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第３章 

第７ 職員の人材育成と研究開発 
 

１ 人材育成の必要性 

 

当局の職員数は、令和４年８月１日現在で、3,621

人であり、これらの職員は、本局各部及び各事業機関

に配置されている（５ページ参照）。職種別構成は、表

３－17 のとおり、事務が 36.7％、技術系が 56.3％、

技能が 7.0％となっている。 

また、職員の年齢別構成は、表３－18のとおり平成

30年度から令和 4年度にかけて、40・50歳代の職員の

比率が 55％から 52％に減少しているのに対して、20・

30 歳代の職員の比率は 37％から 39％に上昇している

など、若手職員の比重が上昇している。豊富な経験や

高い知識を持った中堅・ベテラン職員が減少していく

中、安定的な事業運営のため、将来の東京水道を支え

る人材を育成していくことが求められている。 

 

 

 

加えて、東京水道グループ全体では、今後、現場業

務の多くを局から政策連携団体へと移転していくとい

う大きな転換期に入っていく。こうした大規模な体制

変更が見込まれる中、組織を支える人材の育成が重要

となっている。 

さらに、施設整備等が着実に進み事故件数が減少し、

事故発生時の現場における柔軟な対応力や事態解消に

向けた発想力が培われる実践的な機会が減少している。 

こうした状況を踏まえ、これまでの技術継承や人材

育成のあり方を見直した上で、中長期を見据えた効果

的な取組を進めるため、「東京水道グループ人材育成方

針」を令和３年３月に策定した。この方針を基に、計

画的に取組を推進していく。 

 

 

 

 

表３－17 職種別構成 

（令和４年８月１日現在）

土木 建築 機械 電気 林業 ICT 環境検査
職種別人数（人） 1,331 1,086 12 366 375 48 3 148 252 3,621
（うち再任用職員） (130) (56) (30) (32) (1) (10) (42) (301)
職種別構成比(%) 36.7 30.0 0.3 10.1 10.4 1.3 0.1 4.1 7.0 100.0

事務
技術系

技能 合計事項

 
 

表３－18 年齢別構成の推移 

（各年度４月１日現在）

年　齢

１８～１９歳 23 0.6% 25 0.7% 27 0.7% 27 0.7% 23 0.6%

２０～２９歳 785 20.7% 757 20.2% 714 19.3% 689 18.9% 616 17.0%

３０～３９歳 605 16.0% 632 16.8% 672 18.1% 693 19.0% 798 22.0%

４０～４９歳 1,200 31.7% 1,170 31.2% 1,132 30.5% 1,045 28.6% 936 25.8%

５０～５９歳 878 23.2% 860 22.9% 856 23.1% 889 24.4% 945 26.1%

６０歳以上 300 7.9% 310 8.3% 305 8.2% 307 8.4% 308 8.5%

合　計 3,791 100% 3,754 100% 3,706 100% 3,650 100% 3,626 100%

令和４年度令和３年度令和２年度平成31年度平成30年度
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２ 研修・開発センターによる研修体制 

 
当局は、平成 17年４月、研修機能と研究開発機能と

を集約した研修・開発センターを設立した。研修部門

と開発部門とが連携し、技術の継承及び職員の能力向

上と、現場ニーズに対応した研究開発に取り組んでい

る。 
当センターは、国内最大規模の水道研修施設である。

水道管布設工事現場を模した実習施設など、体験型の

研修を受講できる施設を多数整備しており、水道技術

に関する実践的な能力を身に付けることができるよう

になっている。 
また、当局職員に対する研修のほか、国内の他の水

道事業体への研修施設の貸出しや、ＪＩＣＡ（独立行

政法人国際協力機構）等を通じた海外からの研修生や

視察者の受入れを行っている。 
 

（１）令和４年度 研修の重点事項 

 

 東京水道グループ人材育成方針を踏まえ、年度ごと

の研修基本方針及び研修計画を策定している。令和４

年度の研修の重点事項は、次のとおりである。 

 

