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その他 一般団体 建設業事業主 H27 新潟労働局
（委託先）新潟県社会保険労務士
会

人材不足分野における人材確保のための雇用管
理改善促進事業
・雇用管理アドバイザーによる事業所訪問を実施
し、雇用管理改善に関する相談、支援を行ってい
る。
・建設分野の事業主、人事・労務担当者を対象に
雇用管理改善を通じた「魅力ある職場づくり」の必
要性やメリットについて広く普及・啓発するための
セミナーを開催（県内３ヶ所で計４回開催。参加者
計１００名）

その他 一般団体 一般の求職者 H27 新潟公共職業安定所 建設人材確保プロジェクト
・管理選考(３回実施、参加企業３社、参加者１
名）、建設業界について知るビデオセミナー（２回
開催、計２１名参加）、事業主セミナー（５２名参
加）を開催
・求職者への職業相談・職業紹介・求人情報の提
供

その他 一般団体 一般の求職者
平成２８年３月大学・短大・職業
訓練校・専門学校・高校の卒業
者並びに既卒者

H27 平成２７年１０
月から１１月

59 新潟県建設業協会 建設業入職・定着促進事業「新潟県建設業就職
合同説明会」
新潟県建設業協会が新潟県から受託した地域人
づくり事業による建設業入職・定着促進支援事業
として、県内８ヶ所のハローワークを会場に説明
会を開催（参加企業４９社、参加者数５９名）

新潟労働局、県内ハローワー
ク

新潟県基金事業
「地域人づくり事
業」

現場見学会 建設系以外の高校 川西高校、十日町高校（定時
制）

H27 2015/8/3 8 十日町公共職業安定所 【建設業の職場見学】
・建設業の業界動向や職場環境等の理解の促進
・参加者：今年度卒業予定の生徒、教師

十日町地区雇用協議会

現場見学会 建設系以外の高校 村上桜ヶ丘高校 H27 2015/7/17 33 村上公共職業安定所 【建設業界！魅力発見ツアー】
・建設業の業界動向や職場環境等の理解の促進
・参加者：高校２年生対象

県建設業協会村上支部、村
上地域振興局、村上市役所

講師派遣 大学（建設系） 新潟・富山・石川県内の９校１１
学部の建設系大学、高専

H27 2015/5/13～
2016/2/19

（一社）コンサルタンツ協会北陸
支部

建設コンサルタントＰＲ冊子「建設コンサルタン
トってどんな仕事」を９校合計で７５０部配布、要
望のあった５校を対象に、「建設コンサルタントの
業務」「キャリアプラン」等について説明会を実施

参考資料①

現場見学会 建設系の高校 新潟工業高等学校土木科の保
護者

H27 2015/10/31 10 （一社）コンサルタンツ協会北陸
支部

建設界の担い手確保・育成協議会を構成する「産
学官」の３者が連携し、新潟工業高等学校の保護
者１０名を対象に現場見学会と意見交換会を実
施。当支部から２名派遣

北陸建設界の担い手確保・
育成協議会新潟県部会構成
機関

講師派遣 建設系の高校 新潟工業高等学校 H27 2015/10/15 38 （一社）コンサルタンツ協会北陸
支部

道路設計演習について、現場見学として「ござれ
や阿賀橋」の計画等の説明、座学として、道路の
種別と幾何構造、縦平面線形、交差点、構造物
の設計の考え方などについて講義

参考資料②

現場見学会 親子 新潟市内対象 H27 2015/8/22 25 （一社）コンサルタンツ協会北陸
支部

乗船体験をしながら、信濃川から見た「やすらぎ
堤」「萬代橋」などを見学

信濃川下流河川事務所、新
潟国道事務所、新潟県、新潟
市、新潟商工会議所、新潟日
報社

参考資料③

その他 一般団体 未来の担い手へ確保のための
取り組み～新潟県新津地域整
備部等とのワークショップ～

H27 2015/8/7 18 （一社）コンサルタンツ協会北陸
支部

新潟県新津地域整備部と建設コンサルタンツ協
会、建設業協会の若手技術者が一同に集まり、
ワークショップ形式にて土木の魅力について意見
交換会

新潟県新津地域整備部、建
設コンサルタンツ協会北陸支
部、新潟県建設業協会

参考資料④

講師派遣 中学校 五泉北中学校
(１・２年生)

