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技術と知識・想像力で
暮らしを彩る快適な空間を手がける
内装仕上工事業。

　「もの心ついた頃から、ものづくりの世界に
憧れを持っていました」と語る竹内さん。その中でもテレビ番組で取
り上げられていた建設業に興味を持ち、専門学校へ入学。卒業後は
周りのほとんどが大工の道へ進む中、「現場の見学会などを通して、
自分には内装の仕事が一番合っていると感じ、内装仕上工事業に就
きました」。
　入職して以来、経験豊富な本田さんの下でこの仕事のイロハを
学んだ。「最初に内装仕上工事業について本田さんから教わった
際、図解や絵を使って非常にわかりやすく指導していただいたこと
を覚えています。相手に理解しやすいよう伝えることの大切さも
学ぶことができました」と話し、現場でも本田さんへの確認は欠かさ
ない。「本田さんからは“無駄をなくす”ことを常に意識づけるよう言
われています。安全で正確な工程はもちろんですが、下地張りや
ボードの加工、作業手順などあらゆる面において、どうすれば早くで
きるか、どうすれば美しくおさまるかといった効率性を念頭に置きな
がら現場に向き合っています」。また周りと積極的にコミュニケー
ションを図る本田さんの姿勢にならい、「休憩中にはあえて携帯・
スマホをしまい、周りとコミュニケーションをとるようにしています。
日常的な会話を増やすことで、こちらからも相手からも意見を交わ
しやすい環境をつくることを心がけています」と話す。
　今後の目標は「一日も早く、一人前の職人になること」という竹内さ
ん。「具体的には、鋼製下地工事作業・ボード仕上げ工事作業の2級内
装仕上げ施工技能士の資格を取得し、ゆくゆくは1級内装仕上げ施
工技能士になることです。そのためには、現場の方たちの動きを“見
て学ぶ・見て盗む”ことが大切。これからも様々なことを吸収しなが
ら、一人前の職人を目指していきたいです」と抱負を語ってくれた。

“無駄をなくす”という教えを常に意識。
一日も早く、一人前の職人に。

1974年11月生まれ 東京都出身 1997年4月生まれ 福島県出身
本田 誠一さん
ほ ん だ    せ い い ち

竹内 光生さん
たけうち    こ う き

内装仕上工事業のプロフェッショナル。その技と想像力、積み重ねられていく経験は、日々培われながら受け継がれていく。

天井・壁・床といった内装を仕上げ、施設それぞれの目的や
イメージに合わせた空間を手がける内装仕上工事業。快適
な暮らしに欠かすことのできない空間づくりを担う2人、
株式会社渡清の本田さん、竹内さんに話をうかがった。

　内装仕上工事業に携わる親戚の仕事を手
伝った経験が、現在の仕事に就くきっかけだった。「それまで建設と
いう分野にゆかりはなかったのですが、内装工事に関わったことで
初めてこの仕事の魅力を知りました。黙々と机に向かう作業よりも、
体を動かす職種のほうが自分にも合っていると感じましたね」。
　入職から20年を経て、マンション・学校・工場・病院などあらゆる
建設工事に携わってきた本田さんは、内装仕上工事業のプロフェッ
ショナルといえる存在だ。現在は施工班のリーダーとして現場の中
心となり活躍するほか、指導員として竹内さんら後進を指導する立
場でもある。「最も大切なのは怪我をさせないこと、そして周りに危
険を及ぼすような行動をさせないこと。安全管理に対しては徹底し
た指導を心がけています」と、安全への配慮を忘れることはない。
　さらに「建設業は体を使う業種という印象が強いですが、それ以
上に知識や想像力を必要とする仕事。内装仕上工事業であれば、
ボードの加工や仕上げの際にも作業者自身の頭の中で施工計画と
材料とを照らし合わせて完成イメージを描き、臨機応変に作業を進
める対応力が求められます」と語り、本田さんの下で励む竹内さん
へも大きな期待を寄せる。「最初は体の線も細く、現場の仕事につ
いていけるかな…と心配もしていましたが、今は現場にも慣れ、
自分自身の考えで柔軟に動けるようになりました。職人としての成
長を感じています」と笑みをこぼす。「私も入職当初から、現場の方
とのコミュニケーションを通して成長することができました。竹内に
も周りの職人から様々なことを学び取り、一番合ったやり方を身に
着けていってほしいですね。いずれ私を越えて一人前の職人になる
よう、力いっぱいサポートしていきます」と話し、新たな現場の中心
となる若手へエールを送った。

求められるのは、完成イメージを描く
想像力と、臨機応変な対応力。

取材協力： 株式会社 渡清
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Webでも

ご覧いただけます。

建設産業の今を伝え
未来を考える

https://www.shinko-web.jp/
しんこうWeb 検 索

メルマガ登録は
コチラから！

いつでもチェック!!

特集

■  Ⅰ はじめに（事業の概要・実績）　令和2年度からスタート、本年度は2年目
■ Ⅱ 令和3年度の事業実施体制（令和3年度: 訓練参加者 年間400名目標、16拠点体制で実施）
■ Ⅲ 広報及び就職支援体制の強化
■ Ⅳ 求人登録のお薦め
■ Ⅴ 地方拠点での取り組み（一般社団法人職人育成塾内）
■ Ⅵ 訓練修了生の声
■ Ⅶ 訓練修了生受入企業の声
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FOCUS

日本経済の動向

工業高校紹介 
群馬県立前橋工業高等学校

建設経済の動向
■ コロナ禍で再び注目を集めるベビーブーマー世代

■ インタビュー ： 宮﨑 拓也 先生

■ コンクリートが脱炭素の重要アイテムに

CCUSサテライト説明会のご案内

連載 魅力ある建設業界へ
若年者の採用と定着率向上に向けて
■ 【第4回】
　賃金制度

厚生労働省 建設労働者
育成支援事業の実施状況
～事業の概要・実績と訓練修了生等のコメントご紹介～
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訓練施設 講師
ポリテクセンター
廃校となった学校
建設業団体会議室

　建設企業資材置場/現場  等　

訓練施設に属する講師
建設業団体事務局
建設企業の技能者
　　技能者のOB  等

宿泊場所資格取得
訓練施設の寮
建設企業の寮
ビジネスホテル

　ウィークリーマンション  等　

キャタピラー教習所
日立建機教習所
コマツ教習所

　　建災防/建設業団体  等

●地方拠点設置団体をはじめ、本財
団が連携している建設産業団体の
会員企業を主な対象として就職支
援を実施。訓練期間中に、訓練見
学会、会社説明会、合同就職面接
会等を開催。

●ハローワーク等との連携強化によ
り、建設業への入職を希望する方
には、可能な限り企業とのマッチン
グに努める。ハローワークの相談
員等の方々に訓練視察会を実施し
本事業への理解に努める他、訓練
生には就職面談時にハローワーク
への求職登録を勧奨。

就職支援

●中央拠点
令和3年度はキャタピラー教習所(千葉)、
高度ポリテクセンター(千葉)等において、
重機オペレーター、躯体や左官の職業訓
練をオーダーメイドにより4コース実施予
定。更にドローンの職業訓練実施先とし
て、利根沼田テクノアカデミー(群馬県沼
田市)と併せ、計5コースを実施予定。

●地方拠点
地域にある既存の職業訓練校へ委託す
る方法や、地元の公共職業訓練施設等
を借りて訓練を実施。

●職業訓練カリキュラムの策定
型枠大工、鉄筋、とび、杭工事、重機オペ
レーター、クレーン、塗装、内装、造園等。

職業訓練の実施
はじめに（事業の概要・実績）　令和2年度からスタート、本年度は2年目

（事業のイメージ図）

　建設産業においては、若者をはじめとする人材の確保・育成対策の総合的な推進が求められている中、特に若年入職希望者の
人材育成の支援体制を整備することが急務となっていることから、多くの建設技能労働者の人材確保・育成を図り、建設技能労
働者不足へ対応することが求められています。
　そのため、厚生労働省が実施する本事業は、離転職者、新卒者、未就職卒業者等から入職希望者の開拓を行い、建設技能労働
者が不足する建設産業関係の事業団体及び関係企業等に対して本事業への理解及び協力の促進を図りながら建設技能労働者
の育成を行うもので、訓練生の募集から、職業訓練カリキュラムの策定、職業訓練（座学・実習）の実施、就職支援までをパッケー
ジとして実施しています。
　本事業は、平成27年度から令和元年度まで5年間実施してきた「建設労働者緊急育成支援事業」の後継事業という位置付けで、
令和2年度から4年度までの時限措置で、3年間を通じて1200名の担い手育成を目指します。（1年目500人 2年目400人 3年目300人）
　初年度の令和2年度、2年目となる本年度の事業運営は、（一財）建設業振興基金（以下、「本財団」という。）が受託
しました。詳細につきましては、全国のハローワークに設置された広報機関誌「建設業ウェルカム」やホームページ
（https://kensetsu-welcome.com/）に掲載しております。
　令和2年度は、中央拠点の他、地域の総合建設業団体、専門工事業団体等の協力を得て全国に20の地方拠点を設置、51コース
を実施、498名の方が訓練を修了しました。また、このうち就職が決まったのは357名となりました。コロナ禍にあっての訓練実施
となりましたが、訓練参加者、訓練修了生及び就職者とも事業目標を達成することができました。詳細は以下の通りです。

　令和3年度は中央拠点及び15の地方拠点で計50コースの職業訓練を実施する予定です。型枠大工、鉄筋、とび、杭工事、重機
オペレーター、クレーン、塗装、内装、造園等幅広い職種を対象に、入職を促進するため、必要な基礎技能の習得や資格取得等、建
設業への就職に結びつける取り組みを実施していきます。

（一財）建設業振興基金中央拠点

地方拠点
東
北

関
東

近
畿

四
国

九
州
・
沖
縄

北
陸
・
中
部

●中央拠点では、地方拠点と連携の上、求
職者を募集するため以下のような広報
等を実施。
•ハローワークとの連携による募集、特に人
材確保対策コーナーを設けている全国の
104ヵ所と重点的に緊密な情報交換を図
り、建設業関連の資料や動画などを提供。
•広報機関誌「建設業ウェルカム」を作成
し、全国のハローワークへ配布
•ポスター、チラシ等の配布
•ホームページ、新聞、フリーペーパー、テレ
ビCM、バナー広告等による情報の発信

●地方拠点では、建設業団体と連携の上、
ハローワークへの協力依頼、効果的な広
報等を実施。

訓練生の募集
Ⅰ

令和3年度の事業実施体制（令和3年度: 訓練参加者 年間400名目標、16拠点体制で実施）Ⅱ

●目標  訓練参加者：500名以上、 訓練修了生：訓練参加者の90%以上、
　　　就　職　者：訓練修了生の70%以上　
●実績  訓練参加者：512名、    　 訓練修了生:498名(修了率97.3%)、
　　　就　職　者：357名（就職率71.7%）

