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山口県における建設産業の現状
建設投資額

■山口県の就業者における若年者及び高齢者の割合
55歳以上（全産業）
29歳以下（全産業）
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10年間で、
建設業における
若年者比率は
19％から11％に
低下
出典：総務省

国勢調査

■山口県の建設業の有効求人倍率

有効求人倍率
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総会では︑山口県における建設
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設業における若年就業者の大幅な
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山口県建築協会
専門工事業団体

減少は深刻である︒この状況が続

国土交通省中国地方整備局
山口県
市町

産業の現状が説明された後︑各団

職業紹介・訓練機関

体のこれまでの取り組み︑今後の

教育機関

けば︑近い将来︑技術・技能の次

建設業団体

の世代への継承が困難となり︑多

建設行政

取り組みが報告され︑協議会での

若年層の確保が喫緊の課題

調整により︑事業の共同実施や内

出典：山口労働局調べ

発する大規模災害や︑道路など社

（注）１.常用的パートタイムを含む。
２.平成23年度改定「厚生労働省編職業分類」に基づく区分により集計。

（出典：県監理課「山口県の建設業者の就業構造等に
関わるアンケート調査」）

等

会資本の維持更新時代への対応に

建設躯体工事の職業：型枠大工、とび工、鉄筋
建築・土木技術者等：建築技術者、土木技術者、測量技術者
土木の職業：土木作業員、鉄道線路工事作業員、ダム・トンネル掘削作業員
建設の職業（建設躯体工事の職業を除く）：大工、ブロック積工、タイル張工、屋根ふき工、左官、畳工、配管工、内装工、防水工

容の充実など連携を拡大していく
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ことを申し合わせました︒

技術者、技能労働者ともに２割の事務所が
「既に不足している」
としている。さらに5年
以内では4割、10年以内では6割の事業所
が「不足する見込み」
と回答。
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も支障が生じることが懸念される︒

採用現場の状況

全職業

建設業界︑建設関係行政機関︑さ

電気工事の職業
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■若者が夢を持って
入れる建設業に

建設の職業
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歳代が全体の約２割を占め︑若年層の確保は喫緊の課題です︒
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設立総会で挨拶をする進士正人会長［山口大学工学部長］
（中央）

型枠、鉄筋等の建設躯体工事の求人倍率
は、
７倍前後まで上昇している。
これに次い
で、土木施工管理技術者等の建築・土木
技術者等の求人倍率が約４倍と高くなって
いる。

年間でベテラン技術者・技能者の大量退職時期を迎えます︒総務省の統計で

8

建設業界は︑今 後

10.0

は︑2010年時点で

15.0

建設業界・建設関係行政機関は︑建設産業が直面するこの課題に迅速に対応するため︑教育機関

建設業就業者は、55歳以上が約38％、29歳以下が約11％と高齢
化が進行し、次世代への技術・技能の承継が大きな課題。
また、今後10年間で、高齢者の大量退職時期を迎える。
（平成22年時点で60歳代が約20％）

や就業支援に関する専門機関とも協力して︑建設産業を担う人材の確保︑技術・技能の承継を円滑
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に行うため﹁山口県地域を支える建設産業担い手確保・育成協議会﹂を発足しました︒

就業者数

55歳以上（建設業）

35.0

未来を担う若い力を建設業に

（出典：県監理課「山口県の建設業者の就業構造等に関わるアンケート調査」）

40.0

﹁ 山口県地域を支える建設産業担い手確保・育成協議会 ﹂を 設 立 ！

県内投資額（平成25年度）は約57百億円で、ピーク時（平成3年
度）から約40％減。建設業者数（平成25年度末）は、6,190業者
で、
ピーク時（平成10年度）
から約30％減。
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発起人の一人である北﨑氏（山口県土木建築部長）
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地域イベントでもパネル展示でPR

年度︑協議会参加団

■平成 年度
各団体等の取り組み
平成
体では︑さまざまな取り組み
が行われています︒︵詳細は
︵一社︶山口県建設業協会

下図参照︶
では︑現場見学会やインター
ンシップ︑中学生ブリッジコ
ンテストの実施︑地域イベン
トでのPR等︑これまでの取

その他にも︑建築を学ぶ高校生
を対象にした特別事業や︑建設企
業求職者に向けた﹁魅力発見交流
会﹂などが開催されました︒
また︑本事業の取り組み周知を
図るため︑﹁夢づくり！山口﹂
︵県政番組・6月︶や﹁ふれあい
山口︵県広報紙︶﹂への掲載︑建
設業パネル展示等︑さまざまな媒
体を通じて
積極的な広
報活動が展
開されると
ともに︑建
設業の魅力
を伝えるプ
ロモーショ