H27 2015/12/22 266 （一社）コンサルタンツ協会北陸
支部

土木の魅力を伝える出張PR活動
当支部から１名派遣

新潟県新津地域整備部、建
設コンサルタンツ協会北陸支
部、新潟県建設業協会

参考資料⑤

その他 大学（建設系） 業務・研究発表会 H27 2015/8/7 110 （一社）コンサルタンツ協会北陸
支部

北陸支部主催の「業務・研究発表会」に長岡技術
科学大学、新潟大学の学生から学生講演を２題
実施

北陸地方整備局、新潟県 参考資料⑥

その他 大学（建設系） 「全国の建コン協若手技術者」
と大学生とのﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ

H27 2015/8/28～
2015/8/29

54 （一社）コンサルタンツ協会北陸
支部

協会本部が主催する『業界展望を考える若手技
術者の会』を北陸で開催し、全国の建コン協の若
手技術者と地元技術者や大学生を交えた意見交
換会

参考資料⑦

講師派遣 小学校 教育委員会　等 H27 2015/6/ （一社）コンサルタンツ協会北陸
支部

平成１６年から「社会貢献活動」の一環として、北
陸支部管内の小学校、中学校にチラシ等を配布
し、依頼に基づいて出前講演を実施

参考資料⑧

その他 建設系の高校 新潟県、富山県、石川県内の
高校

H27 2016/3/ （一社）コンサルタンツ協会北陸
支部

平成２６年度に「建コンPR動画」製作し、そのチラ
シ等を北陸支部管内の高等学校224校に配布

北陸地方整備局、新潟県、富
山県、石川県

参考資料⑨

現場見学会 金沢大学理工研究域環境デザ
イン科系１年

H27 2015/9/29 23 日本建設業連合会北陸支部 富山新港火力発電所LNG1号機建設工事、新港
大橋

現場見学会 大学（建設系以外） 長岡高専専攻科1年 H27 2015/10/22 35 日本建設業連合会北陸支部 新吉津トンネル建設工事、白根ポンプ場建設工
事

参考資料⑩

現場見学会 親子 H27 2015/7/29 26 土木学会関東支部新潟会 船（白山）から見る萬代橋、新潟港と水理実験場 日本建設業連合会北陸支部
新潟市教育委員会

現場見学会 親子 H27 2015/7/28 19 土木学会関東支部新潟会 三国川ダムと長岡除雪基地 日本建設業連合会北陸支部
新潟市教育委員会

現場見学会 大学（建設系） 新潟大学
長岡技術科学大学
長岡工業高等専門学校
新潟会会員

H27 2015/9/10 47 土木学会関東支部新潟会 笠堀ダム、国道289号八十里越
　　　　　　　　　（7号TN、5号橋梁下部工事）

その他 小学校 柏崎市立田尻小学校６年生 H27 2015/11/26 62 (一社)新潟県地質調査業協会 出前授業の実施
　・　協会・地質調査の概要説明
　・　液状化現象の説明
　・　「エッキー」による液状化実験

⑩備考

資料－４の２
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現場見学会 小学校 新潟市立漆山小学校 4年生 H27 2015/11/17 34 新潟県建設業協会 信濃川大河津資料館・可動堰 新潟県、信濃川河川事務所