ア 職員の資質向上と意識改革 

 

（ア）コンプライアンスの徹底 

 汚職等非行防止やサイバーセキュリティ等、特に重

要な課題については、全職員に対する研修や課題別研

修等、あらゆる研修の機会を活用して組織的に実施す

る。 

 

図３－34 職員研修体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札談合への関与や契約に係る情報漏えいの未然防

止を図ることを目的とした独占禁止法及び入札談合等

関与行為防止法に係る研修を全職員に対し実施すると

ともに、課題別研修においても実施する。 

コンプライアンスに関する職場研修では、実際の事

故事例を題材として話し合うグループワークを通じて、

コンプライアンスが職員自らの役割の一つであること

への理解を促進していく。 

また、課長級から課長代理級までを研修対象として

きた「マネジメント研修」については、新たに部長級

まで拡大する。研修内容も更なる拡充を図り、既受講

者（課長級）には、部下との信頼関係構築に向けた意

識を高めるとともに、部下の成長・パフォーマンスの

最大化に向けたコミュニケーション能力の一層の向上

を図る。 

経営プラン策定等の事業運営上の重要事項について

は、関係部署と調整して研修を実施し、職員への周知

を図っていくとともに、「情報公開・個人情報保護」「知

的財産」等、分野ごとに業務上必要のある職員に向け

た研修を実施する。 

 

（イ） 接遇意識の一層の向上 

お客さまサービスを向上させ、満足度の高い水道事

業としていくため、日常的なお客さま対応とともに、

事業者等の水道事業に関わる全ての関係者に対して、

丁寧な対応を行い、常に相手の立場に立って、関係者

とも円滑に業務を遂行できるような姿勢を身に付けさ

せる等、接遇意識をさらに高めていくための研修を実

施する。 

外部講師を活用したサービス精神の醸成やコミュニ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職層全員を対象に共通に求められる知識等の修得を目的に実
施するもの

他局に委託して実施するもの

総務局人事部に委託して実施するもの

職
員
研
修

局研修

委託研修

職員が勤務時間外に職務遂行能力を向上させるために実施するもの

職場の管理監督者等が実施するもの

専門知識、技術等を修得する必要のある場合等、民間の研修
機関等に派遣して実施するもの

講師として必要なスキルの修得や専門性の高い研修等を実施
するもの

都政及び局事業における重要課題について理解と認識を深
め、問題意識を醸成することを目的に実施するもの

設定した研修の到達目標レベルにおいて求められる知識、技
術及び技能の修得を目的に実施するもの

自主研修

職場外研修 職層別研修

実務研修

中央研修

他局研修

職場研修

課題別研修

講師養成研修

派遣研修
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ケーション能力の強化を目的とした職場研修を全職員

に実施するとともに、直接お客さまと接する機会の多

い部署の職員に対しては、より実践的・具体的なお客

さま対応力の強化を図る研修を実施する。 

 

（ウ）企画・発信力の強化 

課題発見、現状の評価・分析、解決策の提案等の能

力向上を図り、会議等で発表する論文作成等に資する

研修を実施する。 

また、局の取組をより効果的に発信するための研修 

や、プレゼンテーション力を強化する実践的な研修を

実施する。 

 

（エ） 講義型研修の実施方法の転換（オンライン型

研修等） 

 知識の習得を目的とした研修については e ラーニン

グの活用、双方向型に重点を置いた集合研修の企画・

実施等、研修科目の特性を勘案しながら最適な実施形

態を検討し実施していく。 

 また、ナレッジバンクシステムについては、技術情

報に係る資料・動画の登載を中心にしながら更なる充

実を図る。 

 

（オ） 研修効果の見える化 

 研修実施後の理解度テストの導入等により、研修生

への定着度を測定する取組を開始するとともに、研修

受講後に内容の振り返りができるよう、受講報告書の

集計結果を受講生に情報提供し、共有を図る。 

 

イ 政策連携団体と一体となった研修 

 

