
平成30年度　　　世代別　事業取組状況報告（兵庫県建設業育成魅力アップ協議会）
H31.3.31現在

平成30年事業計画

事業名 内　　容 事業メニュー 小中学生に対する事業 工業高校に対する事業取組 普通科高校に対する事業取組 定時制高校に対する事業取組 社会人等に対する事業取組

土木事務所、建設業者団体、建
設企業による出前講座、現場見
学会の拡充

[県土整備部（技術企画課）]
･各土木事務所において現場見学会等を実施
現場見学会：136回　出前講座：47回 を実施

ものづくり体験館における、ものづく
り体験学習・体験講座の実施

[産業労働部（能力開発課）]
･ものづくり体験学習　113校、12,720名実施
･ものづくり体験講座　127講座、1,853名実施

小型建設機械などを使用した体
験イベントの開催

[建設業協会]
・7月21日 兵庫建設会館において、第12回「建設ふ
れあいまつり」開催：建設機械展示・試乗体験、木
工体験、丸太早切り競争、パネル展示等　 約350
名
・10月27日　「第43回にしのみや市民祭り」への参
加：建設ブースを開設し、建設業界の役割・活動状
況のパネル展示、建設機械への試乗　ブース約
2,000名
・11月10日～11日　「ふれあいの祭典　但馬まるごと
感動市」への参加：建設ブースを開設し、建設業の
行っている事業等の紹介パネル展示、建設機械展
示・試乗・記念撮影　ブース約400名

[電業協会]
・11月10日、11日　「但馬まるごと感動市」に展示
ブースを設置

[空調衛生工業協会]
・11月　「但馬まるごと感動市」に新型シャワー・トイレ
等展示ブースを設置

[県土整備部（建設業室）]
・8月26日　兵庫県電気工事工業組合加古川支部
「職業体験フェスティバル」　開催：照明器具やイン
ターフォン取付体験等

[電業協会]
・5月23日～24日、インテックス大阪で開催された「第
66回電設工業展」に、県内の工業系高校の生徒教
員202名を招待し、最新の電設技術、電設機器を体
験（招待高校：県立兵庫工業高校、神戸市立科
学技術高校、県立篠山産業高校）

[県土整備部（建設業室）]
・11月30日　兵庫県電気工事工業組合丹有支部｢
篠山産業高校における職業体験交流会」開催：工
具使用、高所作業車体験等　32名
・3月6日　兵庫県電気工事工業組合播州支部｢龍
野北高校における職業体験交流会」開催予定　80
名

新聞紙面による情報発信
・「若手、女性、技術者」に着目
し、社会基盤整備と建設業の魅
力を発信

各地のイベントにおける情報発信
・ふれあいの祭典等において建設
業者団体による建設業の魅力を
発信する展示ブースの設置

若者を引きつける魅力ある職場づ
くりの推進

若年技術者顕彰制度による積極
的な公表

建設業の魅力発信の拡充・
強化

将来の担い手である小中学生を
対象とした
建設業やものづくり体験の魅力の
積極的な伝承

建設業イメージアップのための情報
発信の拡充

                                                                                                                                     [県土整備部（技術企画課）・建設業協会]
                                                                                                                                     神戸新聞紙面による情報発信
                                                                                                                                     ①(二)法華山谷川流域の治水対策(6/30)
                                                                                                                                     ②(主)篠山山南線道路改良工事[川代トンネル](8/26)
                                                                                                                                     ③(一)豊岡インター線 整備工事　豊岡総合高校生のICT体験学習（12/1）
                                                                                                                                     ④(砂)郷ノ瀬川砂防えん堤工事(加東土木事務所多可事業所)（１/19）
                                                                                                                                     ⑤宝塚健康福祉事務所・阪神シニアカレッジ建築工事(受注者立建設㈱)(2/16)