現場見学会 小学校 新潟市立木山小学校 4年生 H27 2015/11/20 10 新潟県建設業協会 信濃川大河津資料館・可動堰 新潟県、信濃川河川事務所

現場見学会 小学校 新潟市立山潟小学校 4年生 H27 2015/11/26 70 新潟県建設業協会 信濃川大河津資料館・可動堰 新潟県、信濃川河川事務所

現場見学会 小学校 新潟市立黒埼南小学校 4年生 H27 2015/11/27 21 新潟県建設業協会 信濃川大河津資料館・可動堰 新潟県、信濃川河川事務所

現場見学会 建設系の高校 塩沢商工高等学校商業科・機
械システム科 2年生

H27 2015/8/26 10 新潟県建設業協会 笠堀ダム嵩上げ工事現場、八十里越建設工事現
場

新潟県

現場見学会 建設系の高校 加茂農林高等学校環境緑地科
2年生

H27 2015/9/15 38 新潟県建設業協会 大谷タム、八十里越建設工事現場 新潟県

現場見学会 建設系の高校 高田農業高等学校農業土木科
2年生

H27 2015/10/15 37 新潟県建設業協会 暗渠排水工事現場、区画整理工事現場 新潟県

現場見学会 建設系の高校 新発田南高等学校建築工学科
2年生

H27 2015/11/9 39 新潟県建設業協会 胎内市総合体育館建設工事現場 新潟県

現場見学会 建設系以外の高校 村上桜ヶ丘高等学校 1・2年生 H27 2015/7/17 32 新潟県建設業協会村上支部 「建設業！魅力発見ツアー」と題して、旭橋、290
号改良工事現場を視察

村上地域振興局地域整備部

その他 小学校 五泉市立五泉東小学校 4年生 H27 2015/10/27 30 新潟県建設業協会新津支部 「土木体験学習」として、早出川ダムの見学、重
機操作体験や測量体験

新潟地域振興局新津地域整
備部

講師派遣 建設系以外の高校 新潟県立十日町総合高等学校
1・2年生

H27 2015/6/30 120 新潟県建設業協会十日町支部 地元高校1・2年生を対象とした業界説明会 十日町地域振興局地域整備
部

講師派遣 建設系以外の高校 新潟県立川西高等学校 1・2年
生

H27 2015/11/18 61 新潟県建設業協会十日町支部 地元高校1・2年生を対象とした業界説明会 十日町地域振興局地域整備
部

講師派遣 建設系の高校 新潟県立塩沢商工高等学校 H27 2015/5/18～
9/19

- 新潟県建設業協会六日町支部 施工技術実習の協力として、測量体験

その他 一般団体 H27 2016/1/5～
3/31

- 新潟県建設業協会 地元ＦＭに入社1～5年目の若手社員が仕事のや
りがいや面白さについて、建設業で働く若者の声
として県内リスナーに伝えるラジオ広報番組を開
始

建設業福祉共済団

その他 建設系の高校 新潟工業高等学校
新潟県央工業高等学校
高田農業高等学校

H27 2015/6/4 112 北陸道路舗装会議実行委員会 北陸道路舗装会議パネルディスカッションに招
き、
北陸で生まれた技術に関する知識を高めていた
だく

北陸地方整備局
北陸３県土木部
道建協北陸支部　他

その他 一般団体 テレビ番組の制作・放映 H27 2015/11/28 （一社）新潟県測量設計業協会 測量特番「ふるさとを守り、未来を創る ～測量士
の仕事と役割～」テレビ放映(20分間)

講師派遣 一般団体 土木・建設基礎コース H27 2015/6/19
2015/10/30

（一社）新潟県測量設計業協会 新潟県立テクノスクールが実施する「土木・建設
基礎コース（２ヶ月間・年２回開催）」に講師（測量
１日）を派遣。

その他 一般団体 新潟工業高校・保護者との意見
交換会

H27 2015/10/31 （一社）新潟県測量設計業協会 北陸地方整備局阿賀野川工事事務所が実施す
る「新潟工業高等学校・保護者との意見交換会」
に測量部門としてパネラー２名を派遣。

現場見学会 大学（建設系） 長岡技術科学大学 建設工学課
程 環境システム工学課程 ３年
生

H27 2015/4/7 130 新潟市　都市政策部 新潟駅周辺整備事業の見学

現場見学会 大学（建設系） 新潟大学工学部３年生 H27 2015/10/21 80 新潟市　都市政策部 新潟市新潟駅周辺整備事業の見学

その他 小学校 女池小学校３年生
父兄、ボランティア含む

H27 2015/6/19 13 新潟市　土木部 道路計画課事業において、女池小学校に隣接す
る市道紫竹山鳥屋野線を事例に、女池地区の歴
史や特徴に着眼しつつ当該路線の役割や道路施
設について、出張講座を行った。

