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近年、建設業界では若手建設技術者の減少、担い手不足が深刻化している。この問題を解決すべく、
室蘭開発建設部、胆振総合振興局、日胆地区測量設計協会は、官民連携「日胆地区これからの建設技術者
を育てる会」を発足し、若手建設技術者確保・育成のための取組みを展開している。本報告はこの取組み
について、紹介するものである。
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1. はじめに
建設業界における技能者等の高齢化や担い手不足は、
北海道においても大きな課題となっており、北海道建設
業協会は関係機関との連携による技能者の確保・育成方
策を検討してきたところであるが、日胆地区において
は、技能者に加えて、技術者の確保・育成も大きな課題
となっている。

人材確保の取組を行ってきている。
(1) 防災の日イベント
平成24・25年度、防災の日にちなみ、体験型イベント
と災害活動パネルを展示。
楽しみながら防災の重要性を知り、建設業に興味を持
ってもらおうと企画した。

2. 日胆地区これからの建設技術者を育てる会
日胆地区は日高地域と胆振地域という広範なエリアを
有し、胆振地域においては室蘭工業大学をはじめ、専門
学校、工業高校等の専門教育機関があるものの、土木系
の学生や生徒の確保が特に難しくなっていることや、日
高地域には専門教育機関が無いなどの地域特性がある。
地域の建設業が技術力を保持し、地域の安全・安心を
実現していくため、日胆地区の建設業を取り巻くこのよ
うな状況をふまえ、技術者の確保・育成を行っていくこ
とを主目的に、室蘭開発建設部、胆振総合振興局、室蘭
建設業協会及び日胆地区測量設計協会は、平成 28 年 2
月「日胆地区 これからの建設技術者を育てる会」
（以後「育てる会」と称する）を設立した。
育てる会では、若手技術者の入職促進を実現し、地域
ぐるみで技術者を育成し活躍してもらうための仕組みを
確立するため、各機関と連携した様々な取組を実施して
いる。

写真－１ 重機試乗

3. 室蘭建設業協会独自で行ってきた取組み
室蘭建設業協会では、育てる会設立前も独自に様々な
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写真－２ コンクリートで手形

(2) 現場見学会
平成26年度より、室蘭工業高等学校、苫小牧工業高等
学校の土木科を対象に工事現場見学と意見交換会及びア
ンケートを実施している。
工事現場見学においては、測量体験や、人力施工では
無く機械化施工が主流であることを知ってもらうと共に、
安全管理や新技術等を紹介。

ョンがとりやすい」「福利厚生がしっかりしている」
アンケートについては、建設業のイメージに関する項
目の他、工業高校の土木科を選んだ理由について聞いた
ところ、学力で土木科を選んだ生徒が約５割に対し、土
木技術者になりたいという生徒は１～２割にとどまって
いることが判った。

写真－３ 大狩部トンネル現場見学

図－１ 土木科志望理由（１年生 44名）

写真－４ 建協との意見交換
意見交換では、直接高校生の生の声を聞いている。
「もっと肉体労働なのかと思っていた」
「機械を動かしている姿が格好良かった」
「規模が大きくてやりがいのある仕事だと思った」
「パソコンなどＩＴ化されている」
「土木と一見して分かる作業服が超ダサイ」
「きつい・汚いイメージは変わらない」
「怖い、堅苦しい、危険」
図－２ 土木科志望理由（２年生 40名）
また、「どういう職場なら入りたいか」という質問に
対して以下の声があった。
「休みが取れる」「給料が良い」「やりがいを感じら
れる」「資格が取れる」「楽しい（明るい）」「大きな
機械が動かせる」「自宅から通える」「コミュニケーシ
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(3) 現場見学会意見交換より得られたもの
高校生の就職や建設業に関する素直な意見や希望を聞
き取ることができ、建設業を営むものとして考えさせら
れる意見を多数得ることができた。得られた意見を参考

に企業・業界の体質改善（時代に見合った企業構築）に
取り組んでいく考えである。
また、直接対話することで高校生の将来に対する不安
や、建設業への誤解について、丁寧に説明することが出
来たと受け止めている。
さらに、アンケートにより把握した土木科志望理由を
受け、建設業に対する良いイメージづくりを幼少期から
もっと積極的に取組み、土木技術者を目指す生徒をもっ
と増やす活動が必要と考えている。
(4) 企業説明会
最近年日高地域において、高校生を対象とした企業
説明会「じもと×しごと発見フェア」（北海道の地域若
者就職・定着支援事業）に出展し、高校生等に地域の仕
事や企業のひとつとして建設業を知ってもらう活動を行
っている。