東京水道におけるグループ経営体制の下で、人材の

育成を着実に推進していくため、政策連携団体が策定

する研修の方針や計画に対し、局の方針が着実に反映

されるよう助言等を行っていく。 

政策連携団体が行う研修の企画・実施に当たっては、

ノウハウや場所の提供等の支援をさらに充実させると

ともに、コンプライアンス推進に係る局研修への受入

れやグループ研修（共同研修）について、科目や内容

を充実させて実施する。 

 

 

 

ウ ＯＪＴの充実・強化 

 

多くの現場を持つ水道事業にあって、職員の現場経

験の積み重ねによる知識・技術の習得は非常に重要で

あり、各職場において意識的、継続的に行われるＯＪ

Ｔは、職員の人材育成を支える役割を担っている。 

採用１年目から３年目までの若手職員を重点的なＯ

ＪＴ対象と位置付け、個人別のＯＪＴ計画を作成する

ことにより、継続的かつきめ細かなＯＪＴを行ってい

く。 

 令和４年度は、令和３年度に一部の職場にて先行実

施した主任等による新たなＯＪＴの取組が全職場で実

施されることを受け、職場におけるＯＪＴの中心役と

なる主任等職員を対象としたコーチング研修を拡大し

ていく。 

 

エ 効果的な実務研修の実施 

 

（ア）到達目標を明確にした実務研修 

事務・技術の各実務研修については、科目ごとの目

標レベル（到達目標）を明確にし、職員の実務能力を

計画的に養成することにより、各業務部門での中核と

なる人材（財）を育成する。 

また、各職層において習得すべき知識・能力を明確

にした職層別研修を実施し、職員が昇任した時期に重

点的に受講させることにより、より効果的に職員を育

成していく。 

 

（イ）体験型研修の充実 

研修・開発センターは、体験型の実習施設を多数整

備し、水道技術に関する実践的な能力を身に付けるこ

とができる施設である。 

近年の職員構成の変化等により、特に現場における

安全管理体制の構築と対応力の向上が求められている

ことから、様々な事故を疑似体験できるＶＲ機器を活

用した研修を実施する。ＶＲ研修の体験シナリオにつ

いては、実際の事故事例等を基に随時拡充を図ってい

く。 

また、スタンドアロン型のＶＲ機器については各職

場からの要望に応じて、機材貸出にも対応していく。 

 

（ウ）危機管理・事故対応能力の養成 

 日常的な危機管理・事故発生時の的確な対応能力を
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養成するには、実際の事故事例等に基づいた研修が効

果的であることから、新たな職員訓練システムやＶＲ

機器等を活用し、事故等を疑似体験できる研修を実施

する。 

また、外部講師を積極的に活用し、局外における最

新の取組事例・ノウハウを学ぶ機会を設けることによ

り、職員の危機管理能力及び事故防止への意識向上を

図る。 

 

オ 自己啓発の推進 

 

水道事業を運営していく上で技術的に貢献度の高い

公的資格や、職務との関連性がある資格の取得、スキ

ルアップのための通信講座の受講に向けた支援を実施

する。 

さらに、職員の資格取得や講座受講等の実績や体験

談等を広く局内に紹介し、自己啓発の機運を高める。 

 

カ 国際感覚の醸成 

 

新型コロナウイルスの流行状況等を勘案しつつ、第

一線で活躍している専門家や実務経験者から海外事情

やノウハウを学ぶ場や、海外研修や海外プロジェクト

等の参加者から体験談を聞く場を設け、職員の国際感

覚の醸成を図る。 

また、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）等が

主催する研修等に積極的に職員を派遣し、国際業務に

関する高度な知識の習得や、海外の研修生との交流・

意見交換の機会を提供する。 

さらに、英語での電話応対及びビジネス英文Ｅメー

ルの基礎を学ぶ研修等、外部講師を活用した実践的な

語学研修を実施する。 

 

（２）職員教育訓練システム 

 