その他 大学（建設系） 長岡技術科学大学 H27 2015/4/7 74 新潟市　下水道部 下水処理場の見学

その他 建設系以外の高校 新潟市立明鏡高等学校 H27 2015/6/12 14 新潟市　下水道部 下水処理場の見学

その他 大学（建設系以外） 新潟大学理学部自然環境科学
科

H27 2015/9/28 33 新潟市　下水道部 下水処理場の見学

その他 建設系の高校 新潟工業高校建築科 H27 2015/12/15 39 新潟市　下水道部 下水処理場の見学
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その他 工業高等専門学校 長岡工業高等専門学校
環境都市工学科　　１年生　6名
　　　〃　　　　　　　　 ２年生　9
名

H27 2015/10/22 26 新潟市　下水道部 白根水道町ポンプ場建設現場見学 日本建設業連合会（日建連）

その他 建設系の高校 新潟工業高等学校建築科１年
生

H27 2015/11/6 33 新潟市　下水道部 白根水道町ポンプ場建設現場見学

その他 小学校 木戸小学校児童及び教職員
１年生、２年生、３年生、４年
生、５年生、６年生

H27 2015/6/15
～

2015/6/30

350 新潟市　建築部 木戸小学校校舎1期改築工事で、建設中校舎の
コンクリート内壁面に「将来の夢・希望」や「今思
い浮かぶこと」などを書いてもらい、将来への思
いや思い出づくりにつながる学習活動の一環とし

現場見学会 建設系の高校 新潟工業高等学校
建築科３年生

H27 2015/6/18 40 新潟市　建築部 木戸小学校校舎1期改築工事建設現場見学会

現場見学会 工業高等専門学校 新潟日建工科専門学校
建築系１年生

H27 2015/7/2 87 新潟市　建築部 木戸小学校校舎1期改築工事建設現場見学会

その他 建設系の高校 新潟工業高等学校建築課２年
生

H27 2015/6/25 39 新潟市　建築部 新潟市消防局中央消防署庁舎建築工事現場見
学会

講師派遣 小学校 魚沼市立小出小学校4年生 H27 2015/7/14 70 新潟県（魚沼地域整備部） 市内を流れる佐梨川についての出前講座

講師派遣 小学校 河崎小学校５年生 H27 2015/11/26 12 新潟県（佐渡地域整備部） 土砂災害防止に関する出前講座

講師派遣 小学校 阿賀町立三川小学校5・6年生 H27 2015/10/23
午前

41 新潟県（津川地区振興事務所） 水害・土砂災害から身を守るための出前講座
洪水から地域を守るための対策について
※阿賀町ハザードマップを利用

　

講師派遣 小学校 小千谷市立小千谷小学校４年
生

H27 2015/11/30 154 新潟県（長岡地域整備部） 除雪に関する出前講座(第1回）
※除雪機械の試乗体験も実施

(後援）建設業協会小千谷支
部

講師派遣 小学校 見附市立見附小学校４年生 H27 2015/12/4 96 新潟県（長岡地域整備部） 除雪に関する出前講座(第2回）
※除雪機械の試乗体験も実施

(後援）建設業協会三条支部

講師派遣 小学校 小千谷市立東小千谷小学校４
年生

H27 2015/12/8 45 新潟県（長岡地域整備部） 除雪に関する出前講座(第3回）
※除雪機械の試乗体験も実施

(後援）建設業協会小千谷支
部

講師派遣 小学校 大巻小学校3・4年生 H27 2015/11/25 28 新潟県（南魚沼地域整備部） 【道路除雪学習会】
大巻小学校にて、道路除雪の概要を説明後、除
雪車の見学・試乗を実施