訓練参加者、訓練修了生は目標を達成、
就職率はコロナ禍でも70％以上の目標を達成

訓練参加者400名以上、
就職率は70％以上を目標

令和3年度 中央拠点1カ所／地方拠点15カ所

令和3年度事業の実施体制（中央拠点・地方拠点の連携イメージ）

建設労働者育成支援事業

各拠点における職業訓練実施に際しての連携先（ネットワークイメージ）

特 集

令和2年度実施分 令和3年度実施分

厚生労働省 建設労働者育成支援事業の実施状況

～事業の概要・実績と訓練修了生等のコメントご紹介～

一般財団法人 建設業振興基金

離転職者、新卒者、未就職卒業者等について、座学、実習等の訓練から就職支援までをパッケージとして行い、建設業界の人手不足解消を支援する。
【委託事業  令和２年度から３年間の時限措置】

国（厚生労働省）
技術的支援・協力

ハローワーク 訓練実施
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下
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等

訓練生確保
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手
ゼ
ネ
コ
ン
各
社
等

● 座学
● 実習
● 現場見学

新聞求人広告
高校等訪問開拓

※全建 …（一社）全国建設業協会（地方ゼネコン各社で構成）、日建連 …（一社）日本建設業連合会（大手、準大手ゼネコン各社で構成）

委託

建設産業関係事業団体等
事業内容

対象職種

養成期間
実施体制
実習機関

規模 年間

・訓練職種・コース選定、カリキュラム・教材開発
・訓練生募集、実習機関のコーディネート、訓練実施
・ハローワーク・職種別団体と連携した就職支援
 （無料職業紹介）

1～6月程度（多能工養成は1年以内）

1年目500人 2年目400人 3年目300人

富士教育訓練センター（静岡県）、
三田建設技能研修センター（兵庫県）等
を活用

中央拠点と複数の地方拠点を設置し実施

ハローワーク及び
職種別団体と連携
した就職支援　

人材不足が顕著な建設技能職種（型枠工、鉄筋
工、とび工の野丁場建設躯体職種及び電気・配管
等の建設設備職種）

北海道 (一社)北海道建設業協会

宮城県 (一財)みやぎ建設総合センター

東京都 (一社)全国基礎工事業団体連合会

東京都 (一社)日本機械土工協会

神奈川県 (一社)全国クレーン建設業協会神奈川支部

新潟県 (一社)北陸建設アカデミー

石川県 石川県造園業協同組合

愛知県 建設産業専門団体中部地区連合会

愛知県 (一社)全国クレーン建設業協会愛知支部

大阪府 (一社)全国クレーン建設業協会大阪支部

兵庫県 (一社)兵庫県建設業協会

富士教育訓練センター　三田建設技能研修センター　沖縄開発青年隊

厚生労働省 建設労働者育成支援事業の実施状況

香川県 (一社)職人育成塾

高知県 (一社)高知県建設業協会

福岡県 (一社)福岡県建設専門工事業団体連合会

沖縄県 (一社)沖縄産業開発青年協会

北
海
道

北
海
道

ワンストップで実施可

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

●目標  訓練参加者：400名以上、 訓練修了生：訓練参加者の90%以上、
　　　就　職　者：訓練修了生の70%以上　

※3年度も本財団が受託
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訓練施設 講師
ポリテクセンター
廃校となった学校
建設業団体会議室

　建設企業資材置場/現場  等　

訓練施設に属する講師
建設業団体事務局
建設企業の技能者
　　技能者のOB  等

宿泊場所資格取得
訓練施設の寮
建設企業の寮
ビジネスホテル

　ウィークリーマンション  等　

キャタピラー教習所
日立建機教習所
コマツ教習所

　　建災防/建設業団体  等

●地方拠点設置団体をはじめ、本財
団が連携している建設産業団体の
会員企業を主な対象として就職支
援を実施。訓練期間中に、訓練見
学会、会社説明会、合同就職面接
会等を開催。

●ハローワーク等との連携強化によ
り、建設業への入職を希望する方
には、可能な限り企業とのマッチン
グに努める。ハローワークの相談
員等の方々に訓練視察会を実施し
本事業への理解に努める他、訓練
生には就職面談時にハローワーク
への求職登録を勧奨。

就職支援

●中央拠点
令和3年度はキャタピラー教習所(千葉)、
高度ポリテクセンター(千葉)等において、
重機オペレーター、躯体や左官の職業訓
練をオーダーメイドにより4コース実施予
定。更にドローンの職業訓練実施先とし
て、利根沼田テクノアカデミー(群馬県沼
田市)と併せ、計5コースを実施予定。

●地方拠点
地域にある既存の職業訓練校へ委託す
る方法や、地元の公共職業訓練施設等
を借りて訓練を実施。

●職業訓練カリキュラムの策定
型枠大工、鉄筋、とび、杭工事、重機オペ
レーター、クレーン、塗装、内装、造園等。

職業訓練の実施
はじめに（事業の概要・実績）　令和2年度からスタート、本年度は2年目

（事業のイメージ図）

　建設産業においては、若者をはじめとする人材の確保・育成対策の総合的な推進が求められている中、特に若年入職希望者の
人材育成の支援体制を整備することが急務となっていることから、多くの建設技能労働者の人材確保・育成を図り、建設技能労
働者不足へ対応することが求められています。
　そのため、厚生労働省が実施する本事業は、離転職者、新卒者、未就職卒業者等から入職希望者の開拓を行い、建設技能労働
者が不足する建設産業関係の事業団体及び関係企業等に対して本事業への理解及び協力の促進を図りながら建設技能労働者
の育成を行うもので、訓練生の募集から、職業訓練カリキュラムの策定、職業訓練（座学・実習）の実施、就職支援までをパッケー
ジとして実施しています。
　本事業は、平成27年度から令和元年度まで5年間実施してきた「建設労働者緊急育成支援事業」の後継事業という位置付けで、
令和2年度から4年度までの時限措置で、3年間を通じて1200名の担い手育成を目指します。（1年目500人 2年目400人 3年目300人）
　初年度の令和2年度、2年目となる本年度の事業運営は、（一財）建設業振興基金（以下、「本財団」という。）が受託
しました。詳細につきましては、全国のハローワークに設置された広報機関誌「建設業ウェルカム」やホームページ
（https://kensetsu-welcome.com/）に掲載しております。
　令和2年度は、中央拠点の他、地域の総合建設業団体、専門工事業団体等の協力を得て全国に20の地方拠点を設置、51コース
を実施、498名の方が訓練を修了しました。また、このうち就職が決まったのは357名となりました。コロナ禍にあっての訓練実施
となりましたが、訓練参加者、訓練修了生及び就職者とも事業目標を達成することができました。詳細は以下の通りです。

　令和3年度は中央拠点及び15の地方拠点で計50コースの職業訓練を実施する予定です。型枠大工、鉄筋、とび、杭工事、重機
オペレーター、クレーン、塗装、内装、造園等幅広い職種を対象に、入職を促進するため、必要な基礎技能の習得や資格取得等、建
設業への就職に結びつける取り組みを実施していきます。

（一財）建設業振興基金中央拠点

地方拠点
東
北

関
東

近
畿

四
国

九
州
・
沖
縄

北
陸
・
中
部

●中央拠点では、地方拠点と連携の上、求
職者を募集するため以下のような広報
等を実施。
•ハローワークとの連携による募集、特に人
材確保対策コーナーを設けている全国の
104ヵ所と重点的に緊密な情報交換を図
り、建設業関連の資料や動画などを提供。
•広報機関誌「建設業ウェルカム」を作成
し、全国のハローワークへ配布
•ポスター、チラシ等の配布
•ホームページ、新聞、フリーペーパー、テレ
ビCM、バナー広告等による情報の発信

●地方拠点では、建設業団体と連携の上、
ハローワークへの協力依頼、効果的な広
報等を実施。

訓練生の募集
Ⅰ

令和3年度の事業実施体制（令和3年度: 訓練参加者 年間400名目標、16拠点体制で実施）Ⅱ

●目標  訓練参加者：500名以上、 訓練修了生：訓練参加者の90%以上、
　　　就　職　者：訓練修了生の70%以上　
●実績  訓練参加者：512名、    　 訓練修了生:498名(修了率97.3%)、
　　　就　職　者：357名（就職率71.7%）

訓練参加者、訓練修了生は目標を達成、
就職率はコロナ禍でも70％以上の目標を達成

訓練参加者400名以上、
就職率は70％以上を目標

令和3年度 中央拠点1カ所／地方拠点15カ所

令和3年度事業の実施体制（中央拠点・地方拠点の連携イメージ）

建設労働者育成支援事業

各拠点における職業訓練実施に際しての連携先（ネットワークイメージ）

特 集

令和2年度実施分 令和3年度実施分

厚生労働省 建設労働者育成支援事業の実施状況

～事業の概要・実績と訓練修了生等のコメントご紹介～

一般財団法人 建設業振興基金

離転職者、新卒者、未就職卒業者等について、座学、実習等の訓練から就職支援までをパッケージとして行い、建設業界の人手不足解消を支援する。
【委託事業  令和２年度から３年間の時限措置】

国（厚生労働省）
技術的支援・協力

ハローワーク 訓練実施

就
職

建
設
業
団
体
傘
下
企
業
等

訓練生確保

全
建
・
日
建
連
等
・
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
各
社
等

● 座学
● 実習
● 現場見学

新聞求人広告
高校等訪問開拓

※全建 …（一社）全国建設業協会（地方ゼネコン各社で構成）、日建連 …（一社）日本建設業連合会（大手、準大手ゼネコン各社で構成）

委託

建設産業関係事業団体等
事業内容

対象職種

養成期間
実施体制
実習機関

規模 年間

・訓練職種・コース選定、カリキュラム・教材開発
・訓練生募集、実習機関のコーディネート、訓練実施
・ハローワーク・職種別団体と連携した就職支援
 （無料職業紹介）

1～6月程度（多能工養成は1年以内）

1年目500人 2年目400人 3年目300人

富士教育訓練センター（静岡県）、
三田建設技能研修センター（兵庫県）等
を活用

中央拠点と複数の地方拠点を設置し実施

ハローワーク及び
職種別団体と連携
した就職支援　

人材不足が顕著な建設技能職種（型枠工、鉄筋
工、とび工の野丁場建設躯体職種及び電気・配管
等の建設設備職種）

北海道 (一社)北海道建設業協会

宮城県 (一財)みやぎ建設総合センター

東京都 (一社)全国基礎工事業団体連合会

東京都 (一社)日本機械土工協会

神奈川県 (一社)全国クレーン建設業協会神奈川支部

新潟県 (一社)北陸建設アカデミー

石川県 石川県造園業協同組合

愛知県 建設産業専門団体中部地区連合会

愛知県 (一社)全国クレーン建設業協会愛知支部

大阪府 (一社)全国クレーン建設業協会大阪支部

兵庫県 (一社)兵庫県建設業協会

富士教育訓練センター　三田建設技能研修センター　沖縄開発青年隊

厚生労働省 建設労働者育成支援事業の実施状況

香川県 (一社)職人育成塾

高知県 (一社)高知県建設業協会

福岡県 (一社)福岡県建設専門工事業団体連合会

沖縄県 (一社)沖縄産業開発青年協会

北
海
道

北
海
道

ワンストップで実施可

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

●目標  訓練参加者：400名以上、 訓練修了生：訓練参加者の90%以上、
　　　就　職　者：訓練修了生の70%以上　

※3年度も本財団が受託
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本事業の職業訓練修了者とのマッチングを希望される場合

https://kensetsu-welcome.com/get/

職業訓練修了者の内、求職者の一部情報（年齢、希望勤務
地、希望職種、受講コース、保有資格)をWEBへ掲載していま
す。求人企業が求職者に興味・関心を持った場合は、受付番
号をお問合せください。求職者とのマッチングを行います。

求職者には、専用WEBサイトを通じて、求人企業の
情報を開示します。求職者が求人企業への就職を
希望した場合は、求人企業まで連絡します。

これまで
3,500人以上の方が
建設会社等へ就職

求人企業の
所在地、企業情報、
雇用条件など
随時更新

求職者の
年齢、希望勤務地
希望職種、
受講コース、
保有資格を
随時更新!!