当局では、事故対応力を強化するための危機管理研

修において、独自に開発した「職員教育訓練システム」

を平成 20年度から活用してきた。しかし近年システム

の老朽化が顕著になってきたことから、令和２年度に

最新型システムへの入れ替えを実施した。 

本システムを活用した研修は「管路事故」、「水質事

故」、「設備事故」、「震災対応」の４つの科目で構成さ

れており、それぞれのシナリオに沿って展開する様々

な状況を職員が適切に判断し、情報連絡、対処方法の

検討等をロールプレイング方式で行う実践的なもので

ある。職場や職務の異なる職員が、組織横断的な業務

連携の重要性を体験し、理解することにより、事故時

の対応能力を養える内容となっている。 

 

３ 水道技術の継承 

 

（１） 水道技術エキスパート 

 

これまで培われてきた水道技術を着実に継承するた

めに、平成 20年７月、水道技術エキスパート制度の運

用を開始した。 

本制度は、特に高い技術力と豊富な経験を持つ職員

をエキスパートとして認定するものである。 

エキスパートは、自らが有する見識や経験等に基づ 

いた助言や技術等の形式知化を行うとともに、職員か

らの業務上の相談に対し、助言を行っていくこととし

ている。 

 

（２）ナレッジマネジメントシステム 

 

当局では、水道技術を着実に継承していくため、水

道局版ナレッジマネジメントシステムを構築し、技術

情報を集約・活用した人材育成を図っている。 

その一環として、知識やノウハウを文書や映像にし

てデータベース化し、イントラネットを通じて職員が

業務に必要な技術情報を取り出すことができるナレッ

ジバンクを開発し、平成 19年４月から運用を開始して

いる。 

 

図３－35 ナレッジマネジメントシステムのイメージ 

ナレッジバンクを活用した研修

研修内容等の取り込み
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４ 現場ニーズと将来を見据えた調査・研

究開発 

 

当局では、従来から、漏水発見装置や水道メータの

開発、給・配水管の耐食性や浄水処理技術の調査など

幅広い分野で研究開発を行っており、局内での活用は

もとより、全国の水道事業の技術向上にも貢献してい

る。 

 

（１）調査・研究開発の重点項目 

 

 研修・開発センターでは研究開発機能の更なる充実

を目指しており、次の項目に重点的に取り組んでいる。 

 

ア 局の研究開発業務の総合調整 

 

 技術開発検討委員会は、当局の技術開発及び研究開

発を統轄する、最上位の審議機関である。研修・開発

センターは、技術開発検討委員会の事務局として、各

部の調査・研究業務の一元的な管理・調整を行い、当

局の研究開発における先進性と実効性の確保に努めて

いる。 

 

イ 現場ニーズの的確な把握 

 

 お客さまニーズの多様化など、当局を取り巻く環境

の変化に迅速に対応するため、現場からの意見・要望

に重きを置くとともに、局内の諸課題やＩＣＴなど最

新の技術動向について積極的に調査・検討し、研究開

発テーマの選定を行うこととしている。 

また、水道事業の将来展望を見据えた基礎的な調

査・研究及び技術開発についても積極的に実施してい

る。 

 

ウ 効率的・効果的な開発手法の活用 

 

 民間の発想や技術力及び大学等のシンクタンク機能

を積極的に活用するなど、多様な外部団体との連携に

よる研究開発を展開するため、平成 17年度から、産学

公連携による共同研究を実施している。 

また、研究開発には、高度かつ多様な知識が求めら

れ、多くの分野の関連技術の集積が必要である。こう

した状況を踏まえ、平成 18年度に、より効率的に課題

解決を図ることを目的とした「公募型共同研究」を開

始し、平成 24年度からは、ホームページにて当局が求

める技術について広く募集している。 

さらに、大学の先進的・基礎的な研究を積極的に取

り入れた研究開発を推進するため、東京大学、北海道

大学及び東京都立大学との調査研究をそれぞれ継続的

に実施している。  

こうした効率的・効果的な開発手法の活用により研

究開発を推進している。 

  