講師派遣 小学校 新潟大学教育学部附属長岡小
学校４年生

H27 2015/6/10 55 新潟県（長岡地域整備部） 栖吉川浚渫工事に関する出前講座

講師派遣 小学校 見附市立名木野小学校５年生 H27 2015/8/18 66 新潟県（長岡地域整備部） 刈谷田川遊水地に関する出前講座

講師派遣 小学校 新津第二小学校5年生 H27 2015/5/26 67 新潟県（新津地域整備部） 川の話に関する出前講座

講師派遣 小学校 新津第二小学校5年生 H27 2015/11/4 67 新潟県（新津地域整備部） 川の話に関する出前講座
（水仙植栽イベントとの合同開催）

講師派遣 小学校 村上市立猿沢小学校4年生 H27 2015/11/13 16 新潟県（村上地域整備部） 川の総合学習（川の働き、自然災害、身近な川の
環境）
※講義、水質試験の実施

講師派遣 小学校 新井南小学校 H27 2015/9/15 70 妙高砂防事務所 土砂災害から身を守るための出前講座
※避難訓練での防災講演

講師派遣 小学校 妙高市　妙高小学校 H27 2015/10/9 125 妙高砂防事務所 妙高市総合防災訓練での防災実験
※土砂災害から身を守るための地すべり実験を
披露

講師派遣 中学校 魚沼市立小出中学校1年生 H27 2015/6/17 100 新潟県（魚沼地域整備部） 「災害から暮らしを守る」をテーマにわたしたちの
くらしと土木(どぼく)の働きを紹介した。

講師派遣 中学校 妙高市内の中学2年生 H27 2015/8/24 40 新潟県（上越地域整備部） 妙高市主催により、今年度から中学2年生を対象
に様々な職種の従業者から話を聞く、キャリア教
育フォーラムに、建設業者として講師を派遣

新潟県建設業協会上越支部
青年部会

参考資料⑪
妙高市との調整を県
で行い、講師は建設
業協会から派遣

講師派遣 中学校 長岡市立山古志中学校 H27 2015/7/21 20 新潟県（長岡地域整備部） 雪の災害に関する出前講座 (後援）国立防災科学技術研
究所

講師派遣 中学校 五泉北中学校 H27 2015/12/22 266 新潟県（新津地域整備部） 土木の仕事や魅力を伝える合同出張PR 建設業協会新津支部、建設
コンサルタンツ協会北陸支部

参考資料⑫

講師派遣 中学校 村上市立岩船中学校2年生 H27 2015/6/18 30 新潟県（村上地域整備部） 建設界の魅力を伝える出前講座

講師派遣 建設系の高校 高田農業高等学校農業土木科
選択1年生

H27 2015/12/8 39 新潟県（上越地域整備部） 建設産業の魅力を伝える合同の仕事講座
　女性技術者や卒業生から仕事の魅力ややりが
いを紹介

高田河川国道事務所、新潟
県建設業協会上越支部青年
部会

参考資料⑬

講師派遣 建設系の高校 上越総合技術高等学校環境土
木科・建築デザイン科2年生

H27 2015/12/16 63 新潟県（上越地域整備部） 建設産業の魅力を伝える合同の仕事講座
　女性技術者や卒業生から仕事の魅力ややりが
いを紹介

高田河川国道事務所、新潟
県建設業協会上越支部青年
部会

参考資料⑬
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講師派遣 建設系以外の高校 糸魚川高等学校1年生（希望
者）

H27 2015/7/28 10 新潟県（糸魚川地域整備部） 糸魚川地域整備部の事業紹介に関する出前講
座

学校主催
※他業種も同時開催

講師派遣 建設系以外の高校 十日町総合高校１年生 H27 2015/6/30 158 新潟県（十日町地域整備部） 建設業の仕事内容に関する出前講座 建設業協会十日町支部

講師派遣 建設系以外の高校 川西高校１，２年生 H27 2015/11/18 58 新潟県（十日町地域整備部） 建設業の仕事内容に関する出前講座 建設業協会十日町支部 参考資料⑭
主催は上越テクノ
スクール

講師派遣 建設系以外の高校 新潟県立長岡大手高等学校普
通科１年生

H27 2015/9/30 44 新潟県（長岡地域整備部） キャリア探求ゼミの出前講座
「災害から地域を守る」を講演

(後援）建設業協会長岡支部

講師派遣 一般団体 一般希望者（事前申込者） H27 2015/11/8 20 新潟県（魚沼地域整備部） 近年のダムブームを背景に、魚沼市内の5つのダ
ムの魅力を広くPRし、観光誘客に繋げることを目
的としたダムツアーを実施。

