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兵庫県建設産業担い⼿確保・育成 地域連携ﾈｯﾄﾜｰｸ会議

建設産業担い⼿確保・育成ｺﾝｿｰｼｱﾑの⽀援を得ながら、近畿建設技能研修協会
（三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰ）との連携の下、建設労働者緊急育成⽀援事業など
の担い⼿確保・育成に資する事業を推進することを⽬的として設置。

区  分	 内  容	
設  ⽴	  2015年3⽉17⽇	

構成員
（16団体）	

・（⼀社）兵庫県建設業協会    ・兵庫県建設産業団体連合会
・（⼀社）兵庫県電業協会     ・（⼀社）兵庫県空調衛⽣⼯業協会
・兵庫県管⼯事業協同組合連合会  ・兵庫県鳶⼟⼯連合会
・関⻄鉄筋⼯業協同組合      ・兵庫県型枠技能⼠会
・（職訓）近畿建設技能研修協会  ・兵庫県ものづくり⼤学校
・兵庫県⼯業⾼等学校⻑会     ・（学法）誠和学院⽇本⼯科⼤学校
・近畿地⽅整備局（建政部）    ・兵庫労働局（職業安定部）
・兵庫県（県⼟整備部）      ・（⼀財）建設業振興基⾦	

開催実績	
・第1回会議（2015年3⽉17⽇）
  設⽴趣旨・規約承認、事業計画承認、収⽀予算承認など
・第2回会議（2015年7⽉14⽇）
  緊急育成⽀援事業に係る拠点の体制整備、講習実施⽅針決定など
・第3回会議（2016年1⽉21⽇）
  平成28年度事業実施⽅針承認など	

（概  要）



建設労働者緊急育成⽀援事業 の実施
平成２７年度 第１期「建設労働者緊急育成⽀援事業」実施結果
（事業概要）
区  分	 内   容	

⽬  的	 特に不⾜が著しいと⾔われている野丁場系⼈材の確保	

対象者 	 兵庫県内外の無業者、未就職者	

事業スキーム 	 事業主体：厚⽣労働省 事業受託者：（⼀財）建設業振興基⾦ 
                〜（⼀社）兵庫県建設業協会（地⽅拠点）〜	

講習期間	 2015年10⽉8⽇〜12⽉25⽇（79⽇間）	
講習場所	 三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰ（兵庫県三⽥市武庫が丘6丁⽬）	

講習内容	 安全衛⽣、施⼯管理など18科⽬
（うち資格取得科⽬6科⽬…ｸﾚｰﾝ、⾼所作業⾞、⽟掛けなど）	

募集⽅法	 新聞折込､ﾊﾛｰﾜｰｸなどを活⽤	
受講者数	 5名（募集⼈員15名）＊別途、建専連近畿から1名参加	
講  師	 三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰで確保	



建設労働者緊急育成⽀援事業 の実施
平成２７年度 第１期「建設労働者緊急育成⽀援事業」実施結果
（就職あっせん）
区分	 年齢	 居住地	 希望職種	 就職先・職種	

Ａ	 32	 神⼾市	 建設機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	 神⼾市内企業（協会会員）・現場作業員
2016年1⽉6⽇正式採⽤	

Ｂ	 36	 神⼾市	 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの両⽴	  	

Ｃ	 44	 宝塚市	 構造物の点検補修等	 ⾯接中（結果待ち）	

Ｄ	 44	 姫路市	 道路管理・道路ﾊﾟﾄ等	
姫路市内企業（協会会員）・ｱｽﾌｧﾙﾄ剤運搬、
吹付ｵﾍﾟ
2016年1⽉1⽇正式採⽤	

Ｅ	 31	 川⻄市	 舗装⼯事・管⼯事等	 ⾯接中（結果待ち）	

（注）建専連近畿１名：⼤阪市内企業・⾜場組⽴⼯



建設労働者緊急育成⽀援事業 の実施
平成２７年度 第２期「建設労働者緊急育成⽀援事業」実施予定
（事業概要）

区  分	 内   容	

⽬  的 特に不⾜が著しいと⾔われている野丁場系⼈材の確保
対象者 兵庫県内外の無業者、未就職者

事業スキーム 	 事業主体：厚⽣労働省 事業受託者：（⼀財）建設業振興基⾦ 
                〜（⼀社）兵庫県建設業協会（地⽅拠点）〜	

講習期間 2016年2⽉15⽇〜3⽉18⽇（21⽇間）
講習場所 三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰ（兵庫県三⽥市武庫が丘6丁⽬）