採用を
希望する求職者の
受付番号を
ご連絡ください

建設企業への就職を目指しているので
就職後のミスマッチも軽減
建設企業への就職を目指しているので
就職後のミスマッチも軽減

採用支援サイト GETで、求人情報の登録採用支援サイト GETで、求人情報の登録

求人情報として求職者へ提供求人情報として求職者へ提供

求職者の情報も公開求職者の情報も公開

登録した
求人情報を
掲載

ゲット

※本サイト以外の経路での就職者を含む

手数料も
不要

登録無料
求人企業は

訓練修了生の採用のGET
ゲ ッ ト

採用支援サイト 求人企業の皆様へ！
職業訓練修了者を
紹介します！

2

　本事業は、全国のハローワークと連携して実施しています。特に人材不足分野に対する支援を目的として「人材確保対策コー
ナー」を設置している104ヵ所のハローワークとは緊密な連携を図ると共に、訓練修了生の就職支援の強化等に応えるため、引
き続き以下の取組みを積極的に推進しています。

　本財団では求人企業へ訓練修了生をご紹介しています。訓練修了者のうち、求職者の一部の情報（年齢、希望勤務地、希望職
種、受講コース、保有資格）をホームページへ掲載していますので、求人企業が求職者に興味・関心を持たれた場合は本財団まで
お問い合わせください。求職者とのマッチングを行います。また、訓練修了生には専用のWEBサイトを通じて求人企業の情報を
開示します。求職者が求人企業の就職を希望する場合は、求人企業までご連絡いたします。
　なおマッチングを希望する求人企業の皆様には、ホームページの採用支援サイト「GET」からの求人登録（無料）をお願いして
います。

①広報機関誌「建設業ウェルカム」の活用
　（4月、7月、11月の年3回発行予定）

　訓練生の募集に当たり、令和３年度も全国の労働局、
ハローワーク、建設業団体等へ配布（約800ヵ所）し、事業
の周知方協力を依頼しています。なお、各拠点において、
労働局及び各ハローワークを随時訪問し、就職支援を含
め連携を深めています。

①地方拠点の新設による訓練コースの拡充
　令和２年度より（一社）北陸建設アカデミー内、（一社）全国クレーン建設業協会大阪支部内の2ヵ所に新たに拠点を設置し、
土木、クレーン等の職種の充実を図り、建設業への入職を促進しています。

②求人企業・求職者情報のWEBによる提供
　訓練修了者の採用を希望する企業には、ホームページに採用支援サイト「GET」（https://kensetsu-welcome.
com/get/）を引き続き開設し、訓練修了者の求職情報を提示しています。また、訓練修了者だけが閲覧できる求人サイトには
多くの企業情報を掲載し求人と求職のマッチングを行うなど、就職支援体制の強化を図っています。

②ホームページを活用した広報の充実
　求職活動中の方を対象として、様々な広報媒体（ポス
ター、ハローワーク用広報ツール、バナー広告、求人情報
誌等）から募集ホームページへの誘導を図っています。 
　また、令和3年度はTwitterやInstagramなどSNSも
活用し若年層の訓練生獲得にも力をいれていきます。

▼広報機関誌「建設業ウェルカム」

▼ポスター

▼ハローワーク用広報ツール ▼バナー広告 ▼求人情報誌

▼訓練生募集ホームページ

1 効果的な広報活動の推進

職業訓練・就職支援体制の充実

広報及び就職支援体制の強化Ⅲ 求人登録のお薦めⅣ

厚生労働省 建設労働者育成支援事業の実施状況

求人登録

求職者が
求人サイトを閲覧

求職者が事務局へ
連絡

事務局が求人企業へ
連絡

求職者・求人者の
面談等

当事者間で検討

採用
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本事業の職業訓練修了者とのマッチングを希望される場合

https://kensetsu-welcome.com/get/

職業訓練修了者の内、求職者の一部情報（年齢、希望勤務
地、希望職種、受講コース、保有資格)をWEBへ掲載していま
す。求人企業が求職者に興味・関心を持った場合は、受付番
号をお問合せください。求職者とのマッチングを行います。

求職者には、専用WEBサイトを通じて、求人企業の
情報を開示します。求職者が求人企業への就職を
希望した場合は、求人企業まで連絡します。

これまで
3,500人以上の方が
建設会社等へ就職

求人企業の
所在地、企業情報、
雇用条件など
随時更新

求職者の
年齢、希望勤務地
希望職種、
受講コース、
保有資格を
随時更新!!

採用を
希望する求職者の
受付番号を
ご連絡ください

建設企業への就職を目指しているので
就職後のミスマッチも軽減
建設企業への就職を目指しているので
就職後のミスマッチも軽減

採用支援サイト GETで、求人情報の登録採用支援サイト GETで、求人情報の登録

求人情報として求職者へ提供求人情報として求職者へ提供

求職者の情報も公開求職者の情報も公開

登録した
求人情報を
掲載

ゲット

※本サイト以外の経路での就職者を含む

手数料も
不要

登録無料
求人企業は

訓練修了生の採用のGET
ゲ ッ ト

採用支援サイト 求人企業の皆様へ！
職業訓練修了者を
紹介します！

2

　本事業は、全国のハローワークと連携して実施しています。特に人材不足分野に対する支援を目的として「人材確保対策コー
ナー」を設置している104ヵ所のハローワークとは緊密な連携を図ると共に、訓練修了生の就職支援の強化等に応えるため、引
き続き以下の取組みを積極的に推進しています。

　本財団では求人企業へ訓練修了生をご紹介しています。訓練修了者のうち、求職者の一部の情報（年齢、希望勤務地、希望職
種、受講コース、保有資格）をホームページへ掲載していますので、求人企業が求職者に興味・関心を持たれた場合は本財団まで
お問い合わせください。求職者とのマッチングを行います。また、訓練修了生には専用のWEBサイトを通じて求人企業の情報を
開示します。求職者が求人企業の就職を希望する場合は、求人企業までご連絡いたします。
　なおマッチングを希望する求人企業の皆様には、ホームページの採用支援サイト「GET」からの求人登録（無料）をお願いして
います。

①広報機関誌「建設業ウェルカム」の活用
　（4月、7月、11月の年3回発行予定）

　訓練生の募集に当たり、令和３年度も全国の労働局、
ハローワーク、建設業団体等へ配布（約800ヵ所）し、事業
の周知方協力を依頼しています。なお、各拠点において、
労働局及び各ハローワークを随時訪問し、就職支援を含
め連携を深めています。

①地方拠点の新設による訓練コースの拡充
　令和２年度より（一社）北陸建設アカデミー内、（一社）全国クレーン建設業協会大阪支部内の2ヵ所に新たに拠点を設置し、
土木、クレーン等の職種の充実を図り、建設業への入職を促進しています。

②求人企業・求職者情報のWEBによる提供
　訓練修了者の採用を希望する企業には、ホームページに採用支援サイト「GET」（https://kensetsu-welcome.
com/get/）を引き続き開設し、訓練修了者の求職情報を提示しています。また、訓練修了者だけが閲覧できる求人サイトには
多くの企業情報を掲載し求人と求職のマッチングを行うなど、就職支援体制の強化を図っています。

②ホームページを活用した広報の充実
　求職活動中の方を対象として、様々な広報媒体（ポス
ター、ハローワーク用広報ツール、バナー広告、求人情報
誌等）から募集ホームページへの誘導を図っています。 
　また、令和3年度はTwitterやInstagramなどSNSも
活用し若年層の訓練生獲得にも力をいれていきます。

▼広報機関誌「建設業ウェルカム」

▼ポスター

▼ハローワーク用広報ツール ▼バナー広告 ▼求人情報誌

▼訓練生募集ホームページ

1 効果的な広報活動の推進

職業訓練・就職支援体制の充実

広報及び就職支援体制の強化Ⅲ 求人登録のお薦めⅣ

厚生労働省 建設労働者育成支援事業の実施状況

求人登録

求職者が
求人サイトを閲覧

求職者が事務局へ
連絡

事務局が求人企業へ
連絡

求職者・求人者の
面談等

当事者間で検討

採用
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　一般社団法人職人育成塾内に設置された拠点では主に高松市が提供する廃校の校舎（旧塩江小学校）を活用して座学、実習
を行っています。9職種の内装工事について基礎実習を行ったあと、自分に見合った職種を２～３職種を選択し専門実習を行
い、最終的に自分が希望する1職種を決定します。令和2年度の訓練を修了し今年の4月に新日本建工株式会社へ入社した四宮
圭馬さん、同社の代表取締役岡村真史氏に訓練の魅力についてお話を伺いました。

　令和2年度は500名以上の方が訓練を受講し、建設業で働くために必要な基礎技能の習得、各種資格の取得に取り組んでき
ました。本ページでは各地域で職業訓練を受講した修了生の声を紹介します。

　当社の採用活動は少子高齢化による応募者の減少や、地方の地元企業優先などの影響で、
年々厳しさを増しており、建設労働者育成支援事業の取り組みに大いに期待し、会社説明会
には毎回、積極的に参加させていただきました。
　訓練生の皆さんは、社会人として活躍し、職業のミスマッチや、人間関係・家庭の事情など、
様々な壁を経験されてきています。この訓練をきっかけに、素直な気持ちと向上心で、良好な人
間関係をつくり、仕事を覚えれば、転職が成功すると思います。当社には10数名の訓練修了生が
入社し活躍しており、建設労働者育成支援事業からの採用者の定着率は高く推移しています。　
　新卒社員と比べても自己成長のモチベーションが高く、勉強会や資格取得研修会などで
バックアップしているところです。中途入社はハンデと感じるかもしれませんが、チャレンジ意
欲があれば誰にでもステップアップできるチャンスはあります。将来の経営幹部を目指して頑
張ってほしいと願っています。