4. 育てる会の活動
育てる会では「建設産業担い手確保・育成コンソーシ
アム」の地域連携ネットワーク構築支援事業を活用し、
平成 28 年度、平成 29 年度の 2 年間で次の４つの活動を
行うこととした。
○土木への理解を深める効果的な現場見学会等の実施
○四機関の連携によるインターンシップの実施
○効果的な広報活動
○地域内の関係機関と連携した技術者の担い手確保・
育成のための取組
(1) 効果的な現場見学会
学生を対象とした現場見学会だけではなく保護者
を対象とした現場見学会を開催した。
1) 保護者を対象とした現場見学会
学生の将来（就職）を決める上で保護者の意見は重要
となることから、苫小牧工業高等学校及び苫小牧工業高
等専門学校の保護者を対象とした現場見学会を開催した。
参加した保護者の関心は、労働環境や若手技術者が仕
事に対して情熱を持って働いているかということであっ
た。

写真－５ じもと×しごと発見フェア
(5) 職業説明会アンケート
質問１ 建設業への興味について
「お父さんが重機に乗っていて親近感がある」
「女性も建設業の仕事が出来る」
「測量が楽しそう」
「機械を使って何をしているのか初めて知った」

写真－６ 若手技術者に質問する保護者

質問２ 建設業のブースを見ての感想
「レベルが面白かった」
「事務の仕事があることを知った」
「力仕事だけではないことが解った」
「ドローンなど、いろいろ進歩している」
「普段の生活を下支えしている仕事」
(6) 次回職業説明会への改善
○反応が良かった実習・体験型の展示をより充実さ
せるべき。
○技術と事務それぞれのブースを設けることも検討。
○直接意見を聞く時間を設けるべき。
写真－７ きれいに整理された現場事務所
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(2) 四機関の連携によるインターンシップ
苫小牧工業高等専門学校及び苫小牧工業高等学校
より学生を受け入れ、建設業だけではなく、コンサル
タントや官公庁の仕事を体験するメニューを用意した。

写真－８ きれいなトイレ
2) 現場見学会に参加した保護者の声
「工事管理の仕事がメインで、スコップ・つるはしの
世界ではないことが判った」
「肉体労働がほとんどないということを知った」
「幼少期から建設業を知る機会を持たせるべき」

写真－９ 建設協会との意見交換

3) 幼少期から建設業を知ってもらう活動
保護者対象現場見学会での「幼少期から建設業を知る
機会を」という意見を踏まえ、既にあるツールを活用す
ることで、小中学校へ現場見学の誘いを行った。
そのツールとは、北海道開発局が平成25年度より実施
している公共施設見学ツアーである。平成29年11月に、
写真－１０ ドローン操縦体験
胆振教育局並びに日高教育局を通し、管内の小中学校へ
見学可能な現場や施設情報を提供している。これにより、
(3) 効果的な広報活動
幼少期から建設現場を見る機会が今以上に増えることを
職業として建設業を目指す学生を増やすためには、高
期待している。
校進学のタイミングで土木科が選択肢に入ることが重要
である。そのためには小学生・中学生の時から建設業を
知る機会がもっと必要と考える。これまでも小学生の建
設機械写生会や現場見学会が各地で開催されているが、
説明用のパンフレットはあまり作られていないため、育
てる会では中学生向けパンフレットを作成している。

写真－１１ 作成中のパンフレット
北海道開発局ＨＰより
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(4) 地域内関係機関と連携した取組
本論文冒頭で述べているように、日高地域には土木を
専門に教える教育機関が無いことから、地域を支える建
設業を目指す学生がほとんどいなく、胆振地域よりも人
材確保については厳しい状況である。
これを打開すべく、日高地域の普通高校にもっと建設
業をＰＲしたいと、日高教育局に相談し、普通高校教員
対象の現場見学会開催が実現した。
1) 教員を対象とした現場見学会
平成29年8月3日 日高地域の普通高校教員（進路指導
担当）を対象とした現場見学会（日高自動車道）を行っ
た。