[県土整備部（建設業室）]
・11月1日　「兵庫県若手優秀施工者賞」　表彰式実施（７名受賞）

[建設業協会]
・7月21日 兵庫建設会館において、第12回「建設ふれあいまつり」開催：建設機械展示・試乗体験、木工体験、丸太早切り競争、パネル展示等　 約350名【再掲】
・10月20日～11月18日　「武庫川髭の渡しコスモス園」において、コスモスにより兵庫県政150周年の『１５０』の花文字作成・花見台の設置
・10月27日　「第43回にしのみや市民祭り」への参加：建設ブースを開設し、建設業界の役割・活動状況のパネル展示、建設機械への試乗　ブース約2,000名【再掲】
・11月10日～11日　「ふれあいの祭典　但馬まるごと感動市」への参加：建設ブースを開設し、建設業の行っている事業等の紹介パネル展示、建設機械展示・試乗・記念撮影　ブース約400名【再掲】
・12月10日　兵庫県民会館において、大石久和氏と藤井聡氏の対談形式による「兵庫県建設業協会プレ100周年記念講演『インフラ投資による国土強靭化がもたらす財政健全化』」を開催　約360名

[電業協会]
・11月10日、11日　「但馬まるごと感動市」に展示ブースを設置予定【再掲】

[空調衛生工業協会]
・11月　「但馬まるごと感動市」に新型シャワー・トイレ等展示ブースを設置予定【再掲】

[県土整備部（建設業室）]
・8月26日　兵庫県電気工事工業組合加古川支部「職業体験フェスティバル」　開催：照明器具やインターフォン取付体験等　21名【再掲】
・11月30日　兵庫県電気工事工業組合丹有支部｢篠山産業高校における職業体験交流会」開催：工具使用、高所作業車体験等　32名【再掲】
・3月6日　兵庫県電気工事工業組合播州支部｢龍野北高校における職業体験交流会」開催予定　80名【再掲】



平成30年事業計画

事業名 内　　容 事業メニュー 小中学生に対する事業 工業高校に対する事業取組 普通科高校に対する事業取組 定時制高校に対する事業取組 社会人等に対する事業取組

工業高校の生徒を対象に、三田
建設技能研修センターにおいて
一日体験セミナーを実施

[建設業協会・三田建設技能研修センター・県土整
備部（建設業室）]
・5月10日　県立東播工業高校体験実習（土木科
3年36名）
・6月19日　県立豊岡総合高校体験実習（環境建
設工学科1年40名）

インターンシップ
【建設業協会】
・11月26日～ 3月25日（12日間）相生学院高
校　建築コース２年２名

・インターンシップ
[建設業協会]
・4月26日～  8月 2日（14日間）日本工科大学
校　環境建設工学科2年7名
・10月15日～26日（10日間）県立但馬技術大
学校　建築工学科1年19名
・10月18日～  1月31日（13日間）日本工科大
学校　環境建設工学科１年８名
・2月18日～ 2月25日（2日間）創智国際学院
留学生2名

[参考][産業労働部(能力開発課)]
・県立ものづくり大学校　木造建築コース
9月3日～7日(5日間)
→受入企業15社、参加人数15名
9月27日～10月2日(4日間)
→受入企業1社、参加人数2人
11月12日～22日(9日間)
→受入企業1社、参加人数1名

・県立但馬技術大学校　建築工学科
10月15日～26日(10日間)
→受入企業17社、参加人数20人

工業高校生等に重点をおいた
高校新卒者の入職促進

建設業に対する興味を深める
実習体験やインターンシップ等の拡
充

建設業者団体によるインターンシッ
プ受入れや現場見学会等の拡充

・インターンシップ
[建設業協会]
・4月23日～  9月10日（7日間） 県立東播工業
高校  建築科3年9名
・5月31日～11月29日（5日間） 県立龍野北高
校　環境建設工学科3年(課題研究・防災班)8名
・6月21日～11月29日（12日間）県立龍野北高
校　環境建設工学科3年(課題研究・現場実習
班)11名
・7月23日～  7月26日（4日間） 県立洲本実業
高校　機械科2年2名、電気科2年4名
・7月23日～  7月27日（5日間） 県立豊岡総合
高校　環境建設工学科2年26名
・7月23日～  8月23日（4日間） 県立龍野北高
校　環境建設工学科2年20名
・10月29日～12月 3日  (4日間）県立東播工業
高校　建築科3年9名
・11月12日～11月16日（５日間）県立兵庫工
業高校　都市環境工学科2年23名、建築科2年32
名
・11月12日～11月16日（５日間）県立尼崎工
業高校　建築科2年14名
・11月12日～11月16日（５日間）県立東播工
業高校　建築科2年29名
（建設サマーセミナー）
・東部：8月22日～8月29日(6日間)　実習・工事
現場見学　県立尼崎工業高校ほか2校10名
・西部：8月20日～8月27日(6日間)　実習・工事
現場見学　県立東播工業高校ほか3校17名

