
建設業担い手確保推進事業等について

県土整備部 建設・技術課
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佐賀県内建設投資額と建設業者数
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30才未満が11.3％

55才以上が38.8％

他産業より
3.6ポイント少ない

他産業より
4.4ポイント多い

（Ｈ27国勢調査から）

佐賀県内建設業就業者年齢構成
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○建設業関連学科：262名の進路状況（R3.3卒：佐賀県建設業協会調）

建設業等への就職率
53.8%

県内その他産業
34.0％
（89名）

県外その他産業
12.2％
（32名）

県内建設業
35.9％
（94名）

県外建設業
17.9％
（47名）

その他産業への
就職率 46.2%

佐賀県内⼯業系⾼校⽣ 進路状況
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【⾼校⽣ＳＡＧＡ           （現場⾒学会）】
・現在、整備が進められている佐賀県を代表する建築物・施設群

であるＳＡＧＡサンライズパークの工事現場を、高校生が直接
⾒学し、建設業の社会的役割や建設業の現場の魅⼒を肌で感じ
ることで将来の県内建設業への就職を促す。

県内建設業の担い手を確保を図るため、県と関係機関が連携しながら、県内工業
高校生など将来を担う若者に対し、県内建設業の魅⼒や情報を発信していきます。

【⾼校⽣ 建設業若手就業者  意⾒交換会】
・工業系高校２年生と工業系高校卒業生で建設業に従事する先輩が、

建設業で働くやりがい等について意⾒交換

【県内建設業企業ＰＲ（合同説明会・基礎講座）】
・建設業合同企業説明会 県内工業高校生向けの建設業合同企業説明会を実施
・建設業基礎講座 高校で建設業の仕事紹介の出前講座を実施

継続

継続

～小中学生が建設業と親しむ～

～高校生が建設業を知る～

人を知る

会社を
知る

現場を知る継続

【⼩中学⽣向 建設業 魅⼒発信】
・小中学校訪問   体験学習 ⼩中学校 訪問  児童 ⽣徒 建設業 仕事 体験
・小中学生親⼦現場⾒学会 SAGAサンライズパーク等、佐賀県の代表的な建築物等を⾒学

継続

令和３年度 建設業担い手確保推進事業 事業内容
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《⾼校⽣のための建設業合同企業説明会》

1.開催日時及び場所
○佐賀会場  令和２年12月９日（水）9:30 13:00 

・佐賀勤労者体育センター
○唐津会場  令和２年12月15日（火）9:30 13:00

 北波多社会体育館

2.参加企業
○佐賀会場 49業者 ○唐津会場 41業者

3.参加高校生 ○佐賀会場 約220名（佐賀⼯業 高志館 ⿃栖⼯業 北陵 産業技術学院）
(２年生） ○唐津会場 約160名（唐津⼯業 伊万⾥農林 佐賀農業 嬉野高校）

4.事前研修会
参加企業 対象  魅⼒的    出展    研修会 実施
 令和２年11月５日（木）
・佐賀市文化会館
・内容 （１）オリエンテーション

（２）講演 「高校生のための建設業合同企業説明会 事前セミナー」
講師 さがＨＲラボ コンサルタント・研究員 田中 希久代 氏

令和２年度 建設業担い手確保推進事業 実施状況
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《⾼校⽣ 建設業若手就業者  意⾒交換会》
４校５学科でコロナ感染防止のためWeb方式で開催。延べ143名の生徒が参加
○⿃栖⼯業高校 土木科

・実施日  令和２年12月４日（⾦）
 参加生徒数 ２年生39名
・参加就業者 ３名（⻄日本総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ１名、平⼭組１名、原組１名）

○佐賀⼯業高校 建築科
・実施日  令和２年12月17日（木）
 参加生徒数 ２年生40名
 参加就業者 ４名（中野建設２名 孝和建設２名）

○⿃栖⼯業高校 建築科
・実施日  令和２年12月22日（火）
 参加生徒数 １年生40名
 参加就業者 ４名（松尾建設２名    建築設計室１名 ⼤日測量設計１名）

