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第 18 回　機電技術者意見交換会報告

建設業部会　機電技術者交流企画WG

1．はじめに

当協会の業種別部会に属する建設業部会（建設業
52 の会員会社で構成）は，会員相互の共通課題をテー
マに取り上げ事業活動を行なっている。

これまで時代の要求や業界の状況を反映し様々な事
業活動が実施されてきたが，とくに建設の生産性向上
と品質確保及び環境保全といった業界普遍のテーマに
取り組むための『人づくり』，『場づくり』の企画は，
当部会の大きな柱となっている。

近年，労働者不足にともなう建設機械の自動化，施
工管理の省力化，また情報化施工，ICT 利用などの
分野で機電技術者の活躍が益々期待されている。しか
し，いまひとつ世間に機電技術職の認識が乏しいこと
もあり，各社機電部門の人材確保，技術伝承，活性化
の一助となることを目指して，当部会では平成 9 年か
ら毎年「機電技術者意見交換会」を開催し今回で 18
回目となる。業界の課題を討議テーマとして取り上げ，
参加者を募り 1 泊 2 日の合宿形式でグループ討議と成
果発表を行なっている。

参加者は，会社を超えた交流により相互の切磋琢磨
と人脈形成が図れるため，たいへん有意義な意見交換
会となっている。

以下，第 18 回機電技術者意見交換会に関する概要
とまとめをダイジェストで報告する。

※詳細報告書は，協会のホームページ（http://www.
jcmanet.or.jp/?page_id=117）に，過去第 1 回から第
18 回までの機電技術者意見交換会報告書として掲載
されているので確認して頂きたい。

2．第 18 回機電技術者意見交換会

（1）概要
①機電技術者意見交換会参加者の選出基準

機電技術者 30 歳～ 40 歳前後（会員会社で現場施工
業務が主体のグループ会社社員も含む）
②開催日時：平成 26 年 10 月 2 日（木）～ 3 日（金）
③場所：  国立オリンピック記念青少年総合センター
④テーマ：  あなたは機電技術者として今何をがんばり

ますか～ 10 年後の夢を語ろう～
⑤講演会

演題：『宇宙エレベーター建設構想』
講師：㈱大林組エンジニアリング本部　石川洋二様

⑥スケジュール
1 日目

10：30 ～ 11：00　参加者受付
11：00 ～ 11：30　オリエンテーション
12：30 ～ 14：30　  自己紹介（自己アピールシート

PPT による）
14：50 ～ 17：00　グループ別討議（班構成 Ver.1）
18：30 ～ 　全体懇親会→グループ別懇親会

2 日目
 8：30 ～ 10：00　  グループ討議（班構成 Ver.2）

Ver.1 の班をシャッフル
10：00 ～ 12：00　  グループ討議 Ver.1 ＆討議成果

のまとめ
13：00 ～ 14：00　講演会
14：15 ～ 16：50　討議成果発表会＆講評
16：50 ～ 17：00　閉会

（2）参加者
参加者は，ゼネコン，海洋系，道路，会員のグルー

プ会社から 23 社 23 名でその内訳は以下のとおり。

グループ討議および発表の班編成の内訳。

表─ 1　参加者内訳

会社系 職種 人
ゼネコン 建築系 3
ゼネコン 土木系 10
ゼネコン 海洋系 3
道路系 6
会員のグループ会社 1

合　計 23

表─ 2　班編成

班編成 人 平均年齢（歳）
1 班　ゼネコン土木系 5 36.0
2 班　道路系 6 34.8
3 班　ゼネコン建築系＋海洋系 6 35.5
4 班　ゼネコン土木系 6 32.0
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2 日目の最初のグループ討議は，経験工種別の班編
成をシャッフルして機電の中でも扱う分野を越えた班
編成とした。

（3）グループ討議と成果発表
「あなたは機電技術者として今何を頑張りますか～

10 年後の夢を語ろう～」という討議テーマのもとに，
参加者 23 名を経験工種ごとに分けた 4 班のグループ
で討議を 4 時間，また工種にとらわれないシャッフル

