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（秋田地域振興局）

平成29年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：「建設人材」の確保・育成について

日 時：平成29年８月９日（水） 10：00～12：00

場 所：秋田県秋田中央道路換気所

（知事あいさつ）

本日はお忙しい中、建設業関係の皆様にお集まりいただき感謝する。皆様ここの換気

所は初めてだと思うが、中央道を管理するに当たってはこれほどの規模の設備が必要。

改めて安全・安心のためにはこれ位の対応が必要であると感じていただければ幸い。建

設業の方とは災害協定を締結している。今回の豪雨災害もそうだが、色々な災害の復旧

・防止等の様々な場面において建設業の方には過酷な状況の中で対応に当たっていただ

いており、心から感謝する次第。

私事ではあるが、先般の災害時においては、大変不名誉な事を行ってしまい、皆様に

大変不快な思いをさせてしまったと思う。心からお詫びを申し上げたい。

さて、建設業は県民の様々な生活基盤の基礎について携わっていただいている。また、

万が一の災害の際には建設業の方々の力がなければ、復旧・復興は物理的に無理。一定

の建設業の能力は常に地域には必要だが、昨今の国の公共事業の減少などもあり、最盛

期に比べれば、建設業者の件数、キャパシティが減少している。しかし、建設業という

業種はなくてはならない業種。県においても、今後の公共基盤の整備・メンテナンスに

必要な建設業のキャパシティを維持しなければならないことから、様々なプランニング

を鋭意行っている。ただ、有効求人倍率が非常に高い現状においては、建設業に就業し

ようとする方が非常に少なくなっている。また、建設業そのものが昔と異なり、機械施

工などの新しい技術が導入されており、単なる力仕事ではなく、頭脳・技術が必要とな

っている。我々も研修をしたり様々な試みをしている。機械化に伴って、最近では女性

でも建設業に就労しており、分野によっては男性よりも緻密に真面目に現場監督してい

るとの声も聞こえている。女性の活躍も建設業で望まれていることである。そうした中、

県では建設業の人材センターを設置した。このセンターを活用して、これから建設業に

携わる方を少しでも多くしたい。また、建設業が若い人にとって魅力ある職場となるよ

うにするとともに、女性が活躍できるような職場となるように改変していきたいと考え

ており、県を挙げて取り組んでいる。本日皆様の忌憚のない意見を聞きながら、今後の

建設業の振興、人材の確保に結び付けていきたいと考えている。ぜひ自由な意見をお願

いしたい。両先生には、専門的な見地からアドバイスを頂ければ幸い。よろしくお願い

したい。

（自己紹介）

（Ａ氏）

秋田高専で土木・建築系系長を務めている。学生には将来的に建設業に従事して欲し

い。企業や行政との合同研究などを通じて建設業者の状態を学生に理解させる指導を行

っている。本日は建設業に人材を送り込む側から意見をさせていただきたい。
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（Ｂ氏）