カリキュラムの開発

年 月に行われた﹁山口

の会﹂の安藤繁之代

に努めていきます︒

代表︶と︑

ともに建設産業の人材確保・育成

取り組みの充実を図り︑協議会と

取得支援の強化など︑これまでの

オの活用や︑高校生に対する資格

現場見学でのプロモーションビデ

また︑山口県建設業協会でも︑

し︑周知を進めていく予定です︒

キャッチコピーなどを設定・活用

若者に身近に感じてもらえるよう︑

取り組みを進めていくとともに︑

が相互協力しながら︑さまざまな

協議会では︑今後とも会員同士

した︒

理事長が新たに協議会に加わりま

県鉄筋工業協同組合の宮本ゆり子

県鳶工業連合会の栗栖龍男会長︑

表世話人︵安藤建設

まぐち建設

建設業の若手経営者でつくる﹁や

保・育成協議会﹂の総会において︑

県地域を支える建設産業担い手確

平成

■今後の取り組み

です︒

作成され︑今後活用していく予定

ットなど︑効果的なPRツールも

各種支援制度を掲載したリーフレ

●人事担当者向けセミナー

り組みを進めながら︑イベン

建設業人事担当者サポート
セミナー ︵3会 場・8月 ︑ 月︶

建設企業に対し︑求める人材の

獲得から採用後の職場定着に至る
までのノウハウを伝えることを目
的とした講習会︒求人活動に関し︑
どのように応募者を集めるか︑具
体的・実践的な説明があり︑参加
者からは︑今後の採用活動で実践
していきたいなどの意見が述べら
れました︒

建設業合同企業説明会 ︵ 月︶

●合同就職説明会

ト内で県の作成した建設業

年6月4日に

年度は︑求職者だけでな

●地域イベントでのPR活動

建設企業を一堂に会し︑建設業

山口大学
山口県
若者就職支援センター

等を対象にした職業訓練等
●ミスマッチ解消のための求人方

PRパネルを展示するなど︑
事業の共同実施をすることで︑
また︑平成

内容の充実を図りました︒
行われた徳山商工高等学校の
名も参加し︑

現場見学会では︑県内で初め
て生徒の保護者
建設業の仕事に対して理解を
深めました︒

■山口県の取り組み
山口県では︑これまで行ってき
た技能労働者の適切な賃金水準の
確保︑社会保険等の未加入対策の
推進の取り組みに加え﹁地域建設
産業就業支援総合対策事業﹂とし
て ︑ 人 材 確 保 ・ 育 成の 取 り 組 み が
平成

行われています︒
く︑すでに建設業で働いている若
手社員や企業の人事担当者など︑
建設企業に関わるあらゆる立場へ
アプローチをするセミナー等が開
催されました︒

建設業若手サポートセミナー
︵３会場・7月︶
建設企業の若手社員の職場定着
や仕事へのモチベーションアップ
に向けたセミナー︒熟練技術者・
技能者による経験をふまえた体験
談や︑キャリアカウンセラーから
新入社員が身に付けるべき心構え
などが語られ︑参加者から﹁実体
験の話はすごく参考になる﹂﹁目
標が定った﹂などの声がありまし
た︒

●中学生ブリッジコンテスト

への就職を考える若者を対象とし
た説明会︒

●建築特別授業

の提供など）

●地域イベントでのPR活動
●中小企業人材マッチング事業等
法勉強会等

●営繕工事のイメージアップ見学会
ローアップの 徹 底。求 人情 報等

●新規学卒者や離職による求職者

宇部市
●建設業魅力発信推進協議会の発足
（株）

（未 紹介、未 充 足求 人へのフォ
ンビデオや︑
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２１

●建設業イメージアップ広報紙
顕彰等

山口県西部
高等産業技術学校

協 力・連 携
中国地方整備局

相互
26

の、地域ニーズを反映した学び直し
●職場定着支援セミナー
県政番組「夢づくり！山口」（平成26年6月22日放送）建設企業の経営者や若手就労者の
インタビュー、現場見学会の様子を放送。建設産業の持つ役割や魅力を広く県民に伝えました。

●インフラ再生技術者育成のため
●就職ガイダンス
支援制度を記載したリーフレット

3
建設業で働く人物のインタビューや仕事風景、
プライベートについて撮影したプロモーションビデオ

4
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山口県建築協会
●建設人材確保プロジェクト
建設業合同企業説明会

●高校生に対する資格取得支援

山口労働局
10

●インターンシップ
●山口県高等学校等職業教育技術

講座

●現場見学会
●土木を学ぶ高校生に対して出前
●高校生ものづくりコンテスト
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山口県建設業協会
山口県建設技術センター
建設業若手サポートセミナー

山口県工業教育研究会
建設業人事担当者サポートセミナー
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