
●活用始まる地域人づくり事業●

未経験者に入職のチャンスを
厚生労働省の「地域人づくり事業」が各地で動き出した。交付金を受けた自治体

が、民間企業の雇用拡大などの取り組みに助成する。未経験者の採用に二の足を

踏んでいた中小企業も、この事業のおかげで雇用に踏み切れるようになった。

兵庫県建設業協会豊岡支部で会員

企業の有志が集まり、未経験者を対

象とした「豊岡建設技術者養成セン

ターJを 開設 した。7月 2日 に入校

式を開催。11月 までの5カ 月間、建

設関係の基本的な技術や知識を教え

る。建築より上木の方力弩珈 者の確

保に昔労 していることから、カリ

キュラムは土木を中′亡ヽとした。

豊岡市のある兵庫県北部地域で

も、建設業界は人材確保に苦労して

いる。地元の県立豊岡総合高校では

今春、環境建設工学科の卒業生36

人のうち地元の建設業に就職 したの

は4人だけだった。

「採用 したくてもできないジレン

マに陥っていたところ、市から厚生

労働省の みL域人づくり事業』の利用

を持ちかけられたJと 同センターの

豊岡建設
技術者奏成センター代表

‖l嶋 実さん

「持つているだけでは人

は来ない。幸 い澤 労省

の新しい制度ができた0
で、そこにトライしてみよ

うとセンターを設立した」

代表を務める川嶋建設の川嶋実社長

は言う。この助成制度の受け皿とし

て、豊Fnl支部の役員が音頭を取って

センターを設立した。現在、豊岡支

部の31社 の うち、20社 が同セ ン

ターの会員に名を連ねる。

「建設業に入るきつかけが無かつた」

「建設会社の求人票を見ても、対

象は経験者ばかり。工業高校の建設

学科を出ているわけでもない自分に

は、建設会社に入るきっかけが無

かったJ。 受講生の梅谷正人さん (28

歳)は、求人広告で同センターが未

経験者を募集していることを知 り、

応募 した。「就職前に一から訓練を

させてもらえれば、ある程度自信が

付くだろうし、建設会社にも入りや

すくなると考えたJ。

センターでは5月 に第 1期生を募

集 し、応募があった12人のなかか

ら面接で24歳 から39歳 までの5人

を採用 した。募集の対象としたの

は、失業中かアルバイトなどの非正

規lF用の人だ。

技能者ではなく、現場管理ができ

る技術者を育成する。研修内容は、

休日を除く正味28日 間の「座学Jと

20日 間の「実習J、 さらに会員企業

の現場で見習いとして働 く50日 間

の「インターンシップ」の三つで構

成される。

座学や実習では、三田建設技能研

修センター (兵庫県三田市)の協力

を受ける。受講生に三田の研修セン

ターで実習を受けさせるほか、座学

については三日の講師に豊岡支部ま

で来てもらう。インターンシップで

同センター受講者

梅谷 正人さん

「今 まで建 設現 場 を見

る機会がなく不安があつ

た。就職する前に―から

勉強して口1練を受けられ

れば、自信が付くと思う」

同センター受講者

二兒 理津子さん

「父 が建設 会社 て土 木

の仕 事をしているので、

前 から興 味を持 つてい

た。将来は、二級土木鷹

工管理技士の資格を取

りたい」
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■ 地域人づくり事業の概要 ■ 地域 人づくり事 業の内容

蔵用拡大プロセス

[事 業の例 ]

(1)未 就職卒業者や出産で離職した女性を雇い入れ
て座学研修 企業実習

(2)高齢者などを雇い入れて介護補助事業

(3)合 同採用説明会

(4)中小企業の情報発信

(5)就職支援セミナー

(6)高齢者就業機会の掘り起こしとマッチング

〔各自治体の実施状況 ]

回答があった41都道府県のうち、38都道府県で建設
分野での事業実施 (予定を含む)

建設業に特化した事業も8事業 (66事 業中)

