自治体の取り組み

群馬県における
建設産業の担い手対策について

〜産学官連携会議による取り組み事例等〜
群馬県 県土整備部 建設企画課

術者の不足」という構造的な課題を抱えており，

1.

はじめに

本県の建設業者数および建設業就業者数はピーク
時から大幅に減少している（図− 1）。

建設産業は社会資本の整備と維持管理の担い

また，県内大学・高校の建設系学科では，卒業

手，自然災害発生時の緊急対応や迅速な復旧復興

生が就職先として建設産業を選択しない割合が高

など，県民の安全・安心な暮らしの守り手である

くなっており，全国平均よりも就業者の高齢化率

とともに，地域の経済や雇用を支える重要な役割

が高く，若者（29 歳以下）の割合が低い傾向に

を担う産業である。

ある（図− 2）。

しかし，長期にわたる建設投資の減少等による

今後，さらなる高齢化の進展と生産年齢人口の

「厳しい経営環境」や，新規入職者の減少，入職

減少が想定される中，このままでは人材不足など

者の定着率の低下，技術者の高齢化等による「技

から建設業者の経営が困難になり，担い手の減少

図− 1

群馬県の建設投資，許可業者数，就業者数の推移

【出典】建設投資額：建設総合統計年度報（国土交通省）
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図− 2

建設業就業者の年齢構成の推移

【出典】総務省「労働力調査」，国勢調査（群馬県数値）

により，持続的な社会資本の整備と維持管理が立

伝えるための説明会の開催，建設産業への入職や

ち行かなくなることが懸念されている。将来にわ

定着を促すための高校生・社会人に対する土木施

たって，社会資本の着実な整備や適切な維持管理

工管理技術検定受験対策講座の実施などに取り組

を推進し，地域の安全・安心を確保するために

むとともに，女性活躍推進や小中学生への魅力発

は，建設産業の担い手の中長期的な確保・育成の

信，建設産業への就職活動支援を進めてきた。

支援が必要不可欠な状況となっている。

以下に，いくつかの取り組み事例を紹介する。

こうした状況を踏まえ，群馬県では建設産業へ
の若者の入職者増加および技術者の定着の促進，

⑴

中学生の職場体験推進

技術の継承を図るため，平成 25 年度に「産学官

会議の中で，学校の先生から「高校入学の際に

連携会議」を設置し，産業界，学校，官公庁で建

建設系の学科を選ぶ生徒を増やすことが将来の建

設産業の担い手の確保・育成に向けた課題を共

設産業の担い手確保には有意義な取り組みになる

有・連携しながら対策を進めている。

のでは」との意見が出された。そのためには，早
い段階で建設産業の仕事の内容や魅力等を伝える

2.

産学官連携会議の取り組み方針

ことが大事であると考え，中学生を対象とした職
場体験学習の取り組みを推進することとした。

平成 25 年度に当該会議を立ち上げた際には，

職場体験学習は，実社会の場で働くことによ

学校が困っていることや，産業界が新規入職者に

り，その職業への理解を深めることができ，今後

求める資格の取得等を支援する取り組みから始め

の人生設計を考えていく上で重要な体験となる。

ることとした。

そこで，中学校において授業の中で実施してい

具体的には，県内高校の建設系学科に在籍する

る「職場体験学習」における体験先に，建設産業

生徒を対象とした，高校 3 年間で段階的に現場の

を選んでもらえるよう，積極的な受け入れ推進体

臨場感・達成感を実感できるインターンシッププ

制を各団体（一般社団法人群馬県建設業協会，一

ログラムの構築，保護者にも建設産業の魅力等を

般社団法人群馬県測量設計業協会）と整えること
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とした。
これまでは，学校が過去の受け入れ実績等によ
り受け入れ可能事業所等を探して交渉していた
が，学校から受け入れ可能な企業が分かる一覧表
を作成してもらえれば，相手方への連絡が取りや
すいとの声をいただいたことから，学校や生徒が
体験先として建設産業を選択しやすくするため
に，市町村ごとに中学生の職場体験受け入れ可能
企業の一覧表を作成し，県内公立中学校へ配布す
ることとした。