　当社では平成27年より訓練修了生を受入れています。以前は経験者を中途採用していました
が、平成20年より新卒者の採用を開始し、資格、経験ともに一から人材を育成することに方針を
転換しました。それは新たな企業文化の構築を目指した時期でもあります。そのような折り本事
業の前身となる「建設労働者緊急育成支援事業」を知り、これまで22名を受け入れてきました。
　訓練修了生は資格取得だけではなく様々な技能を習得しており人材育成に係る負担の軽
減に役立っております。しかしながら訓練修了生が必ずしも即戦力となるわけではありませ
ん。当社ではベテランのクレーンオペレーターを指導員として再雇用し、技術の伝承のために
活躍して頂いております。
　訓練修了生は目的が明確で意欲の高さにも感心します。これまで建設業への入職は資格取
得の壁に遮られてきました。未経験者でも資格を取得することができる本事業は、新たな入職
機会を提供し、大変有益と思います。建設業の将来を担う新たな出会いに期待しています。

　入社して２か月が経ち、６現場を経験しました。まだまだ分からないことが多く「親方」や
「同僚」、「先輩」に尋ねることばかりです。
　ひと言に「内装工」といっても「解体」や「改修」などもあり、「新築」をイメージしていました
がいろいろな種類の仕事があるのだと感じています。
　今の目標は早く仕事を覚えてどんどん自分から動けるように経験や体験から学んでいき
たいと思っています。
　職人育成塾の訓練は建設業に詳しくなくても、ひとつひとつ丁寧に説明してくれるので、
とても良かったです。また、グループワークではみんなで一つのものを作りあげていき、それが
完成した時には達成感が得られました。
　そして、訓練中に一級技能工の職長さんに技術指導をして頂けることも貴重な体験となり
ました。塾を通して人間関係を築くことができたので、入社した後すんなりと会社に溶け込む
ことも出来ました。
　私のように建設業に興味を持ち、何を選ぼうか迷っている人は「職人育成塾」で様々な
施工を体験してみてほしいと思います。

　当社が代表理事として参画する「職人育成塾」においては、前期を建設業の基礎知識習得
にあて、その後個々人が希望する「専門分野」に進み、より深い知識や経験を学んでいくとい
うカリキュラムを取っております。
　訓練中は実際に現場で活躍する「親方」から指導を受けることができ、基本的な道具の使
用方法から始まり、「品質」にこだわるテクニックなども間近で見学できることから未経験の
方でもイメージをもって取り組める環境作りを心がけています。
　そのなかで四宮さんは「内装工」に興味を持ち、人柄もよく、仕事に取り組む姿勢なども前
向きなことから当社で働いてもらうことになりました。
　当社では入社後もフォローアップとして「ヤングジャパン」と銘打ち、技術指導から社会人
としてのマナー講座など研修・講習を行っておりますが、卒塾生のアドバンテージとしては
「基礎知識」と「資格」があげられるかと思います。
　「基礎知識」については先に述べましたが、建設キャリアアップシステムにおいても建設現
場における「資格」の重要性は近年高まってきております。その中で「基礎的な資格」を有して
入社する卒塾生は受け入れる企業側にとっても即戦力として活躍が期待でき、魅力ある人材
となっています。

新日本建工株式会社
四宮 圭馬 さん（19）

第1回職人育成塾

令和2年10月5日～11月19日

玉掛け技能講習
足場の組立て等特別教育
丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
高所作業車運転特別教育（10ｍ未満）
フォークリフト運転技能講習（1ｔ以上）

①軽天・ボード貼り工事 ②クロス・床貼
り・金物工事 ③タイル工事 ④左官工事 
⑤耐火被覆・断熱工事 ⑥塗装工事 ⑦防
水工事 ⑧設備工事 ⑨木工事

一般社団法人職人育成塾
代表理事

新日本建工株式会社
代表取締役
岡村 真史 氏

向井建設株式会社
取締役技術管理
統括部長
山崎 孝一 氏

大京建機株式会社
代表取締役社長
内田 隆一 氏

地方拠点での取り組み（一般社団法人職人育成塾内）Ⅴ 訓練修了生の声Ⅵ

訓練修了生受入企業の声Ⅶ

修了コース

訓練期間

取得資格

学べる
職種

職人育成塾訓練風景 就職後の四宮さん

「現場で培った技術をこれからの人に
継承してもらいたい」と講師の方が話
してくださいました。現場を知り尽く
した講師の意見を聞くことができる
場はとても貴重でした。
（Y・Iさん/40代）

幅広い職種を学ぶことができ、資格も
すべて取得できましたので就職活動
の選択肢が広がりました。訓練で身
に着けたスキルを今後も上達させ
たいです。
（K・Yさん/20代）

建設業は未経験だったので訓練に参
加するかどうかとても悩みましたが思
い切って参加して良かったと思いま
す。訓練生は幅広い世代の方がいた
のでとても貴重な体験ができました。
（K・Sさん/30代）

実施拠点

コース名コース名

実施拠点

建設ものづくりコース
（総合建設）in沖縄
（一社）沖縄産業開発
青年協会内

コース名

実施拠点

建設機械
オペレーターコース
（一社）日本機械
土工協会内

建設土木多目的コース

（一社）北陸建設
アカデミー内

厚生労働省 建設労働者育成支援事業の実施状況

職人育成塾卒業生の声

06 建設業しんこう　2021 July / August



　一般社団法人職人育成塾内に設置された拠点では主に高松市が提供する廃校の校舎（旧塩江小学校）を活用して座学、実習
を行っています。9職種の内装工事について基礎実習を行ったあと、自分に見合った職種を２～３職種を選択し専門実習を行
い、最終的に自分が希望する1職種を決定します。令和2年度の訓練を修了し今年の4月に新日本建工株式会社へ入社した四宮
圭馬さん、同社の代表取締役岡村真史氏に訓練の魅力についてお話を伺いました。

　令和2年度は500名以上の方が訓練を受講し、建設業で働くために必要な基礎技能の習得、各種資格の取得に取り組んでき
ました。本ページでは各地域で職業訓練を受講した修了生の声を紹介します。

　当社の採用活動は少子高齢化による応募者の減少や、地方の地元企業優先などの影響で、
年々厳しさを増しており、建設労働者育成支援事業の取り組みに大いに期待し、会社説明会
には毎回、積極的に参加させていただきました。
　訓練生の皆さんは、社会人として活躍し、職業のミスマッチや、人間関係・家庭の事情など、
様々な壁を経験されてきています。この訓練をきっかけに、素直な気持ちと向上心で、良好な人
間関係をつくり、仕事を覚えれば、転職が成功すると思います。当社には10数名の訓練修了生が
入社し活躍しており、建設労働者育成支援事業からの採用者の定着率は高く推移しています。　
　新卒社員と比べても自己成長のモチベーションが高く、勉強会や資格取得研修会などで
バックアップしているところです。中途入社はハンデと感じるかもしれませんが、チャレンジ意
欲があれば誰にでもステップアップできるチャンスはあります。将来の経営幹部を目指して頑
張ってほしいと願っています。

　当社では平成27年より訓練修了生を受入れています。以前は経験者を中途採用していました
が、平成20年より新卒者の採用を開始し、資格、経験ともに一から人材を育成することに方針を
転換しました。それは新たな企業文化の構築を目指した時期でもあります。そのような折り本事
業の前身となる「建設労働者緊急育成支援事業」を知り、これまで22名を受け入れてきました。
　訓練修了生は資格取得だけではなく様々な技能を習得しており人材育成に係る負担の軽
減に役立っております。しかしながら訓練修了生が必ずしも即戦力となるわけではありませ
ん。当社ではベテランのクレーンオペレーターを指導員として再雇用し、技術の伝承のために
活躍して頂いております。
　訓練修了生は目的が明確で意欲の高さにも感心します。これまで建設業への入職は資格取
得の壁に遮られてきました。未経験者でも資格を取得することができる本事業は、新たな入職
機会を提供し、大変有益と思います。建設業の将来を担う新たな出会いに期待しています。

　入社して２か月が経ち、６現場を経験しました。まだまだ分からないことが多く「親方」や
「同僚」、「先輩」に尋ねることばかりです。
　ひと言に「内装工」といっても「解体」や「改修」などもあり、「新築」をイメージしていました
がいろいろな種類の仕事があるのだと感じています。
　今の目標は早く仕事を覚えてどんどん自分から動けるように経験や体験から学んでいき
たいと思っています。
　職人育成塾の訓練は建設業に詳しくなくても、ひとつひとつ丁寧に説明してくれるので、
とても良かったです。また、グループワークではみんなで一つのものを作りあげていき、それが
完成した時には達成感が得られました。
　そして、訓練中に一級技能工の職長さんに技術指導をして頂けることも貴重な体験となり
ました。塾を通して人間関係を築くことができたので、入社した後すんなりと会社に溶け込む
ことも出来ました。
　私のように建設業に興味を持ち、何を選ぼうか迷っている人は「職人育成塾」で様々な
施工を体験してみてほしいと思います。

　当社が代表理事として参画する「職人育成塾」においては、前期を建設業の基礎知識習得
にあて、その後個々人が希望する「専門分野」に進み、より深い知識や経験を学んでいくとい
うカリキュラムを取っております。
　訓練中は実際に現場で活躍する「親方」から指導を受けることができ、基本的な道具の使
用方法から始まり、「品質」にこだわるテクニックなども間近で見学できることから未経験の
方でもイメージをもって取り組める環境作りを心がけています。
　そのなかで四宮さんは「内装工」に興味を持ち、人柄もよく、仕事に取り組む姿勢なども前
向きなことから当社で働いてもらうことになりました。
　当社では入社後もフォローアップとして「ヤングジャパン」と銘打ち、技術指導から社会人
としてのマナー講座など研修・講習を行っておりますが、卒塾生のアドバンテージとしては
「基礎知識」と「資格」があげられるかと思います。
　「基礎知識」については先に述べましたが、建設キャリアアップシステムにおいても建設現
場における「資格」の重要性は近年高まってきております。その中で「基礎的な資格」を有して
入社する卒塾生は受け入れる企業側にとっても即戦力として活躍が期待でき、魅力ある人材
となっています。

新日本建工株式会社
四宮 圭馬 さん（19）

第1回職人育成塾

令和2年10月5日～11月19日

玉掛け技能講習
足場の組立て等特別教育
丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
高所作業車運転特別教育（10ｍ未満）
フォークリフト運転技能講習（1ｔ以上）

①軽天・ボード貼り工事 ②クロス・床貼
り・金物工事 ③タイル工事 ④左官工事 
⑤耐火被覆・断熱工事 ⑥塗装工事 ⑦防
水工事 ⑧設備工事 ⑨木工事

一般社団法人職人育成塾
代表理事
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代表取締役
岡村 真史 氏
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取締役技術管理
統括部長
山崎 孝一 氏

大京建機株式会社
代表取締役社長
内田 隆一 氏
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訓練修了生受入企業の声Ⅶ
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職人育成塾訓練風景 就職後の四宮さん

「現場で培った技術をこれからの人に
継承してもらいたい」と講師の方が話
してくださいました。現場を知り尽く
した講師の意見を聞くことができる
場はとても貴重でした。
（Y・Iさん/40代）