魚沼企画振興部（主催）、電
源開発（株）東日本支店小出
営業所、東北電力（株）長岡
技術センター、魚沼市、奥只

広神、破間ダムの見
学会に職員を派遣

講師派遣 一般団体 建設系の高校生、建設業界関
係者、地元議員等

H27 2015/10/27 200 新潟県（上越地域整備部）
※新潟県は後援

地域防災について考える講演会「東日本大震災
～現場からの証言～」と題して、仙台市職員と㈱
深松組から当時の状況から現在に至るまでの対
応と建設産業の必要性について講演したもの

主催：新潟県建設業協会上
越支部・安塚支部
後援：高田河川国道事務所、
上越市、妙高市

現場見学会 親子 燕、三条市内の小中学生の親
子対象

H27 2015/11/7 86 新潟県（三条地域整備部） 親子対象の国道289号（仮称）朝日大橋工事見学
会

現場見学会 小学校 柏崎市立枇杷島小学校4年生
（保護者同伴）

H27 2015/9/4 94 新潟県（柏崎地域整備部） 鵜川ダム建設事業に関する現場見学会 鵜川ダム作業所

現場見学会 小学校 柏崎市立北鯖石小学校4年生 H27 2015/9/18 45 新潟県（柏崎地域整備部） 鵜川ダム建設事業に関する現場見学会 鵜川ダム作業所

現場見学会 小学校 柏崎市立新道小学校4年生 H27 2015/10/28 38 新潟県（柏崎地域整備部） 鵜川ダム建設事業に関する現場見学会 鵜川ダム作業所

現場見学会 小学校 柏崎市立柏崎小学校4年生 H27 2015/11/13 77 新潟県（柏崎地域整備部） 鵜川ダム建設事業に関する現場見学会 鵜川ダム作業所

現場見学会 小学校 柏崎市立柏崎小学校4年生 H27 2015/12/8 7 新潟県（柏崎地域整備部） 鯖石川ダム見学会

現場見学会 小学校 新発田市立佐々木小学校 H27 2015/7/10 21 新潟県（新発田地域整備部） 治水・ダム事業に関する出前講座
（加治川治水記念公園・内の倉ダム見学）

参考資料⑮

現場見学会 小学校 新発田市立五十公野小学校 H27 2015/7/23 49 新潟県（新発田地域整備部） 治水・ダム事業に関する出前講座
（加治川治水記念公園・内の倉ダム見学）

参考資料⑮

現場見学会 小学校 長岡市立上塩小学校５・６年生 H27 2015/9/2 14 新潟県（長岡地域整備部） 塩谷川災害助成工事現場見学 (後援）建設業協会長岡支部

現場見学会 小学校 長岡市立下塩小学校６年生 H27 2015/9/3 15 新潟県（長岡地域整備部） 塩谷川災害助成工事現場見学 (後援）建設業協会長岡支部

現場見学会 小学校 新潟市立巻南小学校４年生 H27 2015/11/6 60 新潟県（新潟地域整備部） 新潟県管理施設見学会
※大規模土木施設（ビッグスワン＋エコスタ）の見
学会

現場見学会 小学校 新潟市立葛塚東小学校５年生 H27 2015/11/17 118 新潟県（新潟地域整備部） 新潟県管理施設見学会
※福島潟放水路等の治水施設の見学会

参考資料⑯

現場見学会 小学校 五泉東小学校4年生 H27 2015/10/27 30 新潟県（新津地域整備部） 土木施設見学、建設機械試乗、測量体験 建設業協会新津支部

現場見学会 小学校 阿賀町立三川小学校5・6年生 H27 2015/10/23
午後

41 新潟県（津川地区振興事務所） 堤防工事現場の見学
建設機械類への搭乗体験、測量体験
※バックホウ・ダンプトラック・高所作業車を使用

建設業協会津川支部

現場見学会 小学校 五十沢小学校5年生 H27 2015/11/27 28 新潟県（南魚沼地域整備部） 【鎌倉沢川砂防施設見学】
今年度、登録有形文化財に登録された鎌倉沢川
の砂防施設の見学