エ 研究開発成果の実用化推進 

 

 各部と連携し、研究開発テーマに関する改善等の意

見交換を行うとともに、現場(実技フィールド)で研究

開発の成果品を使用して改善点をフィードバックする

ことにより、実用性の更なる向上を図っている。 

 研究開発成果については、センター内に展示室を設

置し、来所する視察者や研修生等に紹介している。 

また、当局ホームページ等による情報発信や研究開

発報告会、当局内外の発表会等、様々な手段や機会を

捉えての情報提供を積極的に行っている。 

 

 

展示室 

 

オ 開発機能と研修機能の連携 

 

 ベテラン職員の退職等により、技術やノウハウの早

期習熟や着実な継承が課題となっている。その対策と

して、当局が保有する様々な技術やノウハウをデータ

ベース化し、パソコンにより各職員がオンラインで業
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務に活用できるナレッジバンクシステムを開発し、平

成 19年４月から運用を開始した。 

また、職員の危機管理対応能力及び職務遂行能力の

維持・向上を目的とした職員教育訓練システムを開発

した。 

これらのシステムを職員研修プログラムに組み入れ

ることにより、研修と開発の連携による相乗効果の創

出を図っている。 

 

（２）開発成果品及び最近の研究開発テーマ例 

 

ア 過去の開発成果例 

成果品 開発内容 

ＤＡ（乾式）水道メー

タ 

指示部を防水としたデジタル式の

高性能水道メータ 

水使用実態調査シ

ステム 

各家庭などで水栓ごとの使用状

況を記録できるシステム 

水道メータ自動試

験装置 

基準タンク方式に替えて小口径メ

ータの精度試験を自動化 

携帯型メータ試験

装置 

メータを取り外さないでお客さま

宅で実施できるメータ試験装置 

電子式水道メータ

通信プロトコル 

ＪＩＳ規格に対応した電子式水

道メータ通信プロトコルを開発 

相関式漏水発見装

置 

漏水音を識別し、管路の 2 点から

漏水箇所を探知する装置 

時間積分式漏水発

見装置 

漏水音の特徴（連続性）から漏水

を自動的に識別する装置 

希ガスによる漏水発

見技術 

ヘリウムガスの舗装透過特性を利

用し、漏水箇所を探知する 

管内調査ロボット 
口径800mm以上の水道管を不断

水で管内面から調査できる機器 

ポリエチレンスリー

ブ(Ｔ字管、分水栓) 

作業性がよく確実な防食効果を

発揮するスリーブを開発 

きょう雑物移送技術

（パラシュート） 

流速向上装置“パラシュート”によ

り、きょう雑物を移送させる工法 

管路情報機器 
マンホールの中に設置できる水

圧・水質等のデータ通信装置 

緩速ろ過池の削り

取り機械 

人力作業であったろ過砂表面の

削り取り及び運搬作業の機械化 

管網解析システム 
マッピングデータ、丁目別給水量

等を活用した管網解析 

技術支援システム

(ナレッジバンク) 

技術情報、業務ノウハウ等の情

報をデータベース化 

職員教育訓練シス

テム 

ロールプレイング方式による危

機管理等訓練シミュレータ 

【訓練シナリオ】 

管路事故、設備事故、水質事故

及び震災初動対応 

スタンドパイプ一

体型流量計 

充水作業に使用するスタンドパ

イプ一体型流量計 

バイク等に搭載可

能な開栓器 

震災対応用のバイクでの運搬可

能な折りたたみ式開栓器 

 

イ 最近の研究開発テーマ例 

災災害害対対応応力力のの強強化化にに資資すするる災災害害ママネネジジメメンントトにに関関すす

るる調調査査・・研研究究((HH2288～～HH3300))  