幅広い職種を学ぶことができ、資格も
すべて取得できましたので就職活動
の選択肢が広がりました。訓練で身
に着けたスキルを今後も上達させ
たいです。
（K・Yさん/20代）

建設業は未経験だったので訓練に参
加するかどうかとても悩みましたが思
い切って参加して良かったと思いま
す。訓練生は幅広い世代の方がいた
のでとても貴重な体験ができました。
（K・Sさん/30代）

実施拠点

コース名コース名

実施拠点

建設ものづくりコース
（総合建設）in沖縄
（一社）沖縄産業開発
青年協会内

コース名

実施拠点

建設機械
オペレーターコース
（一社）日本機械
土工協会内

建設土木多目的コース

（一社）北陸建設
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職人育成塾卒業生の声
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　座学と言えば、生徒は板書を一生懸命

にノートに書き写す。そんな授業スタイル

が、学生時代から好きではなかったという

宮﨑先生。「自身が教員になったら、板書

中心の授業は極力避けよう」と心に決めて

いたその思いは、教員になって19年が経

つ今、さらに強まっている。教科書を参考

に自作でワークシート形式の教材をつくっ

たり、動画やスライドショーを活用したり。

座学で生徒の興味を引きつける様々な

工夫を行っている中でも、教員になったば

かりの頃からずっと続けているのが、「振り

返りシート」を使って生徒の「声」をくみ

取ることだ。授業の単元が終わるごとや

計算問題が多い時など、要所要所で行う

確認テストとともに振り返りシートと呼ん

でいるアンケートを行い、授業を理解でき

たかどうか、理解できなかった場合はどこ

が理解できなかったのか、授業のスピー

ドや進め方など授業に対する要望を書き

込んでもらっている。

「生徒たちの理解度を図りたいという目的

ももちろんありますが、自分自身の振り返

りという側面もあります。ですから生徒に

は、『先生も授業もっと上手になりたいし、

向上させたいからみんなの意見を聞かせ

て欲しい』と伝えています」

　ざっくばらんに思ったことを書いてくれ

るというこのシートから、授業改良のヒント

を得ているという宮﨑先生。それらを丁寧

に振り返り授業に反映することで、勉強が

好きな生徒にもそうではない生徒にもしっ

かりと寄り添っている。

　授業内容の向上のために反映している

のは、生徒の声だけではない。建設業界で

活躍している学生時代の友人の声は、宮

﨑先生にとって生徒の“学びのゴール設

定”のためになくてならないものだという。

「大学の教壇に立っている友人には、大学

ではCADを使ってどの程度の図面を描か

せているのかなど、大学の講義内容を教

えてもらうことがあります。大学で学ぶため

に必要なスキルを知っていれば、高校卒

業時までにどの程度の図面の読み書きが

できるようになっていればいいのかを逆

算することができます。そうすることで、進

学した時に生徒たちが苦労しないように、

高校時代に習得しておくべきことを目標と

して設定できると考えています」

　また、地域企業との連携や産学官

連携での取り組みから得るものは、

生徒たちの将来のためにはとても

有益だと宮﨑先生はいう。

「実社会での仕事を間近で見ること

で、普段やっている学校の勉強が、

どんな風に役立っているのかを垣

間見ることができます。現場を指揮

する監督は誰かの指示を待つので

はなく、例えば最新技術のことなど

を自分で理解していなければなり

ません。そのためには、多少は専門

「先生だって向上したい！」
授業改良ヒントを生徒に聞く

進学・就職した生徒たちが
取り残されないために…

群馬県立前橋工業高等学校
土木科

宮﨑 拓也 先生

FOCUS 第73回

高校生活の先を見すえた実習授業

第三者の「声」こそ、
自身も生徒も向上させる！

大正12年に創立した群馬県立前橋工業高等学校。以来、地元に親し
まれ、群馬県の工業教育の中心的な役割を果たしています。特筆すべ
き特徴のひとつが校舎です。「環境に配慮した工業技術者の育成を目
指そう」をコンセプトにバリアフリー構造になっており、生徒の工業や
環境に対する意識の向上を狙っています。今回、土木科の宮﨑拓也先
生に座学で取り組んでいる工夫についてお話を伺いました。

模型製作

図面作成

測量実習

進学後や就職後に生徒たちが困ることのないよう、様々な
実習を通して必要となるスキルの育成に励む
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先生から
みんなへ
メッセージ

書を理解する読解力が必要になります。

子どもたちの中には、計算や読み書きが

苦手な生徒もいますが、現場で働く人たち

の姿を見て、話を聞くことで、理解する力

の必要性を実感するきっかけにしたいと

思っています」

　生徒の声や業界で活躍する友人の声な

どを常に聞き入れ、自らの行動を向上させ

ようとする姿が印象的な宮﨑先生に教育

者としてのモットーを問うと、「人に言う前

に、まずは自分の行動を確かめる」という

答えが返ってきた。

「これは、祖母から小さい時によく言われ

ていた言葉です。教員は人前に立つ仕事

ですからね。例えば生徒に対して身だしな

みだったり、時間を守ることだったりを指

摘する時には、自分はちゃんと服装が整っ

ているのか、時間は守れているのか確認

をします」

　祖母の教えを守り行動を律してきた宮

﨑先生は、中学生の頃から教員になること

をイメージしていた。そこに、担任の先生

の一言が宮﨑先生の将来に大きな影響を

与えた。

「高校進学の相談をしているときに、将来

教員になりたいことを伝えると『向いてる

よ』と背中を押してくれたんですね。しか

も、私が順調に教員になれば、当時まだ

小さかった担任の先生の子どもを私が

受け持つかもしれない。『その時にはよ

教員としての姿勢の礎になった
祖母や恩師の言葉とは

群馬県と新潟県を結ぶ、山岳トンネルの代表
格「関越トンネル」。初めて通過したのは小学
６年生の頃。臨海学校で新潟に向かうバスの
車窓に流れる、アニメで見るタイムマシンかの
ごとき景色に車内は大盛り上がり。今でも鮮明
な記憶として残っています。

コレ推し！ 土木建造物土木建造物

関
越
ト
ン
ネ
ル

生徒たちの声をフィードバックすることで、よりわか
りやすい授業を目指す宮﨑先生

「ここがわからない…」と悩む声に丁寧に寄り添い、
一人ひとりの着実な向上をサポート

2年の専門学科では地域企業を招いて最新技術を学んだ

ろしくな』って言われたことが、とてもうれ

しくて今でもはっきり覚えています。その

先生には、教員採用試験の時にも力をい

ただきました。採用試験は倍率も高いの

で、後ろ向きになっていた時期に、『お前

はいいところをたくさん持っているのだ

から、伝わるはずだ。思いっきりぶつけ

て来い』と言われて、肩に入った力が緩む

ような思いがしました。言葉って人を勇気

づけるんだなと、改めて感じたものです」

　言葉の力を実感している宮﨑先生は、

これからどんな言葉で生徒に勇気を与え

ていくのだろう。

〒371-0006　群馬県前橋市石関町137番地1
　　　  http://www.nc.maeko-hs.gsn.ed.jp/WEB

群馬県立前橋工業高等学校
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ポストコロナの小売業に求められることは何か

コロナ禍で再び注目を集めるベビーブーマー世代
新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、米国では新たなオンライン消費市場としてベビーブーマーに
注目が集まっている。日本でも団塊世代を中心に高齢者のオンライン・シフトが進んでおり、消費行動の変化が
鮮明だ。こうした変化はコロナ禍が収束した後も継続する可能性が高い。そこで今回は、ポストコロナの小売業が
取り組むべき課題について解説する。

新型コロナウイルスの感染拡大は我々の生活を一変
させた。感染抑制を目的に世界各地で行動制限が課され、
旅行や外食など対人型サービス業を中心に深刻な打撃
を受けたのは周知の通りである。一方、社会のデジタル
化が一気に加速したことで、成長余地が大きく拡大した
ビジネスも少なくない。オンライン消費はその典型と
いえる。とりわけ外出制限を受けて、生鮮食品をはじめと
した生活必需品のネット通販利用が急増した。

そうした中、米国では今、ベビーブーマー世代（1946
～64年生まれ）に再び注目が集まっている。コロナ禍に
おいて、重症化リスクの高さが高齢者のオンライン・シフ
トを後押しした結果、ベビーブーマー世代のオンライン
消費が他の世代に比べて大きく伸びているからだ。
事実、米国の調査会社ニールセンによると、65歳以上の
オンライン消費額は、前年比53％増と高い伸びを記録
した。生活必需品に限らず、ベビーブーマー世代を対象
にしたインターネット交流サービスも新規加入者が大き
く増えたそうだ。オンライン消費といえば、デジタルネイ
ティブといわれる若者世代の特権のようにとらえられが
ちだが、コロナ禍をきっかけに、そうした構図は大きく
変わろうとしている。

日本も例外ではない。最初の緊急事態宣言が発出され
た2020年4月以降、高齢世帯のオンライン・シフトが確
認できる。総務省の「消費状況調査」をもとに、年齢階層
別のネットショッピング利用割合をみると、水準こそ低い
ものの、高齢世帯の上昇ペースは全体平均と比べてもそ
ん色ないことがわかる（図表）。1947～49年生まれの団
塊世代を含む70～74歳は、昨年3月対比で9.7％ポイン
ト上昇と、上昇幅では年齢階層別でトップとなっている。

また昨年3月対比の月平均利用額増加率でも、70～
74歳は53.7％と、平均（40.5％）を大きく上回る伸びと
なった。前後の年齢階層（65～69歳：15.7％、75～79
歳：40.4％）と比較しても大きく伸びており、その適応力

米国で注目されるベビーブーマー世代 たるや、日本の高度経済成長を支え、数々のブームを形
成してきた団塊世代の面目躍如といったところだろう。

高齢者のオンライン・シフトが進む背景には、感染防止
もさることながら、利用を機にオンライン・ショッピングの
利便性を再認識したことがある。買い物に行く手間や時
間が省けるほか、飲料品など重い荷物も気にする必要が
ないからだ。コロナ禍が収束した後も、高齢者を中心に
オンライン・シフトの動きが続くとみた方がよいだろう。その
際にポイントとなるのが、商品検索のしやすさや、配送
手配を含む決済手続きの簡素化だ。合わせて高齢者に
根強いネット利用に対する不安・不信を軽減する安全性の
確保も重要となるだろう。

またオンライン・シフトに伴い、リアル店舗の戦略も練り
直しが迫られることになる。ただし、買い物は利便性のみ
を追求すればいいというものではない。時間をかけて商
品を見極めたり、販売員のアドバイスを聞くことで満足
度が上がることもある。中には、お得意様として、お店との

「つながり」を重視する人もいるはずだ。リアル店舗の強
みをいかに発揮するかが勝負どころとなる。

コロナ禍をきっかけに小売業をとりまく環境は大きく
変化したが、勝負の行方はまだ混とんとしている。リアル・
デジタルに関係なく、顧客の求める価値に真摯に向き合い、
ビジネスモデルを柔軟に変化させる事業者には、大きな
チャンスが広がっていると言えるだろう。