秋田工業高校で教諭として生徒の就職指導などを行っている。建設関係の学習におい

て県の関係部局や各企業、団体・協会の協力を得てインターンシップ、現場見学等を行

っており、学習効果が高いと感じている。最近の生徒は職業理解もしっかりしているし、

就職意欲も高いと感じている。そうした人材を地元秋田に確保できるように有意義な意

見交換を行いたい。

（Ｃ氏）

男鹿市の清水組で取締役副社長を務めている。秋田県建設青年協議会の会長も務めて

いる。建設業について、会社、建設業全体で感じていることを話したい。

（Ｄ氏）

秋田大学工学資源学部を卒業後、寒風に入社し、現場監督業務を行っている。現在は

県発注の流域下水道関係の工事の現場代理人として現場管理を行っている。担い手不足

については、若手の減少、作業員の高齢化、作業員の減少が現状。

（Ｅ氏）

金足農業高校卒業後に秋田瀝青建設に就職した。創業以来女性技術者は私が初めて。

今年で勤続21年目。舗装・土木工事の現場管理、工事の原価管理を担当している。現場

で働く女性の目線から色々意見を出したい。

（Ｆ氏）

秋田大学工学資源学部を卒業後、石川技研コンサルタントに就職した。今年で４年目。

まだ若いので適切な意見を出せるかわからないが、有意義な意見交換にしたい。

（Ｇ氏）

秋田大学大学院を卒業後、創和技術に就職した。社員の平均年齢が54歳位で高齢化が

進んでいる。若手は私の後輩が１名いる位で、人材確保は喫緊の課題。

【現場視察】

※秋田中央道路換気所の監視場の見学及び監視受託業者からの説明。

【意見交換】

※意見交換に入る前に、参考として「i-Construction」のＰＲ映像を視聴。

（Ｄ氏）

建設業界を目指したきっかけについて。正直学生の時は建設業は何をするのかなど、

建設業界の事は全く分からなかったが、秋田大学の建設関係学科を卒業したため、その

知識を活かせればと思ったことと、秋田が大好きだったことから、県内の建設業界を目

指すことにした。
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（Ｅ氏）

祖父が建設会社を経営していたこともあり、小さい頃から建設業は身近な存在であっ

た。私が中学生の頃に家を新築したが、その際の図面は昔ながらの手書きの図面ではな

く、ＣＡＤで書かれた図面であった。その図面に感動し、設計に興味を持った。建設の

勉強もしたいとの思いもあり、迷わず高校の農業土木科に進学した。２級土木施工管理

技士の学科試験に高校の時に合格したので、資格取得も楽であった。建設業が好きで地

元も好きだったので、地元の民間建設業者に就職した。

（Ｇ氏）

小さいときから何かを作る事が好きで、何かを作る仕事に就きたいと思っていた。作

るなら建物を作りたかったので、大学は土木環境工学科を選び、進学した。大学に在学

している時は、将来の事はあまり考えていなかったが、勉強してきた事が活かせると考

えて縁があって今の会社に就職した。今やっていることは調査業務や設計業務。入社し

た際の上司が、男性も女性も頭の中は変わらないから、女性でも男性よりも割といい仕

事をすることがあると言ってくれたこともあり、頑張ろうと考え、今でも続けている。

（Ａ氏）

秋田高専では、県内就職は全体の15～39％程度。それ以外はほぼ首都圏に就職する。

その中でも例えばＪＲやネクスコといった発注者側に就職することが多い。発注者側と

して大きなプロジェクトに携わることを望んで就職する学生が多い傾向にある。

（Ｂ氏）

当校も県内就職を指導してはいるが、県外企業の知名度の高さ、ＰＲの巧さ、卒業し

た先輩の就職状況などを生徒は見ており、一定数の県外就職者が出ている。

（Ｃ氏）

公共事業が減少してきた20数年間の間に新規採用ができなかった時期があったが、そ

の時期に県内の学校の県内への就職ルートがなくなり、県外への新たなルートを作った

のではないか。毎年１名でも採用していた会社などはルートが残っている。

また、建設業に対する親世代の印象が悪く、本人は建設業に興味を持っていても親に

相談すると反対されたという話を結構聞く。建設業界が右肩下がりだった時代に会社が

廃業して失業した方が身近にいた方ほど、未だに建設業への就職は止めておいた方がい

いと感じているようだ。学校でも建設業は安定した業種であると指導して欲しい。知事

からも建設業は大丈夫とＰＲして欲しい。建設業は人間がいる限りなくならない業種だ

とは思う。就職を考えている生徒達への“皆さんの生活を支えている”というアピール

が少々足りないのではないか。

今まで工業高校からの採用一辺倒だったが、もう少し普通高校の生徒にアピールをし

て工学系の大学に進学した後に県内に戻ってきてもらったり、中学生にアピールして工

業高校に行ってもらうというように、早い段階で建設業への興味を植え付けることを考

えていかないといけないのではないか。

（Ｆ氏）
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自分が大学生の頃は、建設業系でも公務員などの安定した所を目指す人が多く、コン