雇い入れのある事業52事業

雇用予定人数11315人

予算金額:約 37億 8000万 円

る。ただし、従業員としての雇用で

はないので、期間限定だ。研修を終

えた受講生は、改めてハローワーク

などを通じて職を探すことになる。

「インターンシップを通じて各社の

社風が分かるので、企業選びに役立

つのではないか」と川嶋建設経営推

進室の佐々本一彦室長は言う。

豊岡の養成センターでは、受講生

の給与も含めて、遭言に掛かる全て

の費用を地域人づくり事業の助成で

賄う。会員企業に金銭的な負担はな

い。助成が終わった後のセンターの

運営については未定だ。川嶋代表は

「雇用対策に関するほかの助成金な

どを活用して、できれば事業を続け

ていきたい」と話す。

多くの自治体で建設業向け支援事業

厚労省は2013年度の補正予算で、

地域人づくり事業に1020億 円を計

上した。厚労省から交付金を受けた

都道府県や、その都道府県から補助

暉 求む!担い手

処遇改善プロセス

[事 業の例 ]

(1)定 着支援に向けたメンタルトレーニング(若手社員向
け)、 雇用管理研修 (管理者向け)

(2)非正規雇用労働者の正社員化に向けた生産性拡
大に関するコンサルティング

(3)賃 金上昇を目的とした海外販路拡大、クローバル人
材育成のための国内外/Ft遣

[各 自治体の実施状況 ]

回答があった41都道府県のうち、20都道府県で建設
分野での事業実施を検討

建設業に特化した事業25事業 (25事 業中)

処遇改善15事業、定着率向上8事業、人材育成7事業

予算金額:約 3億4500万円

を受けた市町村が、民間企業の雇用

拡大などの取り組みを支援する。地

域の実晴に応じた雇用を促進する事

業を対象とし、建設業も主要なター

ゲットとなっている。

事業の内容は、大きく分けて「雇

用拡大プロセスJと「処遇改善プロ

セス」の二つ。前者は、従業員を獲

得するための施策で、中小企業のた

めの合同採用説明会や就職支援セミ

ナーの開催、未紹験者への教育・訓

練、失業者の雇用などが含まれる。

後者は、既存の従業員に対する研修

やコンサルティングなどだ。

特に予算規模が大きいのが、前者

の雇用拡大プロセス。国土交通省が

都道府県を対象に実施したアンケー

ト調査によると、回答があった41自

治体のうち、6月 末時点で38自 治体

が建設分野で雇用拡大の事業を実施

していた。雇用予定人数は計1315

人で、予算総額は約38億円に上る。

中小建設会社の注目度は高い。
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民間企業、各種団体など

支援の実施

十

求職者、…部の在職者

(資料:厚生労働省)

は、原則として5人の受講生をそれ

ぞれ別の現場に配属し、研修期間中

に多くの現場を体験させる。

入校式の後、インターンシップと

して川嶋建設の道路工事の現場に配

属されたのが、最年少の二見理津子

さん(24歳 )。「測量をゃってみたが、

思ったより難しかった。目盛りを読

むだけならいいが、そこから高さを

求めたりするのが複雑で理解しにく

かった」と話す。

受講生には時給900円の給与も出

厚生労働省と国土交通省の資料をもとに本誌が作成。各自治体の実施状況は国交省の6月末時点の調査による

豊岡建設技
術者養成セン

ターの受講生
馨 のポスター

(資 料 :豊 岡
建設技術者
養成センター)



>活用始まる地域人づくり事業

中綱緞社長

羽賀義広さん

「地城人づくり事業の動
蔵がなかつたら、外部の

議雷会を1年間にこれだ
け受けさせることはない

たろう」

中綱組のO」Tの 様子。自社所有の橋梁点検車の操作を教えている。同社は、地域人づくり事業の助成を活用して

23歳の未経験者を採用した(写真:中綱組)