参考資料⑰

現場見学会 小学校 村上市立金屋小学校1、2年生
村上市立砂山小学校1、2年生

H27 2015/9/1 71 新潟県（村上地域整備部） 国345号旭橋工事現場見学会
※舗装面へのらくがき大会、重機の乗車体験も
実施

現場見学会 小学校 山部小学校　全校 H27 2015/4/30 42 妙高砂防事務所 地すべり資料館　館内説明
※DVD鑑賞　パネル説明　現象実験

現場見学会 小学校 針小学校3年生 H27 2015/5/29 27 妙高砂防事務所 地すべり資料館　館内説明
※DVD鑑賞　パネル説明　現象実験

現場見学会 小学校 板倉子供会育成会 H27 2015/8/9 70 妙高砂防事務所 地すべり資料館　館内説明
※DVD鑑賞　パネル説明　現象実験

現場見学会 中学校 五十沢中学校1・2年生 H27 2015/10/29 60 新潟県（南魚沼地域整備部） 【建設（土木・建築）学習会】
五十沢中学校にて、建設業の役割や魅力などを
座学で学習した後、鎌倉沢川・八箇峠道路の2箇
所の現場を見学

塩沢商工高校、建設業協会
六日町支部、南魚沼市教育
委員会、長岡国道事務所

現場見学会 中学校 塩沢中学校1年1組 H27 2015/11/4 30 新潟県（南魚沼地域整備部） 【建設（土木・建築）学習会】
地域振興局にて、施設見学、建設業の役割や魅
力などを座学で学習した後、鎌倉沢川・八箇峠道
路の2箇所の現場を見学

塩沢商工高校、建設業協会
六日町支部、南魚沼市教育
委員会、長岡国道事務所、南
魚沼企画振興部

現場見学会 建設系の高校 塩沢商工高等学校
機械システム科2年生
（土木系科目履修者）

H27 2015/8/26 10 新潟県（三条地域整備部） 【高校生の現場見学会】
笠堀ダム嵩上げ工事、五十嵐川遊水池造成工事
見学、五十嵐川災害復旧助成事業の情報提供
館「いからし悠水館」見学

主催：新潟県建設業協会
※長岡国道事務所の現場も
見学（国289号直轄区間　トン
ネル、橋梁）
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現場見学会 建設系の高校 上越総合技術高等学校環境土
木科2年生

H27 2015/7/10 29 新潟県（上越地域整備部） 妙高大橋（国道8号・高田河川国道事務所）の架
替工事の現場を見学。学校卒業生からの現場説
明や仕事の魅力を紹介。 新の測量機器の説
明。コンクリートスペーサーへの記念記名等

高田河川国道事務所、新潟
県建設業協会上越支部青年
部会

参考資料⑱

現場見学会 建設系の高校 高田農業高等学校農業土木科
2年生

H27 2015/7/16 37 新潟県（上越地域整備部） 妙高大橋（国道8号・高田河川国道事務所）の架
替工事の現場を見学。学校卒業生からの現場説
明や仕事の魅力を紹介。 新の測量機器の説
明。コンクリートスペーサーへの記念記名等