日本でも拡大する高齢者のオンライン消費

ポストコロナの小売業に求められること

（注）後方3か月移動平均値
（資料）総務省「消費状況調査」より、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

図表 年齢階層別のネットショッピング利用割合

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

19/10 19/12 20/2 20/4 20/6 20/8 20/10 20/12 21/421/2

43.0%

34.2%

23.5%

17.2%

平均
52.1%

65～69歳
42.3%

70～74歳
33.2%

75～79歳
24.7%

緊急事態宣言

みずほリサーチ＆テクノロジーズ　チーフエコノミスト　太田 智之

Prescription 日 本 経 済 の 動 向
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コンクリートが脱炭素の重要アイテムに
日経コンストラクション編集長　浅野 祐一

コンクリートによる構造物建設では、大量の二酸化炭素が排出されるというイメージを持つ人は少なくない。
しかし、コンクリートの組成などをひも解けば、炭素吸収のキーテクノロジーに躍り出る可能性がある。脱炭素
社会の実現に向け、コンクリートの世界で進む技術革新の現状を解説する。

2050年までに国内の温室効果ガスの排出量を実質
ゼロにすると菅義偉首相が宣言してから、産業界の脱炭
素に向けた機運が高まってきた。建設業界では、主要材
料であるコンクリートの生産に欠かせないセメントの製
造時に、大量の二酸化炭素が排出されている。この課題
を解消しようと、コンクリートを使用する際の脱炭素に向
けた研究・開発が近年進み、二酸化炭素の吸収を売りに
した技術が誕生してきている。

コンクリートの脱炭素化に向けたアプローチは、製造段階
に応じていくつかある。例えば、コンクリートの材料を選定す
る段階で工夫する方法が挙げられる。その1つが、東京大学
や北海道大学、清水建設、太平洋セメントなどが共同開発し
ている「カルシウムカーボネートコンクリート（CCC）」だ。

このコンクリートで用いるのが、コンクリート廃棄物と
大気中の二酸化炭素、水だ。廃コンクリートで製造した
骨材同士を、炭酸カルシウムを用いて結合させる仕組み
だ。新しいセメント材や水和反応を使わずにつくるコンク
リートを目指している。

ポルトランドセメントを製造するプロセスと逆の作用を
用いる。まずは廃コンクリートに二酸化炭素を吸収させて
炭酸化（いわゆる中性化）を進める。セメントの原料とな
る炭酸カルシウムを生み出しているのだ。そして、これを
用いた溶液をつくり、廃コンクリートからつくった骨材に流
し、炭酸カルシウムの結晶を析出させて結合させる。これ
までに、圧縮強度8N/㎟程度の材料作成に成功している。
2030年には低層建築物に適用できるよう開発を進める。

混和材を工夫する取り組みもある。大成建設が開発し
た「T-eConcrete/Carbon-Recycle」は、カルシウム
に二酸化炭素を反応させて生成した炭酸カルシウムの
粉末を混和材に用いて脱炭素に取り組む例だ。

前述の通り、コンクリートは二酸化炭素を吸収する性
質を持つ。中性化だ。過去には、完成したコンクリートが
二酸化炭素を吸収する効果を試算した研究などがある
ほどだ。ただ、鉄筋コンクリートの場合、中性化は内部の
鉄筋を腐食させるリスクを伴う。炭酸カルシウムを混和
材に使うことで、アルカリ性を維持しやすくなる。混和材
を加えるだけで実現できる方法なので、現場で取り入れ
やすい技術になっている点も長所だ。

養生の段階でコンクリートに二酸化炭素を吸収させよう
という発想で開発されたのが、「CO2-SUICOM」だ。鹿島 
と中国電力、デンカが共同開発した。こちらも特殊な
混和材を使う。セメントの一部を特殊な混和材に置き換
え、型枠を外した後、高濃度の二酸化炭素を入れた養生
槽に置いておくと二酸化炭素を大量に吸収する技術だ。
コンクリートの空隙を埋め、組織を緻密にする効果を期
待できるので、圧縮強度が上がる。既に舗装ブロックや
埋設型枠など2次製品としての実績を持つ。

混和材で工夫する事例も
養生時に二酸化炭素を吸収

「T-eConcrete/Carbon-Recycle」の構成イメージ。セメントの代わりに高炉スラグなど
を用いているので、セメント製造時に出る二酸化炭素排出量を減らせる（資料：大成建設）

回収したCO2 カルシウム

T-eConcrete/
Carbon-Recycle

高炉スラグなどCaCO3
炭酸カルシウム弱アルカリ性 強アルカリ性

強アルカリ性

島根県の国道の歩車道境界ブロックに「CO2-SUICOM」を適用した例（写真：鹿島）

Prescription 建 設 経 済 の 動 向



12 建設業しんこう　2021 July / August

解決へと至った事例をご紹介解決へと至った事例をご紹介実 例
社会保険労務士法人
アスミル特定社会保険労務士

【主なコンサルティング・セミナー内容】
就業規則・労働環境整備、人事評価制度コンサルティン
グ、賃金制度コンサルティング、退職金コンサルティング、
働き方改革セミナー、管理職向け労務管理セミナー、建
設業むけ社会保険セミナー、介護セミナー、WLBセミ
ナー、女性の働き方セミナー、学生むけ働く前に知ってお
いてほしいこと　等

民間企業に7年勤務後、2002年
櫻井社会保険労務士事務所（社会
保険労務士法人 アスミル）を設立。

櫻井 好美魅力ある
建設業界へ
若 年 者 の 採 用 と 定 着 率 向 上 に 向 け て

賃金制度

第4回

ここが
ポイントです。

基本給の決定方法とは？2
実は、賃金制度に関する法律的な
縛りはありません。唯一あるのは、都
道府県ごとに定められている最低
賃金のみです。固定的賃金を時間
単価にした場合に最低賃金を下ま
わるような設定はできません。

手当に独自性を！！3
手当というのは、目的が明確であるため会社の特色や
モチベーションアップに効果的です。例えば、工務店
であれば家に興味をもってもらいたいという意味を込
めて、住宅購入者には住宅の補助を手当として支給
するといった方法もあります。自社にあった手当も検
討していきましょう。

賃金制度の法律的な縛りは？1

　賃金（給与）の決め方は会社によって様々です。前回、人事管理シス
テムの変遷でお話しましたが、日本は「終身雇用」が前提であったた
め、同じ会社で長く働き、長く働くからこそ能力が上がっていくという
考えから「年功序列賃金」が主流となっていました。しかしながら、最
近では１つの会社で働き続けるという考え方よりも、自分のキャリア
のために働くという働き方に変わってきています。そのような中で、賃
金制度というのは、会社がどのような人を評価するのかを表す１つの
手段になっています。

　建設業の場合、現場作業員の方には日給制を導入しているケース
が多いです。実際に働いている方も「働いた分がもらえるからいい」と
いう方が多いようです。しかし、労働日数が少ない月であれば、月給制
の方が生活は安定します。経営者としてみれば、稼働をしていないと
いうことは元請から金額が入ってこないため、資金的に厳しい状況に
はなりますが、最近の若年者は、安定した給与を望む傾向も強いた
め、今後の採用を考えた場合に月給制も視野にいれて検討していく
のも１つです。また日給だからという理由で残業代を支払っていない
というケースをよくみます。日給であっても月給であっても法定労働時
間（１日８時間１週40時間）を超えた場合には残業代の支払いは必
要ですし、働き方改革において、有給休暇の取得が事業主に義務づ
けられた以上は、月給制の方が会社としての管理はしやすくなります。
日給でも月給でもこれは給与の決定方法に過ぎず、どちらを選択する
かは会社次第です。

　賃金は基本給の他に通勤手当等の手当を支払っていることがあり
ます。手当に法律的な決まりはなく、会社独自のルールです。ただ、最

近の傾向としては頑張っている人に高く給与を支払っていきたいと
いう傾向から、家族手当や住宅手当等の能力と関係のない属人的な
手当を見直ししている会社が増えています。

　手当の支払いは義務ではありませんが、従業員の方のモチベー
ションアップのためにも目的をもった手当の支払いは効果的です。
いくつか手当をご紹介します。
　■役職手当

部下育成をする立場の人や、現場をまとめる人には、その責任
を担ってもらうという意味で、役職手当を支給しています。役割
の明確化のためにも必要な手当です。

　■資格手当
建設業の場合、資格が必要な職種もあるため、資格手当の導入
は有効です。また従業員の方も目標が明確になります。この場
合、必要な資格を洗い出してもらい、それぞれの金額を決定し
ていきます。その際に資格手当の上限金額の設定や、１級２級
と同じ資格でも種類がある場合は上位資格を優先するといった
取り決めが必要です。

　■車両手当
個々に車を貸与している場合に、車両管理手当をつけている
ケースをよくみます。例えば、車両管理チェックシート（車内清
掃、定期点検等をしているか？）を作成し、このシートのチェック
項目をクリアした場合は支給するといった手当で、日常から車を
丁寧に取り扱うことに気を付けてもらうための手当です。

①賃金の考え方と各種手当の検討
　今までのあいまいな基準をやめ「頑張っている人」
に対しての賃金制度へ変更していきたいという意向
から、まずは手当の見直しをしました。今まであった支
給基準の明確でなかった家族手当、住宅手当を廃止
し、新たに資格手当を導入し、入社したばかりでも頑
張った人には給与が増えるようにしました。
　また、新しい手当として「貢献手当」を導入しまし
た。「貢献手当」とは、一人ひとりになんらかの役割を
任命し、その役割に対してはその人がリーダーとなっ
て取り組みをします。その取り組みが適正に実施され
ていれば「貢献手当」が支給されるというものです。
　例えば、Ａさんを社用車管理者とします。社用車管
理者は右記のような表のもとに、他の従業員の社有
車に関して管理をします。これは新入社員であっても
何らかの役割のリーダーとなるため、先輩社員に対しても指導する権限をもつというものです。
　貢献手当は他に社内美化管理者、倉庫管理者、駐車場管理者等をつくっています。これはどんなに小さな役割
でも、自分がリーダーとなることで会社へ対しての意識が変わっていくことを狙っています。この手当のおかげで社
内コミュニケーションも潤滑になり、細かなことにも意識が向くようになってきました。

②基本給は能力給へ
　前回のキャリアアッププランでも解説をしましたが、等級基準書を作成し、等級および職種ごとの役割、能力の要
件を決め、それに対して基本給を決定していくことにしました。ここにはランクごとの給与水準を記載したので、今ま
で「私は頑張っているのに給与が上がらない」といった社員に対しては、何が足りていないのか説明することがで
き、今まで問題であった会社の基準より払い過ぎていた社員には本来の給与額と現在払っている給与額の差額を
通知し、現在払っている給与にもっていくためには、何を頑張らなくてはいけないかを説明することができました。