○嬉野高校塩田校舎 建築科
・実施日  令和３年１月14日（木）
 参加生徒数 ２年生20名
 参加就業者 ２名（中野建設２名）

○伊万⾥実業高校農林     森林環境科
・実施日  令和３年１月27日（水）
 参加生徒数 １年生18名
 参加就業者 ２名（松尾建設２名）

《建設業出前講座》 ※令和２年度    流⾏   実施   以下 令和元年度 実施状況
○⿃栖⼯業高校 土木科

 実施日 令和２年２月26日（水）  参加生徒数 １年生39名
 講師 原組 佐賀県県土          協会 ⻄日本総合        県職員

令和２年度 建設業担い手確保推進事業 実施状況
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工事現場

ライフル射撃場

ボクシング場

《⾼校⽣ＳＡＧＡサンライズパークツアー》
【目的】
・現在、整備が進められている佐賀県を代表する建築物・施設群、ＳＡＧＡサンライズパークの
⼯事現場  高校生 直接⾒学  建設業 社会的役割 建設業 現場 魅⼒ 肌 感 
ることで、将来の県内建設業への就職を促す。

【概要】
 県内 ⼯業系高校８校 土木 建築系学科 高校１ ２年生（約380名）が参加
・１高校ずつ実施して、11回 分  開催 （県 貸切  送迎）
 最初 概要説明 ⾏    後       ⼯事現場 施設 ⾒学

【開催時期】
・11月 ３月 実施

【⾒学場所】
・フェンシング場 ・ ボクシング場 ・ アクア⼯事現場 ・ アリーナ⼯事現場 ・ ライフル射撃場

令和２年度 建設業担い手確保推進事業 実施状況
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《⼩ 中学⽣向 建設業 魅⼒発信》－学校訪問による体験学習－
※令和２年度    流⾏   未実施

以下 令和元年度 実施状況

○諸富南小学校(佐賀市)
・実施日  令和元年12月12日（木）
 参加児童数 ６年生２   45名
・内容 ①講座

（講師 森永建設（株）、県職員）
②体験学習

・ドローン操作実演
・フライトシミュレーション体験

○春日小学校（佐賀市）
・実施日  令和元年12月20日（⾦）
 参加児童数 ６年生３   92名
・内容 ①講座

（講師 祐徳建設興業、松永産業、県職員）
②体験学習

・ドローン操作実演（委託業者）
・フライトシミュレーション体験（委託業者）

令和２年度 建設業担い手確保推進事業 実施状況
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《親⼦現場⾒学会》
県内建設業 魅⼒ 触  建設業 対  理解 深        県内小学４ ６年

生とその保護者を対象に、現在整備中のＳＡＧＡサンライズパーク
 ⼯事現場⾒学会 実施
・実施日  令和２年12月12日（土）
 参加対象者 小学校４ ６年生   保護者
・参加人数 :25組、50名
・内容
①子供用ヘルメット贈呈式（佐賀県建設業協会 ⇒ ＳＡＧＡサンライズパーク）
②サンライズパーク全体説明
③⼯事現場⾒学
・ＳＡＧＡアリーナ新築⼯事現場
・ＳＡＧＡアクア（水泳場）新築⼯事現場
・エアーライフル射撃場（完成施設）

④重機操作体験

令和２年度 建設業担い手確保推進事業 実施状況
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令和３年度 ⼥性活躍    （交流会）
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建設業で働く全ての⼥性が「働きがい」と「働きやすさ」の
両⽴により就業継続を実現するためのセミナー（交流会）を開
催し、⼥性活躍を推進するネットワークを構築します。

名称  SAGA女子Con～建設未来の会～（仮称）」
（「Con（コン）」は、Conference会議 × Construction建設から）

日時 10月下旬
会場 佐賀市内   等
参加者数 40名程度
対象者 佐賀県内 建設業者 ⼥性従事者
参加費 無料
募集方法 ＨＰ      
内容（案）

セミナー（交流会）

  講義   交流会  ２部構成
・講義は、中⼩企業・事業者で取り組みやすいような内容とし、かつ共感できる内容
とします。

 講師  建設業 ⼥性活躍推進活動 ⾏    方 予定
 交流会  佐賀県 ⼥性従事者 交流 促進   内容   予定

女子Con