写真－１２ ４校からの参加

写真－１４ 普通高校も大歓迎と力説
3) 参加した教員の感想
「土木が肉体労働というイメージが払拭された。技術
も進歩していて、また安全に対する意識が高いと
云うことにも驚いた」
「生徒向けの見学会やインターンシップを希望」
「事務なども含めて様々な仕事があることを生徒に伝
えたい」
「仕事が多岐にわたって分業化されており、どの分野、
どの職を求めているのか具体的に示して欲しい」
「仕事のやりがいが大変あることがよくわかった」
「ものづくりに興味を持つ生徒がいるので、一品もの
である土木のものづくりは、心に響く子もいると
思う」
「地元の企業の現状もうかがい知ることが出来、卒業
生を送り出したい気持ちになった」
4) 事前アンケート 事後アンケート
土木を知らない普通高校の教員にどれだけ現場見学会
が効果があったか把握するため、同じ質問のアンケート
を現場見学の前後でとり、評価を数値化。
＜アンケートの項目＞
３Ｋ、やりがい、給料、休日、福利厚生、社会貢献、
災害、将来性、資格の取得など

写真－１３ 最新の測量機器 自動追跡実演
2) 説明内容
○建設業は地域を支える仕事である
○機械化施工が中心で肉体労働は少なく、安全に仕事
を行っている
○自分が携わった仕事が形として残ることは建設業の
醍醐味
○最新技術紹介
○入社１～２年目社員の仕事
○建設会社には、技術職以外の仕事もある
○研修制度、福利厚生制度
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表-1に示すように、実際に現場や事務所を見てもらう
ことで、建設業に対するイメージはすべての項目で改善
されており、特に３Ｋのイメージを改善することが出来
たことが解る。
また、表で効果は多少あったが大きくイメージを改善
できなかった項目については、実際に目で確認できなか
った事項であり、口頭説明のみのものであったことから、
印象付ける良い写真等の準備が足りなかったと分析して
いる。
アンケートによる取組の効果把握については、これま
で事後アンケートのみで行っていたが、具体的にどの部
分が評価されているのかが不明確であった。

今回、事前・事後同一アンケートを行うことで、見学
会のどの部分が理解されたがが明確になったことから、
事前・事後の評価比較は、人材育成の活動にとって大切
なフォローアップといえる。
表－１ 教師4名の評価を数値化

5. 課題（気付き）
○まだまだ３Ｋのイメージが根強い。
○地元の建設業がもっと積極的にアプローチすべき。
○地元の普通高校出身者が建設業界にいることが認知
されていない。（職業の選択に入っていない）
○口頭説明だけでは印象付けが難しい。
○日高地域の普通高校もインターンシップを行ってい
るが、教員が地元の企業（建設業以外）に直接受
け入れ依頼して実施している。
○幼少期から建設業を知る機会をもっと増やすべきで
ある。
○長期継続可能な活動であること。

6. 平成３０年度に向けて
○日高地域の普通高校からのインターンシップ受入れ
→事前に受け入れ可能リストを作成し、日高教育局
経由で提供
○日高地域の普通高校を対象とした現場見学会
→教員だけではなく、生徒にも募集を広げる
○企業説明会での改善
○保護者対象現場見学会は人集めに改善が必要
○幼少期からのイメージアップ検討
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7. まとめ
育てる会は、若手技術者の雇用促進と地域ぐるみでの
技術者育成により、地元で活躍してもらうのが目的であ
り、まずは業界への理解を深めてもらうことが必要であ
るとの認識から出発している。
道内の高卒者のうち、建設業への就職者数は、ピーク
の 1996 年度 3,010 人が、2016 年度には 881 人まで減少し
ている。（『学校基本調査－年次統計・統計表一覧－産
業別都道府県別就職者数』文部科学省 より）
これは、これはかねてより「３Ｋ」(きつい・汚い・
厳しい)と称される土木建設業界における負のイメージ
が払拭しきれず、従前よりのマイナスイメージが大きく
影響しているものと思われる。
これまではそれぞれの組織が人材確保に取り組んで
きたが、官民連携することで効率的、効果的に業界を
ＰＲすることが出来ると考えている。
まだ取組みとしては始まったばかりではあるが、これ
からも確実に事業を執行し、実績を積み上げることで、
建設業界に対しての理解を向上させていくことが大事で
あると考えている。
建設業の魅力が広く知られ、イメージアップしていく
ことで、建設技術者を目指す若者が増えていくことを期
待したい。

