参加した若手技術者を紹介する内容を投稿する。 

■オンライン勉強会 

リモートツールの普及を背景に、地域コンサル単独では対応困難な若手技術者教育の実施や将

来的なリーダーを養成するためのプログラムなど、業界内外の講師を招き勉強会を実施する。 

写真 5-4-1 釜房ダム見学会 

ダム管理所職員にご協力いただき、小中学生を

対象とした見学会を開催（2018.10） 

写真 5-4-2 若手職員交流会 

東北地方整備局において、若手職員との意見交

換会を開催（2019.09） 
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■学生との交流会 

建コン業界への就職を希望する学生に対する理解度向上、これから就職活動を行う学生への認

知度向上を目的として、学生イベント（学園祭、文化祭など）への参加、学生との座談会開催を

行う。 

■地域との交流 

地域への社会貢献や、建コン業界の認知度向上を目的として、地域交流イベントへの参加（祭

り、展示会など）を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（2）北陸支部 

1）はじめに 

建設コンサルタントの魅力を広く発信していくためには、業界の次世代を担う若手技術者が将

来に希望を持っていきいきと仕事し、自らの仕事に魅力を感じられる業界を創出していくことが

必要である。このためには、若手技術者がお互いに刺激し合い、仕事に対するモチベーションや

技術力の向上を図っていくことが求められる。また、建設コンサルタント業界でも急速に普及が

進むテレワーク等の新しい働き方と DX を促進するため、各社の若手技術者が“エバンジェリス

ト※”となるべく、率先して Web 会議ツール等の IT リテラシー向上を図ることが重要である。 

以上の背景をふまえ、北陸支部若手技術者ワーキンググループでは、グループディスカッショ

ン「皆でフックアップ！北陸建コン若手エンジニア！」を企画・開催した。 

※エバンジェリスト(evangelist) 
・新たなトレンドや技術について、ユーザーに分かりやすく説明し、ツールの普及･啓蒙を図る役割を担う人材

を意味する。 

 

【開催日時】 令和 2 年 11 月 27 日(金) 14:00 ～ 17:00 

【開催方法】 オンライン開催(Web 会議システム) 
【参加者】  若手技術者：34 名 
【プログラム】 Ⅰ.開会挨拶･開催趣旨 

 Ⅱ.分野別グループディスカッション 
 Ⅲ.各グループからのまとめ発表･総評、閉会 

～「フックアップ」に込められた意味～ 
・参考となる良い技術は素直に「良い」と声に出して“褒め合う”ことで、普段はライバル

他社という垣根を越え、これからの業界を担う若手技術者の技術力やモチベーションを

“引き上げて”いこうという意味が込められている。 

 

東北若手の会 Facebook 東北若手の会 Instagram 東北若手の会 Twitter 
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図 5-4-2 Web 会議システムを活用したグループディスカッションの様子(メインセッション) 

 

２）開催概要 

①グループディスカッションの実施方法 

○グループ分けについて 

参加者の専門技術分野に応じて、Web 会議システム上に“セッション”を作成して、以下の

とおりグループ分けを行った。 

〈専門技術分野セッション〉 

・河川､砂防及び海岸･海洋：9 名  ・道路：8 名 

・都市計画及び地方計画：8 名   ・鋼構造及びコンクリート：9 名 

○プレゼンテーション･ディスカッションについて 

各参加者からは、各グループ内でアイスブレイクのため自己紹介をした後、主に以下の内容

についてプレゼンテーションを行い、質問などはチャット機能も活用しつつ、各プレゼン後に

グループ内でディスカッションを実施した。 

〈プレゼンテーション内容〉 

 ・これまでの業務で創意工夫した点   ・自慢できる新しい技術や取り組み内容 

 ・業務で失敗したことや反省したこと  ・その他（働き方改革の実践など） 

  

図 5-4-3 各グループ内で参加者からプレゼンテーション 
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②各グループのプレゼンテーション･ディスカッション概要 

各プレゼン後にグループ内で、技術的なポイントや失敗談、そこから得られた知見など、様々

な観点からディスカッションを行い、各グループのまとめ･総評は以下のとおりとなる。 

［河川､砂防及び海岸･海洋］ 

・樋門設計や施設点検など、多岐にわたる内容であったが、チーム内でのミス･エラー防止など、

業務への取り組みに関する内容が参考になった。 

［道路］ 

・BIM/CIM など 3D データを活用した事例が多く、同じ道路分野でも普段携わらない内容のプ

レゼンテーションが参考になった。 

［都市計画及び地方計画］ 

・3D データやドローンの活用は、地元説明など専門外の方と関わる機会が多いまちづくり分野

では、有効なコミュニケーションツールであった。 

［鋼構造及びコンクリート］ 

・点検や補修、耐震化に関するテーマが多かったが、AI やドローン、スマートグラスなどの最

新技術の導入事例が参考になった。 

 

  