● 今後の課題
　今回作成した等級基準書は、まずは大きな枠組みで作成をしました。今後はどのような職務（仕事）があるのか
を洗い出しをし、もうすこし精度の高い等級基準書を作成していく必要があります。あわせて、定期的な評価面談
を実施していくことが今後の課題です。

　ほとんどが中途入社の社員です。入社時の給与は、前職の給与をヒアリングしながら決めていました。そのため、後か
ら入社した社員の給与が、他の社員ほど仕事ができないのに高くなったり、能力は高いのに、若いからということで給
与が低かったりとバラつきが目立ってきました。社員からは不満の声が出始めています。どうしたらいいでしょうか？

改
善
後

改
善
改
善

皆が納得する方法はありますか？

主な業務： 空調設備
従業員数： 25名

問
題
点

❶ 日給月給制

１日単位で給与額を決定し、
１ケ月にまとめて支払うこと

（一般的にいう日給制）

❷ 月給日給制

１ケ月単位で給与額を決定し、
不就労時は控除して支払うこと

（一般的にいう月給制）

❸ 完全月給制

１ケ月単位で給与額を決定し、
欠勤等も控除しない

（管理職の方に使います）

賃金制度

日給制と月給制どっちがいいの？

賃金の構成って？

どんな手当をつけたらいいですか？

各種手当の見直しで整合性ある給与制度へ！

給与体系のコントロールがうまくいかず、社員からは不満の声も…

役職手当 資格手当 車両手当 通勤手当 〇〇手当

基本給 手当

賃金

管理手当 職務別チェックリスト例
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解決へと至った事例をご紹介解決へと至った事例をご紹介実 例
社会保険労務士法人
アスミル特定社会保険労務士

【主なコンサルティング・セミナー内容】
就業規則・労働環境整備、人事評価制度コンサルティン
グ、賃金制度コンサルティング、退職金コンサルティング、
働き方改革セミナー、管理職向け労務管理セミナー、建
設業むけ社会保険セミナー、介護セミナー、WLBセミ
ナー、女性の働き方セミナー、学生むけ働く前に知ってお
いてほしいこと　等

民間企業に7年勤務後、2002年
櫻井社会保険労務士事務所（社会
保険労務士法人 アスミル）を設立。

櫻井 好美魅力ある
建設業界へ
若 年 者 の 採 用 と 定 着 率 向 上 に 向 け て

賃金制度

第4回

ここが
ポイントです。

基本給の決定方法とは？2
実は、賃金制度に関する法律的な
縛りはありません。唯一あるのは、都
道府県ごとに定められている最低
賃金のみです。固定的賃金を時間
単価にした場合に最低賃金を下ま
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件を決め、それに対して基本給を決定していくことにしました。ここにはランクごとの給与水準を記載したので、今ま
で「私は頑張っているのに給与が上がらない」といった社員に対しては、何が足りていないのか説明することがで
き、今まで問題であった会社の基準より払い過ぎていた社員には本来の給与額と現在払っている給与額の差額を
通知し、現在払っている給与にもっていくためには、何を頑張らなくてはいけないかを説明することができました。

● 今後の課題
　今回作成した等級基準書は、まずは大きな枠組みで作成をしました。今後はどのような職務（仕事）があるのか
を洗い出しをし、もうすこし精度の高い等級基準書を作成していく必要があります。あわせて、定期的な評価面談
を実施していくことが今後の課題です。

　ほとんどが中途入社の社員です。入社時の給与は、前職の給与をヒアリングしながら決めていました。そのため、後か
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ク エ ス チ ョ ン

世界初の本格的免震構造

建築では前例のない
鋳鋼の構造部材

吊り材に鉄骨を用いた
吊り構造

1

2

3

二度目の五輪でもその美しさを世界に発信した
「国立代々木競技場 第一体育館」の大屋根。
実はこの屋根の施工方法は、着工段階では完全に解決できて
いなかった。設計者と施工者が一丸となり、理想の曲面を
実現する新技術を開発していった。

国立代々木競技場 
第一体育館の大屋根で
「使っていない」
技術はどれ？

問題
Question

国立代々木競技場 第一体育館

第2回

アンサー

A （使っていないのは）
免震構造

前回、国立代々木競技場（当時の名称は
「国立屋内総合競技場」）の第一体育館は、
吊り橋に似た「二重の吊り構造」だと書い
た。しかし、吊り橋とは異なる点がいくつか
あり、それが工事の難易度を高めた。
1つは、2本のメインケーブルが平行でな
い点。レンズの断面のように、真ん中が開い
ているのだ。吊り橋のメインケーブルは平
行なので、メインケーブルを張った後に、サ
ブの吊り材（ハンガーロープ）を真下に掛け
ればよい。しかし、レンズ形に2本を開こうと
すると、サブの吊り材を取り付けるたびに、
前に取り付けた部分の設置角度が変わって
しまう。
もう1つの難しさが、サブの吊り材が懸垂
曲線（自然な垂れ下がり）ではない点。メイ
ンケーブル近くが急こう配で、中央付近で突

然緩くなっている。懸垂曲線よりも「く」の字
がはっきりした形だ。
これらの形状は、設計者の丹下健三

（1913～2005年）が強くこだわった点
だった。なぜそんな形にしたのかは、記事
冒頭のイラストを見てもらうと分かるので
はないか。メインケーブルをレンズ形に開
いたことで、中央付近の光の量が両サイド
よりも多くなり、中心性が明確になる。これ
には換気量を増やすという目的もあった。
そして、サブの吊り材は、通常の懸垂曲線よ
りも上昇性が強く、教会のような荘厳さを感
じさせる。

難題の1つ、「レンズ形の開き」を実現す
る突破口となったのは、鋳鋼（鋼鉄の鋳物）
を使ったパーツだ。メインケーブルとサブの
吊り材が接続する部分に「土星」のような部
材を取り付けた。輪の部分が球を中心に回
転することで、施工中の角度の変化に追随
する。この複雑かつ繊細な形を製作するため

に鋳鋼を採用。建築の構造部材に鋳鋼を使
用したのは世界初だった。
鋳鋼のパーツは、主柱の頂部、メインケー

ブルのねじれを吸収する部分（回転サドル）
にも使われている。
もう1つの難題、「くの字のカーブ」に関し
ては、実は着工段階でも解決策が見つかっ
ていなかった。設計段階では、網状に張っ
たロープの上を鉄の補強リブで押さえつけ
る計画だった。しかし、現場（施工者は清水
建設）からは「製作困難」との声が挙がって
いた。
この問題は、坪井善勝（1907～1990年）
の下で構造設計を担当していた若手の川口
衞（1932～2019年）のアイデアが突破口
となった。サブの吊り材をロープではなく、
鉄骨でつくってはどうかという提案だ。その
アイデアを設計者・施工者で検証し、採用
された。
これが決定したことで、屋根全体の施工
方法が確定した。つまり、前述の鋳鋼の「土
星」も、ここでようやく最終形状が決まった
ことになる。今では考えられないスリリング
な進行だ。

設問に挙げた「免震構造」は、ここでは使
われていない。免震構造は地震の入力エネ
ルギーを建物下部に設置した免震ゴムなど
の装置で吸収し、柱や梁の負担を軽減する
構造。考え方は古くからあったが、一般に普
及するのは1995年の阪神大震災以降だ。
近年は、屋根部分だけを免震化する「屋根
免震」という技術も広まりつつある。
第一体育館では免震構造は使われてい

ないが、「制振構造」は使われている。制振
構造とは、ダンパーと呼ばれる衝撃吸収部
材を建物内に組み込み、風や地震などの揺
れを軽減する構造だ。第一体育館では、吊
り屋根が風の影響を受けやすいことを考慮
して、主柱とメインケーブルをつなぐ部分に
オイルダンパーを取り付けた。オイルダン
パーを制振装置として用いたのも、建築では
初めてだった。

風対策に制振オイルダンパーも

鋳鋼の「土星」と吊り鉄骨が突破口

1

イラスト・文
宮沢洋：
画文家、編集者、BUNGA NET編
集長。1967年生まれ。2016年～
19年まで建築専門誌「日経アーキ
テクチュア」編集長。2020年4月
から編集事務所Office Bungaを
共同主宰。書籍「建築巡礼」シリーズのイラストを担当

『丹下健三 時代を映した“多面体の巨人”』（日経アーキ
テクチュア編、2005年、日経BP刊）、『国立代々木競技場
と丹下健三』（豊川斎赫、2021年、TOTO建築叢書)

参考文献

PART

2
■所在地：東京都渋谷区神南2-1-1
■設　計：丹下健三研究室および都市・建築設計研究所（意匠）、
　　　　 坪井善勝研究室（構造）、井上宇市研究室（設備）
■施工者：清水建設　　　　　　■延べ面積：2万8705m2（現在）
■構　造：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、吊り屋根構造
■階　数：地下2階・地上2階　　■竣工年：1964年
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理想の曲面を求め
着工後にも「新技術」
理想の曲面を求め
着工後にも「新技術」

ク エ ス チ ョ ン

世界初の本格的免震構造

建築では前例のない
鋳鋼の構造部材

吊り材に鉄骨を用いた
吊り構造

1

2

3

二度目の五輪でもその美しさを世界に発信した
「国立代々木競技場 第一体育館」の大屋根。
実はこの屋根の施工方法は、着工段階では完全に解決できて
いなかった。設計者と施工者が一丸となり、理想の曲面を
実現する新技術を開発していった。

国立代々木競技場 
第一体育館の大屋根で
「使っていない」
技術はどれ？

問題
Question

国立代々木競技場 第一体育館

第2回

アンサー

A （使っていないのは）
免震構造

前回、国立代々木競技場（当時の名称は
「国立屋内総合競技場」）の第一体育館は、
吊り橋に似た「二重の吊り構造」だと書い
た。しかし、吊り橋とは異なる点がいくつか
あり、それが工事の難易度を高めた。
1つは、2本のメインケーブルが平行でな
い点。レンズの断面のように、真ん中が開い
ているのだ。吊り橋のメインケーブルは平
行なので、メインケーブルを張った後に、サ
ブの吊り材（ハンガーロープ）を真下に掛け
ればよい。しかし、レンズ形に2本を開こうと
すると、サブの吊り材を取り付けるたびに、
前に取り付けた部分の設置角度が変わって
しまう。
もう1つの難しさが、サブの吊り材が懸垂
曲線（自然な垂れ下がり）ではない点。メイ
ンケーブル近くが急こう配で、中央付近で突

然緩くなっている。懸垂曲線よりも「く」の字
がはっきりした形だ。
これらの形状は、設計者の丹下健三

（1913～2005年）が強くこだわった点
だった。なぜそんな形にしたのかは、記事
冒頭のイラストを見てもらうと分かるので
はないか。メインケーブルをレンズ形に開
いたことで、中央付近の光の量が両サイド
よりも多くなり、中心性が明確になる。これ
には換気量を増やすという目的もあった。
そして、サブの吊り材は、通常の懸垂曲線よ
りも上昇性が強く、教会のような荘厳さを感
じさせる。