ただ、豊岡の養成センターのよう

に、地元の建設会社が集まって研修

機関を設立するケースは珍しい。多

いのは、失業者を雇用した企業に対

して、自治体力潮 修費用や賃金を助

成する仕組みだ。

この仕組みを採用 した青森県で

は、4月 に事業への参加を希望する

企業を募 り、プロポーザル方式で

18社 を選定した。各社は、5月 から

ハローワークなどを通じて求人。当

初は求職者が少なく苦戦したが、6

月末時点で10社が採用する人材を

確保することができた。

助成に当たっては、失業者や非正

規雇用だつた人を雇うことを条件と

している。基本的に建設業の未経験

者が対象で、O」T(職場内訓練)や

OFFJT(職場外訓練)で技術や技能

を一から教える。この制度は、技術

38 1

者と技能者のいずれも対象とする

が、技能者として採用している会社

が多い。

雇用した社員1人当たりの助成額

の上限は、目安として390万円とし

ている。これで1年間の給与のほか、

講習会などの受講料を賄う。

震災後、急激に採用が困難に

青森県は東日本大震災の被災地に

近いこともあり、震災後は建設関係

の労働者の多くが復旧 復興工事の

ために県外に流出した。その影響で、

人材確保に1肖んでいる会社は多い。

地域人づくり事業の助成を利用し

ている中綱組 (青森県十和田市)も 、

そのような会社の一つ。従業員34

人の小規模な会社で、60歳以上が

約3割を占める。先行きを考えれば、

若手の確保は欠かせない。

中綱組はこれまで、「経験年数3

年以上、有資格者」という条件を付

けて中途採用の募集をしていた、以

前は募集を出せば1～ 2日 で10人

くらいの応募が来たが、震災後は

ぱったりと無く在ったという。「こ

れからは学歴不間、経験不間で募集

しなくてはならないだろう」と同社

の羽賀義広社長は話す。

今回の助成を受ける技能者の募集

を5月 1日 から始めたものの、反応

は鈍かった。6月 に入つてやつと23

歳の男性から応募があり、採用を決

めることができた。賃金や研修費用

を県に負担してもらえるのは1年間

だけだが、期間限定ではなく正社員

として雇用した。給与も、通常の採

用で入った技能系社員と同水準に設

定している。

O」Tと して同社の現場で技能を
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醸・ 彊求む!担い手

身に付けさせるほか、OFF」Tと し

て王推μナ技能講習や高所作業車の運

転技能講習など、各種の講習会に参

加させる計画だ。同社が県に提出し

た計画書では、OFF」Tに入つの講

習会を挙げた。実際に受ける講習は

採用した社員に応じて変えていく予

定だが、講習に掛かる費用は全て県

の助成で賄われる。

通常の社員の場合でも、こういっ

た講習は必要に応じて受けさせる。

ただし、「助成がなかったら1年間

にこれだけの講習を受けさせること

はないだろうJと 羽賀社長は言う。

助成があるからこそ、充実 した

OFF」T力河 能になっている。

重機のオペレーターを育成

講習会の受講料が賄われることを

生かして、重機オペレーターの育成

にこの制度を利用しているの力涌積

建設工業 (青森県八戸市)だ。まず

は除雪要員として仕事をしてもら

い、将来は各種の重機を操作できる

人材に育てたいと考えている。この

6月 に20歳の男性を正社員として採

用し、同社の現場で重機の操作など

OFF―JT

(職場外訓練)

0」T

(職場内訓練)

を教えている。今後は各種の講習会

に参加させ、資格を取つてもらう予

定だ。

「当社のような中小企業では、建

設業の経験がない人を雇うのは、育

成に掛かる時間や費用の面で負担が

大きいJと穂積建設工業の石亀晶丈

管理部長は話す。未経験者の場合、

せつかく雇つても建設業の仕事にな

じめず、すぐに辞めてしまうリスク

も高い。同社はこれまで未経験者を

雇うのをためらっていたが、この事

業のおかげで雇用に踏み切ることが

できた。

穂横建設工業管理部長

石亀 晶丈さん

「 中小企業にとって、未

経験者をEうのはリスク

が大きい。給与と研修贅

用を出してもらえるのは

非常にあり′たいJ

穂積建設工業のO」 Tの 様
子。地域人づくり事業を活
用して同社に入社した新人

(20歳 )が 現場で建設機

械の操作を学んでいる

(写真:穂積建設工業)

■ 研修内容の例

車両系建設機械 (整地 運搬 積み込み用および掘削用)運転機能講習

車両系建設機械 (締め固め用)運転特別教育

穂積建設工業が青森県に提出した人材育成 就業支援計画書の一部。実際の研修内容は変わる可能性がある
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