[電業協会]
・7月23日～25日（3日間）県立豊岡総合高校
（2社、4名）
・7月24日～26日（3日間）県立洲本実業高校
（３社、6名）
・8月1日～3日（３日間）　県立龍野北高校（4
社、5名）
・8月20日～22日など（３日間）県立西脇工業高
校（5社、5名）
・8月22日～24日（3日間）神戸市立科学技術高
校　（1社、2名）
・11月12日～16日(予定・5日間）県立兵庫工業
高校（13社、25名）
・11月12日～16日（予定・5日間）県立尼崎工
業高校（6社、11名）
・11月14日～16日（予定・3日間）県立東播工
業高校（7社、12名)

[空調衛生工業協会]
・11月12日～16日　県立尼崎工業高校（9社、1
８名）、県立兵庫工業高校（8社、1５名）

・インターンシップ
[建設業協会]
・8月20日～　8月22日（3日間） 県立津名高校
普通科2年1名
・10月22日～10月25日（4日間）県立上郡高校
農業土木科2年2名



平成30年事業計画

事業名 内　　容 事業メニュー 小中学生に対する事業 工業高校に対する事業取組 普通科高校に対する事業取組 定時制高校に対する事業取組 社会人等に対する事業取組
・現場見学会
[建設業協会]
・5月10日　県立東播工業高校　建築科3年33名
・6月15日　県立尼崎工業高校　建築科3年35名
・12月12日　県立龍野北高校  境建設工学科2年
40名

【県土整備部（技術企画課）】
・10月30日　県立豊岡総合高校　環境建設工学
科1年40名
・10月24日　県立篠山産業高校　土木科2年32名

[県土整備部（建設業室）]
・11月7日　県立兵庫工業高校保護者　29名（教
員8名含）

・現場見学会
[建設業協会]
・7月2日　日本工科大学校　環境建設工学科1～
2年60名



平成30年事業計画

事業名 内　　容 事業メニュー 小中学生に対する事業 工業高校に対する事業取組 普通科高校に対する事業取組 定時制高校に対する事業取組 社会人等に対する事業取組

工業高校生等に重点をおいた
高校新卒者の入職促進

建設業に対する興味を深める
実習体験やインターンシップ等の拡
充

現役の技術者や技能者が建設業
の魅力を伝える出前説明会の開
催

[建設業協会・電業協会・空調衛生工業協会・県土
整備部（建設業室）]
・5月28日  県立兵庫工業高校（都市環境工学科
(土木)1年・39名）
・5月29日  県立兵庫工業高校（都市環境工学科
(土木)2年・39名）
・6月12日　県立東播工業高校（建築科1～3年
114名）
・6月14日　県立龍野北高校（環境建設工学科1
年40名）
・7月10日　県立尼崎工業高校（建築科1年41
名）
・7月12日　県立東播工業高校（土木科1,3年76
名）
・11月13日  県立豊岡総合高校（環境建設工学
科2年40名）
・2月8日　　県立兵庫工業高校（都市環境工学科
(建築)2年・40名）

[建設業協会・電業協会・空調衛生工業協会・県土
整備部（建設業室）]
・5月11日　県立多可高校（普通科3年38名）
・6月8日　　県立上郡高校（農業土木科2年38
名）
・3月7日  　県立浜坂高校（普通科1年5名）

[建設業協会・電業協会・空調衛生工業協会・県土
整備部（建設業室）]
・6月7日　　県立相生産業高校（定時制）（機械
科1～4年86名）

三田建設技能研修センター、建
設業者団体から実技講習授業へ
講師を派遣

[建設業協会・三田建設技能研修センター・県土整
備部（建設業室）]
・5月10日　県立東播工業高校体験実習（土木科
3年36名）【再掲】
・6月19日　県立豊岡総合高校体験実習（環境建
設工学科1年40名）【再掲】