講習内容 安全教育、型枠・鉄筋など9科⽬
（うち資格取得科⽬6科⽬…ｸﾚｰﾝ、⾼所作業⾞、⽟掛けなど）

募集⽅法 新聞折込､ﾊﾛｰﾜｰｸなどを活⽤
受講者数 募集⼈員10名

講  師 三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰで確保

就職斡旋 受講修了者に対する就職の斡旋



建設労働者緊急育成⽀援事業 の実施

1 H28.2.15 月 安全教育 9:00～16:00 本館

2 H28.2.16 火 型枠・鉄筋（学科） 9:00～16:00 本館

22 H28.2.17 水 型枠 9:00～16:00 実習場

23 H28.2.18 木 9:00～16:00 実習場

24 H28.2.19 金 型枠・鉄筋 9:00～16:00 実習場

25 H28.2.22 月 車両系建設機械（整地等） 9:00～16:40 本館

26 H28.2.23 火 9:00～16:45 本館

27 H28.2.24 水 9:00～16:40 実習場

21 H28.2.25 木 9:00～16:40 実習場

28 H28.2.26 金 9:00～16:45 実習場

29 H28.2.27 土 9:00～15:40 実習場

30 H28.3.1 火 車両系建設機械（解体用） 9:00～16:50 実習場

35 H28.3.7 月 高所作業車 9:00～16:55 本館

36 H28.3.8 火 9:00～16:45 実習場

37 H28.3.9 水 9:00～14:35 実習場

8 H28.3.13 日 小型移動式クレーン 9:00～16:40 本館

9 H28.3.14 月 9:00～16:45 本館

10 H28.3.15 火 9:00～17:45 実習場

34 H28.3.16 水 玉掛け 9:00～18:00 本館

31 H28.3.17 木 8:00～17:35 実習場

32 H28.3.18 金 足場特別教育 9:00～17:00 本館

33 H28.3.19 土 足場特別教育及び閉講式 9:00～12:00 本館

計 ２１.5 ⽇間

平成27年度建設労働者 緊急育成⽀援事業 躯体系技能者（型枠・鉄筋）コース
　　　　　　　　　　　　　講習内容総括表																													H27.11.24

№ 講習日 曜日 講習名 講習時間・日数
開催
場所



平成２８年度「建設労働者緊急育成⽀援事業」実施⽅針

区 分	 内  容	
⽅針Ⅰ	 ・近畿建設技能研修協会が各地⽅拠点からも受託する前提で設定する

ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ⽅式の合宿型講習（年４回）に参画	

（事業概要）
区  分	 内  容	
⽬  的	 特に不⾜が著しいと⾔われている野丁場系⼈材の確保	
対象者 	 各地⽅拠点が公募して決定した受講者	

講習期間	

・第1回 2016年6⽉4⽇〜7⽉1⽇（28⽇間）
・第2回 2016年8⽉17⽇〜9⽉12⽇（27⽇間）
・第3回 2016年10⽉24⽇〜11⽉19⽇（27⽇間）
・第4回 2017年2⽉13⽇〜3⽉11⽇（27⽇間）	

講習場所	 三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰ（兵庫県三⽥市武庫が丘6丁⽬）	

講習内容	 ⾞両系など資格取得、技能取得を主とした講習（9科⽬）
（うち資格取得科⽬6科⽬…ｸﾚｰﾝ、⾼所作業⾞、⽟掛けなど）	

受講者数	 各回10名	
講  師	 三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰで確保	
就職斡旋	 受講修了者に対して各地⽅拠点がそれぞれ就職の斡旋	



区 分	 事例３	
学校名 	 ⽇本⼯科⼤学校	
受⼊企業	 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ（姫路市内）	
受⼊現場	 ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ姫路駅東建設現場	
受⼊期間	 4⽉16⽇〜7⽉30⽇（概ね週1回）	

実習内容	
型枠・鉄筋・仮設・墨出し・左官
ﾀｲﾙなど	

参加⽣徒	 9名	

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業、出前講座の実施
（兵庫県建設業協会実施事業）
区  分	 現場⾒学会	 1⽇体験ｾﾐﾅｰ	 現場実習	 建設ｻﾏｰｾﾐﾅｰ	
平成27年度	 4校・208名	 2校・133名	 6校・133名	 7校・31名	
平成26年度	 4校・228名	 3校・145名	 10校・136名	 9校・41名	 （注１）平成27年度12⽉末現在の実績

（注２）ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟへの取組みは平成4年度より
（通年型ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業実施：建築科）
区 分	 事例１	 事例２	
学校名 	 兵庫県⽴東播⼯業⾼校	 兵庫県⽴東播⼯業⾼校	
受⼊企業	 ㈱ｿﾈｯｸ他ＪＶ	 ㈱ｿﾈｯｸ（⾼砂市内）	
受⼊現場	 ⾼砂市⽴図書館建設現場	 ﾃﾞｭｵﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ加古川駅前建設現場	
受⼊期間	 4⽉17⽇〜9⽉18⽇（概ね週1回）	 9⽉25⽇〜12⽉4⽇（概ね週1回）	
実習内容	 左官・防⽔・設備・仕上げ・塗装