サルタントなどはあまり知られていなかった。うちの会社で大学生や高校生を募集して

も、来ても１名程度。会社としてのアピールは（工業系の学校だけでなく）学校の幅を

広げて行った方がよい。測量・設計共に大学・高校関係なく、資格が大事。高校にもア

ピールをして採用をし、測量士であれば、測量学校に派遣するなど会社としての資格取

得の環境づくりを進めるべき。そういう事を実施すれば、若手ももっと建設業に従事し

てくれるのではないか。

（Ｂ氏）

最近の高校生は、入学段階から建設業に従事するという目的意識をしっかり持ってい

る者が年々増えていると感じている。進路を選択する際にも、建設業を選択する生徒が

増えていると感じている。建設業のイメージについては、現場監督やコンサルタントな

どの仕事に対して理解があまり進んでいないようだ。特に入学時点。誤解している生徒

もいる。そうした点はもう少し改善する必要はある。

（Ｅ氏）

業界の景気は私の入社以降右肩下がり。当社でも新人を採用する余力はなく、現員の

みで対応した時期が長く続き、25～35歳位の社員がいない。このままではやばいと会社

も考え、ここ５～６年は担い手を確保するために１名でも毎年採用しようとしている。

ただ、同僚と言っても、中堅層がいないため、若手との年齢差が非常に大きく、話しづ

らいという雰囲気がある。ここ数年で若手が増えてきたため、若手が入りやすい職場に

なってきていると感じる。

女性の参画については、もっと幅広く対応すべき。工業系の高校などには女性は数名

しかいない。普通高校や女子校なども幅広く対象にして建設業を知ってもらうアピール

をしていけば、もう少し業界に興味を持ってもらえるのではないか。

（Ｇ氏）

他の業種に比べると、給料が寂しいと感じる。イメージでも給料が安いと感じていた

が、実際にもやはりそうだった。その改善には業界の活性化が必要となるが、業界のイ

メージアップが必要になるのではないか。

女性の活躍については、実際活躍している女性がいる。できないことではない。興味

を持っている女性がいれば、戸惑わずに業界に入って来られるイメージが作れればいい

のではないか。建設業と言えば、ヘルメットを被ってという事もあるが、実際の所私は

室内でパソコンで図面を製作したり、設計計算したりしている方が多い。そうであれば

体力のハンデなどもそれ程ない。女性でも十分できる仕事だと思う。

（Ｃ氏）

最近日曜日休みというのは割と定着している。県も土日休める工程での発注の取組を

進めてくれている。土日休みが当たり前の時代が建設業にも来るのではないか。そうな

れば、建設業も他業種と比較しても悪くなくなる。建物の中だけで仕事する事が嫌にな

って建設業のような外で働く仕事がしたいと言って中途入社した者もいる。建設業は仕

事が忙しいというイメージだけが先行しているのではないか。
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（Ｆ氏）

土曜日は普通に出勤している。今の若い人は土日休みというのが当然というイメージ

を持っている。それで建設業を敬遠している人もいるのでは。労働環境を少しでも改善

しないといけない。先程のビデオの「i-Construction」などの機械を活用して人手を減

少させる取組が必要ではないか。労働環境の改善も必要だが、機械を活用した仕事もあ

るというイメージが広がれば、建設業に従事しようとする人も増加するのではないか。

（Ａ氏）

学校に入学する時点で学科を選択しているため、ほぼ全て選んだ学科に関連する分野

に就職している。イメージについては、今の若い子は“見た目で決める”という事を非

常に感じる。原発の事故が起きて、我々は「安全ですからどうぞお越しください。」と言

う。しかし、“安全”と“安心”はイコールではない。学生の建設業への就職意識はこの

事に非常に似ていて、我々が口酸っぱくインフラは生活を支えている、除雪や土砂の除

去、下水の整備は大変重要なんだと力説はしているが、“重要性”と“若者の価値観”は

異なる。我々もアピールの仕方を考えていかないといけない。イメージ、見た目をもっ

と分かりやすく示さないといけない。電気学科に入学する学生は、ゲームソフトを作り

たいと思って入ってくる。ＰＲの仕方を工夫しないと、子ども達は目を向けてくれない

のではないか。

（Ｂ氏）

高校生は入学してくる時には、屋外で働きたいなどの大まかなイメージで志望する生

徒が多い。高校で専門の勉強をしていく中で、インターンシップや現場見学会などを通

じてイメージが変わった、建設業界で頑張りたいと話す生徒もいる。ＰＲをしていくこ

とが重要と感じる。

（Ｄ氏）

当社では、高校生の新卒を毎年数名採用しているが、昨年建設の作業員として入社し

た若手が今年の夏に退社した。退社理由を聞いてみた所、自分と合わなかったとのこと。

自分のやりたい事がしっかり固まっていない若手が多い印象。続く若手もいるが、全体

的にやる気が感じられない若手が多い。

（Ｃ氏）

当社を退社した社員がいたが、当社の方が良かったとして復職した事があった。今よ

りはいいのではないかと考えて安易に退社するケースがあるのではないか。当社には出

戻りが結構いる。退社後に元の会社が良かったと感じる事は他社でもあるのではないか。

退社時に「よかったらまた戻ってこい」と伝えておくと戻ってきやすいのではないか。

退社する際に学校の教諭に相談はないのか。

（Ｂ氏）

ないこともないが、就職後には生徒とやや距離が出てしまうため、あまり把握はでき

ていない。

（Ａ氏）
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高専では全日制ではあるが、社会人枠というものを設けている。我々も学び直しは重