図− 4

群馬県建設関連企業 GUIDEBOOK 2016

平成 29 年度は，受け入れ可能企業一覧表掲載

ら県内の大学に来ている学生の声として，「地元

企業 133 社のうち，実際に職場体験を受け入れた

に帰るつもり。魅力的な会社があれば群馬県でも

企業数は 49 社，体験した生徒は 167 人となり，

いいけれど，資料が少なくて分からない。」との

この取り組みを始める前の平成 28 年度実績と比

コメントが掲載されたことがある。これらの意見

べると企業数で 10 社，生徒数で 50 人増加した

に対応するため，群馬県内にはどのような建設関

（図− 3）
。

連企業があるのかを大学生や高校生等に知っても

今後は，この取り組みを通じて一人でも多くの

らうためにガイドブックの発行を企画した。

中学生に建設産業にふれあってもらい，モノづく

本ガイドブック掲載企業は，県内の建設関係団

りの楽しさを実感することで，将来的には建設産

体の集まりである群馬県建設産業団体連合会の加

業へ入職することを期待している。

盟企業を対象とし，業種ごとに，また建設業のよ
うに企業数が多い場合は所在地域ごとに整理して
いるため，学生が希望している業種や地域ごとの
会社が見つけやすい構成としている。
発行したガイドブックは，県内の全高校，建設
系学科を有する大学，工業高等専門学校へ配布す
るとともに，関東甲信越地区の建設系学科を有す
る大学へも配布し，本県への U・I ターン就職を
促すことを目指している。

図− 3

また，本ガイドブックと連携して，掲載企業の

中学生職場体験受け入れ実績表

就職情報を掲載した「群馬県建設関連企業の就職
⑵

群馬県建設関連企業情報誌の発行

情報 〜ぐんまの建設企業で働きませんか〜」を

本県では，平成 28 年 11 月に，
「群馬県建設関

発行し，採用年度ごとの採用予定人数や職種の

連企業 GUIDEBOOK 2016」（以下，「ガイドブッ

他，初任給，最終学歴，手当等を記載し，就職活

ク」という）を発行した（図− 4）。

動を行う学生等への支援に取り組んでいる。これ

ガイドブックは，建設産業への若者の入職を促

らの冊子を手にすることで，群馬県内の建設関連

すため，群馬県内における建設関係企業を紹介す

企業を少しでも知ってもらい，企業へのアプロー

ることを目的とし，総合建設業に限らず，測量設

チのきっかけとなるよう期待している。

計や電気設備，機械設備など幅広く 9 業種の企業
情報を掲載したものである。
発行の背景の一つに，地元新聞の紙面に県外か

⑶

女性技術者対策
労働力人口が減少する中で，女性技術者・技能
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者対策は，他の産業に比べ女性の就業率が低い建
設産業においては重要な取り組みである。
本県では，産学官連携会議において，「若手技
術者・女性技術者が活躍できる仕組みづくり」の
取り組みを行っており，平成 27 年度に県内の建
設系女子学生，民間女性技術者，官庁女性技術者
による「女性が働きやすい職場づくりに向けたワ
ークショップ」を行い，
「職場環境改善策提言書
〜私たちがもっとイキイキ働ける建設産業を目指
して〜」をまとめた。団体が実施する現場パトロ
ールにおいては，提言書の内容をチェック項目と