県内工業高校生を対象にした資
格取得支援講習会の開催

[建設業協会・県土整備部（建設業室）]
日本工科大学校から講師に招き、2級土木施工管
理技士又は2級建築施工管理技士の学科試験に向
けた講習会を開催
・9月10日県立龍野北高校　環境建設工学科（土
木)3年23名、環境建設工学科（建築)3年17名
(大雨警報のため中止）
・9月28日県立篠山産業高校　土木科3年24名
・10月15日県立東播工業高校　土木科3年37名
・10月23日県立兵庫工業高校　都市環境工学科
（土木）3年35名
・10月25日県立豊岡総合高校　環境建設工学科
（土木類型）3年10名　　にて実施

定時制高校生等を昼間アルバイト
として期間雇用し、働きながら技
能を習得するための訓練を実施

[県土整備部（建設業室）]
・2社2名期間雇用

定時制高校等と建設業界との意
見交換会や現場見学会の実施

[県土整備部（建設業室）]
・5月16日
●定時制高校：県立神戸工業高校、県立湊川高
校、県立長田商業高校、市立神戸工科高校、市立
摩耶兵庫高校、市立橘高校
●通信制高校：県立青雲高校
●建設業界：兵庫県電業協会会員企業3社、兵庫
県空調衛生工業協会会員企業4社

建設技能者の確保・育成 若年未就業者等への技能講習や
資格取得等の支援

若年未就業者を期間雇用し、

働きながら技能を習得するた

めの訓練を実施

[県土整備部（建設業室）]
・11社11名期間雇用

工業高校生等に重点をおいた
高校新卒者の入職促進

建設業への就職につながる
資格取得等専門性向上へ向けた
支援の実施

定時制・通信制高校との新たな連
携の推進



平成30年事業計画

事業名 内　　容 事業メニュー 小中学生に対する事業 工業高校に対する事業取組 普通科高校に対する事業取組 定時制高校に対する事業取組 社会人等に対する事業取組

建設労働者緊急育成支援事業
を活用した三田建設技能研修セ
ンター等における人材育成と入職
促進

[三田建設技能研修センター・建設業協会・空調衛
生工業協会]
玉掛けや高所作業車など技能講習修了書を付与す
る講習を中心に実施、受講生は建設業振興基金の
地方拠点としての三田建設技能研修ｾﾝﾀｰや建設業
協会が公募
・兵庫県建設業協会　１回目　7月2日～8月8日
(5名)　２回目　10月26日～12月3日(8名)
（全て建設躯体系技能者ｺｰｽ）
・三田建設技能研修センター　1回目　6月6日～7
月5日(14名）（空調・はじめての建築設備コース）
２回目　9月1日～10月5日（9名）（女性限定
重機オペレーターコース）　3回目　９月11日～10
月5日(4名)（短期☆けんせつ基礎コース）　4回目
1月22日～2月22日（10名）（けんせつ技能者
コース）
・豊岡建設技術者養成センター　１回目　7月1日～
8月10日（5名）　2回目　10月4日～12月16日
（8名）(全て建設ものづくりコース）
・随時　求人活動・就職あっせん

離職者等再就職訓練事業を活
用した但馬技術大学校等におけ
る建設人材の育成

[産業労働部（能力開発課）]
・建設技能者（左官）育成コース（但馬技術大学
校、8月21日～11月20日、定員10名）実施（応
募2名、入校1名、修了1名、就職1名）
・建築工学科（但馬技術大学校、2年間、定員40
名）実施（応募24名、入校20名、修了者8名、就
職8名）
・木造建築コース（ものづくり大学校、１年間、定員
15名）実施（応募23名、入校15名、修了15名、
就職14名）

合同研修による社会人としての基
本スキル習得や業界内での仲間
意識醸成

三田建設技能研修センターにおけ
る就職内定者等を対象とした
建設業者団体による横断的研修
の実施

[三田建設技能研修センター・建設業協会]
・5月7日～9日  建設人材新入社員研修（32
名）

建設技能者の確保・育成

若年未就業者等への技能講習や
資格取得等の支援