表─ 3　成果ノート（1班）
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した班編成で視点を変えて 1.5 時間，お互いの抱えて
いる悩みや問題点から課題を整理して解決策を検討討
議した。各グループの課題は概ね似通った傾向にあり，
各班の報告書では，“建設業界，機電のイメージアップ”
や“人材不足”，“機電の技術伝承と人材育成”，“技術
開発，自動化”というキーワードが並んでいる。詳細は，

班毎の報告書を以下に示すので参考にして頂きたい。
成果発表の時間では，各班の代表が討議の内容を解

説し成果を発表した。さらに今回は，参加者全員の発
言を促すため，一人ひとりに現場の経験談や 10 年後
何をしていたいか，意見交換会に参加した感想などを
2 分程度で発表する機会を設けた。4 班の成果報告シー

表─ 4　成果ノート（2班）
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トを表─ 3 ～ 6 に示す。

（4）総評抜粋（先輩の講評）
テーマ討議の成果発表に，各社の機電社員とともに

参加した上司である管理職の皆さんから全体を通した
講評をもらっているのでその抜粋を以下に示す。

・  6 年後の東京オリンピック開催を受けて，建設業界
は益々，IT 情報化施工や CIM 関係の技術が注目さ
れる中，機電職員活躍の場が増えると思われます。
10 年後の夢を達成するために 1 年，3 年，5 年後何
をすべきか常に思い続け，改革したいという気持ち
を持ち続けて仕事をして欲しい。

表─ 5　成果ノート（3班）
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・  グループ討議の成果発表をとおして，皆さんのプレ
ゼン能力が高まったのではないか。また親睦も深ま
り会社を越えた横の連絡を今後も続けて欲しい。

・  建設業界の魅力をどう伝えたらよいのか各自考えて
みてください。子供たちに誇れる物が造れること。
100 年後も残るものを造っていることなどを若い人

に伝えていくことが重要です。

（5）参加者アンケート回答の分析
意見交換会終了後，参加者に提出してもらったアン

ケート結果を整理した（アンケート集計グラフ（図─
1，2）を参照）。

表─ 6　成果ノート（4班）
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①参加した感想
意見交換会の開催意義については，参加して有意義

であったという回答が 91％，業務への取組み意識が

変わったが 91％，意見交換会で得たことを社内展開
したいという回答が 96％であった。またどのように
活用するかという質問に対し，人脈活用 74％（17/23

図─ 1　アンケート集計グラフ（その 1）
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名），情報交換 96％（22/23 名）という結果であった。
同業他社との交流機会が減少する昨今，悩みの共有で
親睦が深まった，ネットワークが広がったという意見
が多く，今後も継続して意見交換会を開催することの
必要性がますます高まった。
②講演会について

宇宙エレベーター開発の具体的な建設構想の話で夢
があり，建設業の近い未来として興味を引く内容で，
参加者全員から有意義であったという回答が得られ
た。
③今年度の成果

全体の感想として参加者からは「意見交換会が有意

義であった・まあまあであった」という回答が 100％
であった。その要因を考察すると以下があげられる。
・  参加対象年齢を引上げたことで各社の中堅社員が集

まり活性化した。
・  グループ会社の機電技術者の参加で多様な工種別班

編成ができた。
・  講演テーマはアンケートで広く情報収集し時代の

ニーズに合った内容とした。
・  ホワイトボードの写真を利用した発表スタイルで，

発表準備の時間を短縮した。また参加者全員に発言
機会を与えることで，積極的な意見の多い全員参加
型の発表会となった。

図─ 2　アンケート集計グラフ（その 2）
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（6）おわりに
建設業部会の活動である機電技術者意見交換会が機

電技術者の育成，交流という『人づくり』，『場づくり』
に寄与していることが明らかであり，今後も活動を継
続していく方針である。2015 年度は 10 月 8 日～ 9 日

に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催す
る予定であり，討議テーマやスケジュールについては
機電技術者交流企画 WG で検討予定である。

（7）スナップ写真

 
 文責：機電技術者交流企画 WG

写真─ 3　成果発表の様子 写真─ 4　懇親会全景

写真─ 1　参加者全員 写真─ 2　グループ討議の様子