要と考えている。ただ、就職しながらだと職場との調整が難しく、途中で断念した方も

いる。従来の終身雇用制度下では、就職はゴールであった。当該制度が崩れかけている

中で、「就職支援」だけでよいのか。学び直しにも関係するが、「就労支援」が必要。就

職した所で働き続けるために何の支援ができるかが大事。学校でも社会人教育を実施し

ているが、浸透を阻んでいるのは全日制であること。大企業だと、業績が不振な際、休

みを利用して大学で学位を取ったり、別の分野の勉強をしたりしている人が多くいる。

県でもキャリアアップ事業などを実施しているが、建設技術のスキルアップだけで十分

だろうか。新しいものを生むには別の分野を取り込まないといけない。他県で夜間学部

を開講している学校は、東北内の国立で挙げると山形大学が機械、福島大学は人文社会。

公立だと前橋工科大が建築。高知県立大等は文化系。土木・建築だと、埼玉大、名工大、

徳島大、前橋工科大が開講している。何か秋田県でも働き続けるために「学び直し」を

支援することが必要ではないか。資格取得は当然業界内で進めていってもらいたいが、

教育機関として、少しでもそれをお手伝いできるようなシステムが整えることができれ

ばと思っている。

（Ｆ氏）

私も入社してから、もっと真面目に講義を受けておけば良かったと感じることがある。

基本が重要なので、基礎を学べる場所があればいいと思う。関東には行けないので、秋

田でも取り組める場所があればいい。会社は人手が足りないので、会社では学び直しの

機会はあまりない。

（Ｇ氏）

そういう事ができるようになるには、やはり会社の体制・協力が絶対必要。当社でも

若手の育成には苦労している。会社では忙しくてできないのであれば、他の力を借りて

行う必要がある。

（Ｄ氏）

Ｆさんと同じで、働いてから勉強しておけば良かったと思う。学び直しができればい

いと思った事もある。ただ、今は現場監督が忙しく、仕事が終わった後に勉強するのは

困難。会社の体制整備が必要。そうでないと現場に支障が出てくる。今も１～２日の研

修会などはあるが、現場を持っていると長期の研修などには行けない。

（Ｃ氏）

入社数年後の社員を対象に県の協会で合宿のような研修はしているが、一定の年齢以上

になるとあまりない。入社10年くらいで土木施工管理技士を取得するために勉強する時期

はあるが、それ以降はあまりしない。工事が終了して次の工事に従事するまでの期間を利

用して勉強できる場があればいいのではないか。建築士を目指す人は勉強を定期的に行っ

ている人はいる。入社後に勉強できる場があれば、興味を持つ人はいると思う。

（Ａ氏）

高専は国立なのでそうした新しい取組を行う事は困難。働きながら自分の力量が増え

ないと面白くない。力量が増えれば資格取得につながり、会社にとっても経営事項審査
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の点数が上がるなどメリットがあるので、力量を増やさせる事は会社にとってもメリッ