など	
躯体・外装・内装・ｻｯｼ等各種⼯事
の⼿元作業	

参加⽣徒	 8名	 8名	

区 分	 事例１	
学校名 	 兵庫県⽴東播⼯業⾼校	
受⼊企業	 前川建設㈱	
受⼊現場	 うみえーる広場整備⼯事現場	
受⼊期間	 4⽉17⽇〜9⽉18⽇（概ね週1回）	
実習内容	 測量・ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ据付・基礎ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ打設・⼟⼯事など	
参加⽣徒	 9名	

（通年型ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業実施：⼟⽊科）

（注１）⼟⽊⼯事の通年型ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ：全国に先駆けた取組み
（注２）事例１：⽇経ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ2015.12.14号掲載

（関係他団体実施事業）
区  分	 実施事業内容	
建設関係団体	  	

 電 業 協 会 	 現場実習 7校・73名	
空調衛⽣⼯業協会	 現場実習 3校・15名（別途2校と実施協議中）	

三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰ	 就業体験 2校（県⽴1校、神⼾市⽴1校）
⾼校⽣夏休み体験ｾﾐﾅｰ（⼤阪建協、奈良建協）
出前講座（兵庫⼯業⾼校） 2016年2⽉4⽇予定	

兵 庫 県 	
各⼟⽊事務所において現場⾒学会等を実施（今後集計）
（平成26年度実績；現場⾒学会32回、出前講座50回）	

（注１）平成27年度12⽉末現在の実績



教育訓練体系の構築
（考え⽅）
 三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰを中⼼として、⾼校⽣、無業者や未就業者、更に就業
者に対する⼀貫した教育訓練体系の構築をめざす。
 そのため、これまでの就職前段階や定着段階に⼒を⼊れてきた取組みに加え、
就職内定段階から就職直後段階に対する取組みを充実させる。
（訓練体系表）

ステージ	 就職前段階	
就職内定
段階	

就職直後
段階	 定着段階	

キャリア

アップ段階	

総合建設業

向け	

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業

出前講座 

地域⼈づくり事業

緊急育成⽀援事業	

建設⼈材

就職前準備研修	

新⼊社員

実務研修	

⼟⽊積算・施⼯

計画・施⼯管理	
 各 種

資格取得	
専⾨⼯事業

向け	

建設⼈材

就職前準備研修	

新⼊社員

実務研修	

鉄筋・配管

型枠・とび	



建設⼈材就職前準備研修の実施
区 分	 内  容	
⽬  的	 就職予定者の定着促進、仲間意識の醸成	
対象者 	 建設業協会会員企業就職内定者（技術・事務）	
対象者数	 40名	
研修期間	 2016年3⽉17⽇〜3⽉19⽇（3⽇間）	
研修場所	 三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰ	
研修内容	 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ、ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝなど	
募  集	 会員企業全社を対象に参加者を募集	
参加費⽤	 受講料・宿泊費・交通費は無料	

講  師	
能⼒開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ⼤道珠美（兵庫県職業能⼒開発協会推薦）
社会保険労務⼠ 去来川敬治（三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰ安全衛⽣等講師）	

（平成２７年度実施計画）

区分	 内  容	

 ⽅針Ⅰ	 ・試⾏結果を踏まえ、2017年1⽉〜3⽉の間、三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰで9回
（各3⽇間、定員未定）の開催を計画	

⽅針Ⅱ	 ・兵庫では、専⾨⼯事業就職内定者に範囲を拡⼤して開催を計画	

（平成２８年度実施⽅針）



建設⼈材就職前準備研修の実施
新⼈社員実務研修（技術）

（平成２７年度実施結果）

区 分	 内  容	
⽬  的	 技術者としての基礎的実務能⼒の習得	
対象者 	 県内外の建設企業の新⼊社員	

実施期間	
建築技術ｺｰｽ；2015年6⽉9⽇〜6⽉12⽇（4⽇間）
建築技術ｺｰｽ；2015年6⽉16⽇〜6⽉19⽇（4⽇間）
⼟⽊技術ｺｰｽ；2015年6⽉23⽇〜6⽉26⽇（4⽇間）	

受講者数	 建築技術ｺｰｽ；53名、⼟⽊技術ｺｰｽ；54名、計107名	
研修場所	 三⽥建設技能研修ｾﾝﾀｰ	
研修内容	 施⼯管理、⼯程管理、品質管理など	
参加費⽤	 協会会員28.8千円、協会会員外32.9千円	
講  師	 ⼤⼿・中堅建設企業の第⼀線で活躍中の専⾨技術担当者	
効  果	 新⼊社員の不安解消、定着促進、仲間意識の醸成	

（注１）研修開始：平成26年度

（平成２８年度実施⽅針）
区分	 内  容	

⽅針Ⅰ	  引き続き、建築及び⼟⽊技術向けｺｰｽを実
施するとともに、専⾨⼯事業の技能者向け
ｺｰｽを新たに開設（現在、参加費⽤の問題を
含め専⾨⼯事団体と協議中）	