災害マネジメントを、リソースマネジメント（資

源の最適化）とリスクコミュニケーション（情報の

共有化）の視点で研究した。成果は局の緊急資材置

場の配置見直し検討等に寄与した。 

高高度度浄浄水水施施設設のの長長寿寿命命化化にに資資すするる補補修修材材にに関関すするる研研

究究開開発発（（HH2288～～HH3300）） 

 高度浄水施設の長寿命化に向けて生物活性炭吸着

池のコンクリート劣化の進行を抑制できる補修材の

性能について研究した。  

複複合合電電源源シシスステテムムのの水水道道施施設設へへのの導導入入検検証証((HH2299～～

HH3300))  

 商用電源に太陽光発電及び蓄電池を組み合わせた

複合電源システムについて、小規模浄水所・配水所

等の計装機器の電源として活用する場合を想定し、

平常時の環境負荷低減と非常時の電源確保の有効性

を検証した。  

山山間間地地域域水水道道施施設設ののモモニニタタリリンンググシシスステテムムのの開開発発

（（HH3300～～RR11））  

山間地域の水道について、独立電源（太陽光発電、

バッテリー）と LTE 回線によって、現地映像と水位

を遠隔監視可能なシステムを開発した。  

中中空空糸糸型型有有機機膜膜ににおおけけるる膜膜のの更更新新時時期期のの推推定定にに向向けけ

ててのの調調査査((HH3300～～RR22))  

有機膜の更新時期を推定するため、膜素材の物性

解析やシミュレーションモデルを用いた劣化機構の

解析を行った。 
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消消火火栓栓水水圧圧確確認認シシスステテムムのの開開発発((RR11～～RR22))  

  首都中枢機関、救急医療病院等の重要施設への供

給状況を常時監視するため、携帯通信回線を用いた

水圧監視システムを開発した。 

水水道道工工事事にに特特化化ししたたＶＶＲＲシシナナリリオオのの開開発発((RR22・・RR33))  

工事事故防止を目的として、バックホウとの接触

事故や吊り上げた水道管との接触事故等、水道工事

で発生しやすい事故を疑似体験できる教育訓練用の

ＶＲシナリオを制作した。また、R3年度には設備工

事及び電気・機械設備点検時における事故等のＶＲ

シナリオを追加制作した。  

ググラランンドドパパッッキキンン交交換換用用ツツーールルのの開開発発((RR11～～RR33))  

ポンプ等の回転機器の軸シール材であるグランド

パッキンの取付け・取外し作業を誰でも簡単に可能

とするツールを共同研究で開発した。  

 

５ 職員の自己啓発 

 

職員の一人一人の意識改革を促し資質向上を図ると

ともに、水道事業の進展やお客さまサービスの向上に

寄与することを目的として、当局の事業全般に関する

提案の募集や研究論文の発表会を毎年行っている。 

また、水道事業に深く関連する公的資格等の取得に

対する支援も行っている。 

 

（１）東京都水道局職員提案制度 

 

職員提案制度では、職場の実状に即したアイデア及

びそれを実行に移した改善実績を募集・表彰してきた。

平成28年９月からは、自律点検・改革の取組（32ペー

ジ参照）において、業務に関する解決策の提案を開始

した。これを受け、自律点検・改革の取組と明確に分

けるため、平成29年度の職員提案制度からは実施済み

の業務改善実績を扱うこととした。 

職員の間に改善の空気を浸透させ、職員自らが職場

における業務分析、問題点を発見し、より良い政策を

立案する能力を養うため、今後も制度の活性化を図っ

ていく。 

また、応募提案を局ネットワーク上のナレッジバン 

 

クへ掲載し、情報の共有化や提案の活用を促進してい

る。 

 

表３－19 応募提案の実績 

令和元年度 38 件 

令和２年度 24 件 

令和３年度 12 件 

 

（２）職員による研究発表・論文表彰 

 

ア 東京都水道局研究発表会の開催 

 

水道事業に関する調査・研究・開発・業務実績等を

報告・発表する機会として、研究発表会を毎年開催し

ており、職員等の自己啓発意欲の増進、人材育成並び

に局事業の発展及び向上を図っている。 

 