ト。大規模な会社は経営体力があるため、社員に農学や安全工学等、色々と学ばせてい

る。地方は都心と違って容易には学べない。

（Ｇ氏）

ＩＣＴについて。当社では測量をドローンで行っている。設計ではあまり導入が進ん

でおらず、３Ｄ ＣＡＤなども入っていない。設備投資が大変なのではないか。

（Ｅ氏）

当社も３Ｄスキャナー等は導入していない。対象工事も少なく、これからだと思う。

当社は舗装が中心なのであまり使うこともない。

（Ｄ氏）

やっと県からＩＣＴ対象工事が発注され始めている程度。当社にはまだドローンすら

ない。聞く所によると、対象工事を受注した業者も経験がなく、メーカーが付きっきり

で工事をしているとのこと。経費もかかるようだ。年配の人は対応が困難ではないか。

（Ｃ氏）

協会で話を聞くと、まだ未熟な技術とのこと。勾配と勾配がぶつかる所は依然人力が

必要。ただ、写真がデジカメになったり、図面が手書きからＣＡＤになったのと同じで、

将来的には全て導入されるだろう。早く対象工事を受注して慣れていく事が必要。気付

いたら導入されて、対応しなければいけないという時代になると思う。個人的には丁張

りが楽になるのは良い。

（Ｄ氏）

若い人は建設業は力仕事というイメージがある。若い人にＩＣＴを見せる場が必要。

（Ｂ氏）

高校では設備がないため、実習は行っていない。ただ、昨年からコンサルの協力で耐

震機器や測量機器の研修などを行っている。

（Ｃ氏）

私が入社した時に丁張りに従事したが、大変な作業で挫折しそうになった。これがな

いだけでも大変画期的。雪があるとデタラメになったり、まだまだ不完全だが、手間を

かけなくてよいとすれば、生産性の向上につながる。早く技術革新が進んで欲しい。

（Ａ氏）

ＩＣＴについては農業をイメージしてもらえばいい。農業をやるにはトラクター、田

植機、コンバインが最低限必要。しかし、機械の減価償却に追われる。機械の償却のた

めに農業をしているようだとよく言われる。今のＩＣＴもそうなるのではないか。また、

下請のシステムが建設業の良い特徴だが、ＩＣＴ技術が浸透した場合、その下請が根底

から見直すことになるのではないか。ただ、個人的にはＩＣＴが浸透した際に、人手は

却って必要になると思う。パソコンが導入された際も人手が減ると言われたが、却って
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必要になったのと同様。また、他国は建設業を外国人が担っている事が多いが、日本は

全て日本人が担っている。それが日本の特徴。ＩＣＴ化しても人手は必要となる。

（Ｂ氏）

従来コンサル関係への就職はあまりなかったが、実際にそうした業務を見学すると興

味を持って就職するようになる。

（Ｃ氏）

工業高校の卒業生ではない人も結構建設業界に入っている。普通校の生徒でも建設業

には従事できる事をもっと普通校に周知していくべき。また、ＩＣＴが導入されるとＰ

Ｃを使えないと話にならないが、例えばＳＥ養成の学校に行っている方にアピールする

のもいいのでは。

（Ｅ氏）

女性の活躍について。当社では女性技術者を雇った経験がなかった。当社では男性と

同じようにやらせてもらったがそれが良かった。当時は車載型トイレなどはなく、道路

維持で移動しながらの作業となる場合はコンビニなどのトイレを事前にチェックして対

応していた。今は大分環境は良くなった。大規模な現場であれば、女性用のトイレや更

衣室があってもいいと思うが、１名程度であれば特に設けなくてもいいのではないか。

逆に女性がいればトイレも綺麗に使おうとする。女性を特別扱いするのは却って女性が

敬遠されることにつながると思う。

（Ｇ氏）

全く同じ意見。特別扱いはされなくて良い。設計メインなのであまり現場に行く事は

ないが、現場に行く際はトイレに寄ってもらうなど少々の気遣いをしてもらえればそれ

でよい。個人的には体力的に山登りはきついかなという事はあるが、今は山登りなどを

する体力のある女性も多いので大丈夫ではないか。

（Ｃ氏）

女性技術者については、よく各方面で“建設業は会社に復帰しやすい職場”だと伝え

ている。仕事の単位が現場毎なので、産休・育休で休んでも現場に配置させる事ができ

る。割と出入りが容易。現場が途中でも事前に予定がしっかり分かれば会社でもフォロ

ーもできる。復帰時にそのまますっと入れるのは、他の業種ではまずなく、メリットに

なると思う。

（Ｅ氏）

事務職だと長期に休むとそのポジションに他の人が入ったりして戻りにくいという事

があると思うが、建設業は確かに同じポジションに戻りやすい。

（Ｆ氏）

女性の方が図面・設計資料共に綺麗に作ってくれる。

（Ｃ氏）
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現場に女性がいるだけで現場が綺麗になると感じる。