難題の1つ、「レンズ形の開き」を実現す
る突破口となったのは、鋳鋼（鋼鉄の鋳物）
を使ったパーツだ。メインケーブルとサブの
吊り材が接続する部分に「土星」のような部
材を取り付けた。輪の部分が球を中心に回
転することで、施工中の角度の変化に追随
する。この複雑かつ繊細な形を製作するため

に鋳鋼を採用。建築の構造部材に鋳鋼を使
用したのは世界初だった。
鋳鋼のパーツは、主柱の頂部、メインケー

ブルのねじれを吸収する部分（回転サドル）
にも使われている。
もう1つの難題、「くの字のカーブ」に関し
ては、実は着工段階でも解決策が見つかっ
ていなかった。設計段階では、網状に張っ
たロープの上を鉄の補強リブで押さえつけ
る計画だった。しかし、現場（施工者は清水
建設）からは「製作困難」との声が挙がって
いた。
この問題は、坪井善勝（1907～1990年）
の下で構造設計を担当していた若手の川口
衞（1932～2019年）のアイデアが突破口
となった。サブの吊り材をロープではなく、
鉄骨でつくってはどうかという提案だ。その
アイデアを設計者・施工者で検証し、採用
された。
これが決定したことで、屋根全体の施工
方法が確定した。つまり、前述の鋳鋼の「土
星」も、ここでようやく最終形状が決まった
ことになる。今では考えられないスリリング
な進行だ。

設問に挙げた「免震構造」は、ここでは使
われていない。免震構造は地震の入力エネ
ルギーを建物下部に設置した免震ゴムなど
の装置で吸収し、柱や梁の負担を軽減する
構造。考え方は古くからあったが、一般に普
及するのは1995年の阪神大震災以降だ。
近年は、屋根部分だけを免震化する「屋根
免震」という技術も広まりつつある。
第一体育館では免震構造は使われてい

ないが、「制振構造」は使われている。制振
構造とは、ダンパーと呼ばれる衝撃吸収部
材を建物内に組み込み、風や地震などの揺
れを軽減する構造だ。第一体育館では、吊
り屋根が風の影響を受けやすいことを考慮
して、主柱とメインケーブルをつなぐ部分に
オイルダンパーを取り付けた。オイルダン
パーを制振装置として用いたのも、建築では
初めてだった。

風対策に制振オイルダンパーも

鋳鋼の「土星」と吊り鉄骨が突破口

1

イラスト・文
宮沢洋：
画文家、編集者、BUNGA NET編
集長。1967年生まれ。2016年～
19年まで建築専門誌「日経アーキ
テクチュア」編集長。2020年4月
から編集事務所Office Bungaを
共同主宰。書籍「建築巡礼」シリーズのイラストを担当

『丹下健三 時代を映した“多面体の巨人”』（日経アーキ
テクチュア編、2005年、日経BP刊）、『国立代々木競技場
と丹下健三』（豊川斎赫、2021年、TOTO建築叢書)

参考文献

PART

2
■所在地：東京都渋谷区神南2-1-1
■設　計：丹下健三研究室および都市・建築設計研究所（意匠）、
　　　　 坪井善勝研究室（構造）、井上宇市研究室（設備）
■施工者：清水建設　　　　　　■延べ面積：2万8705m2（現在）
■構　造：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、吊り屋根構造
■階　数：地下2階・地上2階　　■竣工年：1964年
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　建設キャリアアップシステム（CCUS）の説明会についてのご案内です。
　建設業振興基金では、Web会議システム（Zoom等）を用いて、説明会場や自席のPCなど、ご希望の場所と
本財団を接続することにより、CCUSに関する各種説明や質疑応答を行う「サテライト説明会」を開催しています。
　「サテライト説明会」への参加をご希望の建設業団体、事業者等の皆様は、ホームページのCCUSサテライト
説明会のページhttps://www.ccus.jp/p/satellite-mtgより申込フォームをダウンロードしていただき、ご
希望の日時を記載して、申込専用メールアドレスsatellite@kensetsu-kikin.or.jp宛に希望日の7日前までに
お申込みください。
　また、お申込み多数の場合は、日程を調整させていただくこともございますが、説明会と同じ内容をいつでも
ご視聴いただけるYouTube版の動画も用意していますので、動画配信をご希望の際には、申込フォームの自由
記入欄に「動画希望」と明記の上、お申込みください。

※説明会のプログラムは、現在、概要・登録編（約30分）、運用編（約40分）の説明の後に、質疑応答を受け付けております。

※本説明会に関するお問い合わせは、satellite@kensetsu-kikin.or.jp宛にメールでお送りください。

CCUSサテライト説明会のご案内

●Web会議システムを活用することにより、多種多様な開催方法が可能です。

ケース① ～1つの会場と接続して開催～ ケース② ～複数の会場と接続して開催～

ケース③ ～会場＆自席ＰＣと接続して開催～ ケース④ ～複数の自席ＰＣと接続して開催～

ホール等の大規模会場だけでなく、自社の会議室な
ど小規模な会場でも開催可能です。

複数の会議室などと接続して開催することも可能
です。

会場での参加が難しい場合、自席PCからでも参加可
能です。

会場の確保が難しい場合、複数の自席PCと接続して
開催することも可能です。

Zoom

Zoom Zoom

Zoom



17建設業しんこう　2021 July / August

申請登録も現場運用も、疑問に思ったらすぐにアクセス！
動画でもわからないご質問は CCUS ホームページ：トップ
右上『FAQ（よくあるお問い合わせ）はこちら』をチェック。
掲載 Q&A は随時更新中！

いつでもどこでも、どの端末からでも。

の を で詳しく解説！動画疑問
建設キャリアアップシステム

公開先URL︓https://www.youtube.com/channel/UCtR75Ei3m5xjr3onoH9iOLw

チャンネル登録で
最新情報をcheck!
チャンネル登録で
最新情報をcheck!

本財団では、 新型コロナウイルスの感染拡大防止などの観点から、 インターネットを活用した建設

キャリアアップシステム （CCUS） の普及促進の取り組みを進めており、 この度 YouTube に

「CCUS チャンネル」 を開設いたしました。

このチャンネルでは、 利用者の皆様からのニーズの高い概要説明や登録、 現場運用に関する情報

をはじめ、 CCUS について分かりやすく解説した動画をご視聴いただけます。

今後も動画数を増やしていく予定ですので、 ぜひご活用ください。

にチャンネルを開設しましたがCCUS
ユーチューブ

！で検索CCUSチャンネルル



技を伝える。想いを受け継ぐ

建設産業の今を伝え未来を考える
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技術と知識・想像力で
暮らしを彩る快適な空間を手がける
内装仕上工事業。

　「もの心ついた頃から、ものづくりの世界に
憧れを持っていました」と語る竹内さん。その中でもテレビ番組で取
り上げられていた建設業に興味を持ち、専門学校へ入学。卒業後は
周りのほとんどが大工の道へ進む中、「現場の見学会などを通して、
自分には内装の仕事が一番合っていると感じ、内装仕上工事業に就
きました」。
　入職して以来、経験豊富な本田さんの下でこの仕事のイロハを
学んだ。「最初に内装仕上工事業について本田さんから教わった
際、図解や絵を使って非常にわかりやすく指導していただいたこと
を覚えています。相手に理解しやすいよう伝えることの大切さも
学ぶことができました」と話し、現場でも本田さんへの確認は欠かさ
ない。「本田さんからは“無駄をなくす”ことを常に意識づけるよう言
われています。安全で正確な工程はもちろんですが、下地張りや
ボードの加工、作業手順などあらゆる面において、どうすれば早くで
きるか、どうすれば美しくおさまるかといった効率性を念頭に置きな
がら現場に向き合っています」。また周りと積極的にコミュニケー
ションを図る本田さんの姿勢にならい、「休憩中にはあえて携帯・
スマホをしまい、周りとコミュニケーションをとるようにしています。
日常的な会話を増やすことで、こちらからも相手からも意見を交わ
しやすい環境をつくることを心がけています」と話す。
　今後の目標は「一日も早く、一人前の職人になること」という竹内さ
ん。「具体的には、鋼製下地工事作業・ボード仕上げ工事作業の2級内
装仕上げ施工技能士の資格を取得し、ゆくゆくは1級内装仕上げ施
工技能士になることです。そのためには、現場の方たちの動きを“見
て学ぶ・見て盗む”ことが大切。これからも様々なことを吸収しなが
ら、一人前の職人を目指していきたいです」と抱負を語ってくれた。

“無駄をなくす”という教えを常に意識。
一日も早く、一人前の職人に。

1974年11月生まれ 東京都出身 1997年4月生まれ 福島県出身
本田 誠一さん
ほ ん だ    せ い い ち

竹内 光生さん
たけうち    こ う き

内装仕上工事業のプロフェッショナル。その技と想像力、積み重ねられていく経験は、日々培われながら受け継がれていく。

天井・壁・床といった内装を仕上げ、施設それぞれの目的や
イメージに合わせた空間を手がける内装仕上工事業。快適
な暮らしに欠かすことのできない空間づくりを担う2人、
株式会社渡清の本田さん、竹内さんに話をうかがった。

　内装仕上工事業に携わる親戚の仕事を手
伝った経験が、現在の仕事に就くきっかけだった。「それまで建設と
いう分野にゆかりはなかったのですが、内装工事に関わったことで
初めてこの仕事の魅力を知りました。黙々と机に向かう作業よりも、
体を動かす職種のほうが自分にも合っていると感じましたね」。
　入職から20年を経て、マンション・学校・工場・病院などあらゆる
建設工事に携わってきた本田さんは、内装仕上工事業のプロフェッ
ショナルといえる存在だ。現在は施工班のリーダーとして現場の中
心となり活躍するほか、指導員として竹内さんら後進を指導する立
場でもある。「最も大切なのは怪我をさせないこと、そして周りに危
険を及ぼすような行動をさせないこと。安全管理に対しては徹底し
た指導を心がけています」と、安全への配慮を忘れることはない。
　さらに「建設業は体を使う業種という印象が強いですが、それ以
上に知識や想像力を必要とする仕事。内装仕上工事業であれば、
ボードの加工や仕上げの際にも作業者自身の頭の中で施工計画と
材料とを照らし合わせて完成イメージを描き、臨機応変に作業を進
める対応力が求められます」と語り、本田さんの下で励む竹内さん
へも大きな期待を寄せる。「最初は体の線も細く、現場の仕事につ
いていけるかな…と心配もしていましたが、今は現場にも慣れ、
自分自身の考えで柔軟に動けるようになりました。職人としての成
長を感じています」と笑みをこぼす。「私も入職当初から、現場の方
とのコミュニケーションを通して成長することができました。竹内に
も周りの職人から様々なことを学び取り、一番合ったやり方を身に
着けていってほしいですね。いずれ私を越えて一人前の職人になる
よう、力いっぱいサポートしていきます」と話し、新たな現場の中心
となる若手へエールを送った。

求められるのは、完成イメージを描く
想像力と、臨機応変な対応力。

取材協力： 株式会社 渡清
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