表３－20 発表論文の実績 

令和元年度 事務部門 ９件、技術部門 46件、英語

部門 ３件 

令和２年度 事務部門 ３件、技術部門 42件 

令和３年度 事務部門 ６件、技術部門 37件 

（注）令和元年度より英語部門を新設 

 

イ 中島博士記念賞の運営 

 

局職員の優秀な論文に対して表彰を行うため、淀橋

浄水工場（浄水場）、本郷給水工場（給水所）、芝給水

工場（給水所）を完成させるなど、東京水道の礎を築

いた中島鋭冶博士の名を冠した「中島博士記念賞」を

設置している。昭和 63年の設置以来、長らく最高位の

賞の選出がなかったが、要綱を改正して審査基準を明

確化し、平成 29年度には初めて最優秀・イノベーショ

ン賞を選出した。今後も一層の職員の研鑽を奨励して

いく。 

 

表３－21 中島博士記念賞の表彰実績 

 最 優 秀 ・ 

イノベーション賞 
優秀賞 努力賞 

令和元年度 ０件 １件 ４件 

令和２年度 ０件 １件 ５件 

令和３年度 ０件 ０件 ７件 
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ウ 全国水道研究発表会への参加 

 

研究発表会の発表論文等から、日本水道協会が主催

する全国水道研究発表会へ発表論文を推薦することに

より、全国レベルでの発表の機会を設けている。 

 

表３－22 全国水道研究発表会への推薦論文の実績 

令和元年度 事務部門５件、 技術部門 20件 

令和２年度 事務部門１件、 技術部門 20件 

令和３年度 事務部門２件、 技術部門 15件 

 

（３）公的資格取得支援制度 

 

水道事業を運営していく上で貢献度の高い公的資格

等の取得に向けた研修を実施し、合格者には受験料・

登録料等を公費で負担している。 

研修としては、平成 13年度から技術士（研修名 高

度水道技術）を、平成 16年度からは、給水装置工事主

任技術者（講習会 給水装置工事主任技術者資格試験

受験準備講習会）及び水道施設管理技士（講習会 水

道施設管理技士受験講習会）を、平成 20 年度からは、

電気工事士（研修名 電気工事技術）の講座を開設し

ており、合格者については、当該資格取得研修等の講

師として活用している。 

 

表３－23 公的資格取得支援制度利用者の実績 

 技術士 

給水装

置工事

主任技

術者 

水道施

設管理

技士 

電気工

事士 

平成元年度 ３名 ０名 ０名 ４名 

令和２年度 ０名 ０名 ０名 ４名 

令和３年度 １名 １名 ０名 ３名 

 

（４）自己啓発支援制度 

 

職務との関連性があり、その効果が職務に還元され

る資格・検定の取得又は更新及び講座受講について支

援している。具体的には、局が提示する対象資格・講

座の中から、職員に職務との関連性等により支援メニ

ューを選択させ、資格取得・講座修了後、受験料・更

新料・受講料等を支給している。 

表３－24 自己啓発支援制度の概要（令和４年度） 

 資格取得支援 講座受講支援 

資格・ 

講座数 

土木施工管理技士

情報処理技術者等 

80 資格 

問題発見・解決、

語学等 

99 講座 

支援内容 

①受験料（100％） 

②必須講習の受講

料（100％） 

③対策講座の受講

料（100％）（注） 

受講料の 50％ 

又は 100％（推奨

講座） 

（注）金額には上限あり 

 

（５）ＴＯＥＩＣ ＩＰテストの開催 

 

当局では、国際展開の取組を重要施策の一つとして

掲げていることから、職員の語学力向上を支援する取

組の一環として、年に２回、研修・開発センターにて、

ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト（団体特別受験制度）を開催

している。 

受験料は、上記自己啓発支援制度（資格取得支援）

の対象としている。 

 

表３－25 ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト受験者の実績 

令和元年度 55 名 

令和２年度 27 名 

令和３年度 15 名 
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