（Ａ氏）

以前は女性が就職面接に行くと「結婚したらどうする」とか「出産したらどうする」

などと聞かれていたようだが、今は違う。

昔は設計は内業、現場は外業で、内業の設計業務には残業手当がつきにくく、設計業

務が敬遠されており、女性が従事しにくい部分があったが、今は改善されており、賃金

面でも女性が従事しやすくなっている。

報道にあったが、秋田県は女性の職場復帰の割合が全国トップクラス。

（Ｂ氏）

工業高校の女性は多くはないが、いわゆる「工女」は工業系に従事しようという目的

意識が高く、建設業に従事する者も多くなっている。女性を受け入れる企業も増えてい

る。

（Ａ氏）

公共事業については、より長期的な計画を明確にして、あまり増減が顕著にならない

ようにできる限り平準化していく事が必要。そうすれば建設業者も人員確保など、計画

的に安定して経営をしていくことができる。

（Ｂ氏）

建設業は学校で色々見せるのが難しい分野。現場を見せるのが大変大切。そうした機

械やＩＣＴ技術に触れる事は学校ではできない。その辺への協力をお願いしたい。また、

地元に残るメリットをできる限りアピールしていきたい。

（Ｃ氏）

公共事業の発注時期について、１年間であればある程度分かるが、３年後など中長期

的には先が見えない。県全体の長期的な発注見通しがあればありがたい。能代港は大き

な事業が動いているが、秋田港は特にない。まとまった事業が長期的に見えれば、それ

に合わせて設備投資・人材確保が可能になる。

（Ｄ氏）

担い手については、小さい時から建設業に触れる・見る機会がないとどういうものか

分からない。小学生でも建設業に従事したいと思うようなシステムができればいい。

（Ｅ氏）

今は大規模な工事が少なく、建設業の魅力が伝わりにくい。若い人に大規模な工事、

凄い工事を見せる事ができれば良い。建設業の魅力を伝える部分を強化しなければなら

ない。

（Ｆ氏）

イメージがやはり大事。年１回、土木の日（11月18日）などに建設機械や測量機器に

触れるイベントなどがあってもよいのではないか。
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（Ｇ氏）

私達が苦しいと思いながら従事していては、イメージが悪くなると思う。我々が苦し

くない工期の設定などをお願いしたい。また、魅力を伝える場の創造をお願いしたい。

（Ａ氏）

首都圏は民間工事もあるが、秋田県の建設業はほぼ公共事業頼み。秋田県で民間工事

の割合を上げるとすると、フル規格の新幹線事業かと思う。新幹線の事業が動けばかな

りの民需となる。また、交通インフラの面からも飛行機だけではなく、新幹線もないと

秋田県には各企業は進出して来ない。ぜひともフル規格の新幹線事業を進展させて欲し

い。

（知事）

建設業界の内情等色々な意見を頂き、大変参考になった。私が就職する頃は人力施工

から機械施工への移行期だった。それから機械施工が進み、今はかなり良くなっている

が、我々の以上の年代はまだ当時の危険な印象がある。当時から比較すると近代化して

いるが、悪いイメージが残っている。イメージで言うと、映画で消防等が注目された際

にそれらへの就職希望者が増えたという話がある。ただ、逆効果もあり、危険というイ

メージも付いたようだ。今は子どもの数も少ないため、とにかく危ない事はさせたくな

いという親御さんの考えもある。建設業はまだ危険というイメージがある。これをどう

払拭するかを行政と民間と一緒になって対応しなければならない。イベントなどを通じ

て、昔とは異なるという部分やＩＣＴなどの技術をアピールする事も必要ではないか。

再教育に関しては、建設関係の資格を取得するという事だけではなく、一般的な教育

も必要と感じた。夜学の場の設定も課題。

女性の活躍については、特別扱いされると却って居にくいという話を他地域でも聞い

た。トイレの問題や着替えの問題は当然に配慮は必要だが、特別扱いはしない方がいい

ようだ。県でも女性の活躍に向けた発注を進めていく。

公共事業の長期的な計画・発注の平準化については、県でもようやく単年度の平準化

は、ゼロ県債（債務負担行為による県単公共事業の発注）により行っているが、複数年

度となると、突然事業規模が変動するため、困難な部分はある。ただ、今後の主要な公

共事業については、ある程度のスパンで計画的に実施しなくてはならないので、オープ

ンにしていければよいのでは。そうすれば地域の企業等も準備が可能となる。

県庁でも土木・建築系は応募が少ない。県庁などの役所でも女性技術者が少ない。県

庁でも女性管理職が土木・建築部門に出てくれば、建設業へのイメージが良くなってく

ると思う。

建設業関係はなくなれば大変。県も特にこの分野への人材確保が課題という事で人材

センターを設置し、一定の予算を計上して対応したいと思っている。今後もご支援をよ

ろしくお願いしたい。

（終了）