図− 5

して，実際の現場での取り組み状況を確認してい

求む！ 建設女子！！
〜ぐんまでかがやく建設女子〜

る。
また，女性の建設産業への就職を後押しするた
め，県内の建設産業で働く女性技術者から学生や
生徒に向けたメッセージや，建設産業の魅力をま
とめたリーフレット就職広報誌「求む！ 建設女
子！
！ 〜ぐんまでかがやく建設女子〜」を作成
し，女性技術者の増加とさらなる活躍を推進する
ための支援を行っている（図− 5）。
近年，工業高校や高等専門学校，大学等で建設
系学科を専攻する女性の数が増えていることか
ら，平成 29 年度には，女性でも建設産業で活躍

写真− 1

できることを実感してもらい，卒業後の進路とし

女性技術者と女子高校生意見交換会
（H29.8.25）

て建設産業で働く道を選択してもらえるきっかけ
づくりとなるよう，県内建設系学科に在学する女
子高校生と建設産業などの一線で活躍している女
性技術者との意見交換会を開催した（写真− 1）。

3. 若
 手技術者がやりがいを持てる
建設産業へ
新規入職者への対策は関係機関との連携により
進めてきたが，建設業は離職率が高いことも問題
点としてあげられており，若手技術者の定着が課
題である。

写真− 2

道路改良工事に係る工事銘板設置

え，やりがいと意欲の向上を図ること等を目的と

本県では，平成 29 年度より，完成した土木施

している。また，次世代の若者たちが土木施設に

設に，携わった技術者名等を記載した「工事銘板」

設置された「工事銘板」を見ることで，建設業に

の設置を始めた（写真− 2）
。

興味を示し，土木技術者を目指すきっかけとなる

これは，建設に関わった技術者の功績をたた
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術者の働きやすい環境の整備や地域にあった

4.

県土整備部の推進体制

ICT 技術の活用促進に取り組んでいきたいと考
えている（図− 6）。

本県では，平成 30 年度から平成 39 年度までの
10 年間における，社会資本の整備や維持管理を推

5.

おわりに

進する上での基本的な考え方や具体的な取り組み
を示した「はばたけ群馬・県土整備プラン 2018

土木技術は，自然を相手にした後世に残るスケ

− 2027」
（以下，「県土整備プラン」という）を，

ールの大きなモノづくりが魅力である。この魅力

この 4 月から新たにスタートさせたところである。

やモノづくりの楽しさをインターンシップや職場

新たな県土整備プランにおいては，「『自動車以

体験，現場見学会等を通じて，より多くの県民に

外の移動手段』も選択できる社会の実現」を見直

感じてもらうとともに，社会資本の役割や目的を

しのポイントとし，「元気：もっと，県土に活力

正しく説明していくことが，これからの建設産業

を」
，
「安全：もっと，暮らしに安全・安心を」，「魅

を目指す若い世代の人たちを増やしていくために

力：もっと，県土に魅力を」，「環境：もっと，良

は重要であると考える。

好な環境を」の 4 つの基本目標ごとに，「7 つの

また，働きやすい職場環境を整えるとともに，

交通軸の整備・強化」や「多様な移動手段の確保」

地域から愛される，魅力的な構造物を造ることに

など 11 の主要政策を位置付け，「自然と共生し，

より，現場に携わった若い技術者にとっても気概

未来に向けて，持続的にはばたける地域」を目指

の持てる仕事となり，末永く建設産業に関わって

して，計画的かつ重点的に社会資本の整備や維持

もらえるのではないかと期待している。
今後とも，「魅力あふれる群馬」の実現に向け，

管理を推進することとしている。
また，建設産業の健全な発展に向けた方策とし

県土整備プランに基づく社会資本整備を計画的に

て，
「社会資本の整備と維持管理の担い手の確保・

推進するとともに，建設産業の健全な発展に向

育成」を位置付け，建設産業の働き方改革や建設

け，担い手の確保・育成の支援に積極的に取り組

現場の生産性向上を支援するために，引き続き

んでいきたいと考えている。

「産学官連携会議」により，若手技術者や女性技

図− 6

世代別・対象者別の主な取り組み

「はばたけ群馬・県土整備プラン 2018 − 2027」より抜粋
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