高田河川国道事務所、新潟
県建設業協会上越支部青年
部会

参考資料⑱

現場見学会 建設系の高校 新潟県立新潟工業高等学校土
木科２年生

H27 2015/10/22 42 新潟県（長岡地域整備部） 雪国の道路を守る消融雪施設見学会
※道路消融雪施設の現場見学、消融雪製品の
製造工場見学

(一社)新潟県融雪技術協会 参考資料⑲

現場見学会 建設系の高校 新潟県立新潟県央工業高等学
校建設工学科２・３年生

H27 2015/11/5 43 新潟県（長岡地域整備部） 雪国の道路を守る消融雪施設見学会
※道路消融雪施設の現場見学、消融雪製品の
製造工場見学

(一社)新潟県融雪技術協会 参考資料⑲

現場見学会 建設系の高校 新潟県立長岡工業高等学校機
械工学科２年生

H27 2015/11/5 21 新潟県（長岡地域整備部） 雪国の道路を守る消融雪施設見学会
※道路消融雪施設の現場見学、消融雪製品の
製造工場見学

(一社)新潟県融雪技術協会 参考資料⑲

現場見学会 建設系の高校 新発田南高校土木工学科３年
生

H27 2015/10/9 39 新潟県（新潟地域整備部） 身近な社会資本の見学会
※山の下閘門排水機場の見学及び船に乗っての
閘門体験

NPO法人　にいがた地域創
造センター

現場見学会 建設系の高校 新潟工業高校土木科１年生 H27 2015/10/28 40 新潟県（新潟地域整備部） 地域を守る社会資本の現場見学会
※山の下閘門排水機場及び通船川工事現場の
見学会

参考資料⑳

現場見学会 建設系以外の高校 新潟県立村上桜ヶ丘高等学校2
年生

H27 2015/7/17 32 新潟県（村上地域整備部） 国290号、国345号旭橋工事現場見学会
※重機の乗車体験、鉄筋結束体験も実施
建設界の魅力を伝える講座・若手職員による体
験講話実施

村上公共職業安定所
建設業協会村上支部
村上市

参考資料⑳

現場見学会 大学（建設系） 新潟大学工学部建設学科２年
生

H27 2015/9/28 30 新潟県（三条地域整備部） 笠堀ダム嵩上げ工事、五十嵐川遊水地工事見学
会
（バス移動中に新潟県の業務紹介を実施）

現場見学会 大学（建設系） 長岡技術大学（４年生、院１年
生）

H27 2015/11/12 20 新潟県（三条地域整備部） 笠堀ダム嵩上げ工事、五十嵐川遊水地工事見学
会
（バス移動中に新潟県の業務紹介を実施）

現場見学会 一般団体 一般希望者 H27 2015/8/5 新潟県（魚沼地域整備部） 「森と湖に親しむ旬間」の関連事業として広神ダ
ム見学会

現場見学会 一般団体 一般希望者（佐渡市内の住民） H27 2015/11/3 82 新潟県（佐渡地域整備部） 貸切バスによる佐渡島内土木施設見学会

現場見学会 一般団体 一般希望者 H27 2015/4/8
～
2015/11/24

450 新潟県（新発田地域整備部） 内の倉ダム見学(延べ33回）

現場見学会 一般団体 一般希望者 H27 2015/5/29
～
2015/10/7

7 新潟県（新発田地域整備部） 加治川治水ダム見学（延べ2回）

現場見学会 一般団体 一般希望者 H27 2015/6/5
～
2015/9/14

66 新潟県（新発田地域整備部） 胎内川ダム見学（延べ7回）

現場見学会 一般団体 一般希望者 H27 2015/7/27
～
2015/11/18

401 新潟県（新発田地域整備部） 奥胎内ダム見学（延べ22回）

現場見学会 一般団体 一般希望者（事前申込者） H27 2015/10/24 28 新潟県（十日町地域整備部） 貸切バスによる十日町地域土木工事見学会 建設業協会十日町支部

現場見学会 一般団体 一般来場者 H27 2015/7/26
～2015/9/13

10,750 新潟県（十日町地域整備部） 大地の芸術祭において、作品の舞台となったトヤ
沢砂防えん堤の現地説明会

大地の芸術祭実行委員会 参考資料㉒

現場見学会 一般団体 一般希望者 H27 2015/10/4 35 新潟県（長岡地域整備部） 土木フェスティバル(現場見学会）
（県）刈谷田川ダム、（国）山古志地すべり工事、
大河津分水、（市）長岡北スマートIC取付道路工
事

(主催）信濃川河川事務所、
湯沢砂防事務所、長岡市、新
潟県

現場見学会 一般団体 地元住民　など H27 2015/11/7 24 新潟県（長岡地域整備部） 塩谷川災害助成工事床版ペイントイベント 参考資料㉓

現場見学会 一般団体 市内の教員（小学校） H27 2015/8/20 5 新潟県（新潟地域整備部） 新潟県管理施設見学会
※大規模土木施設（ビッグスワン＋エコスタ）の見
学会

現場見学会 一般団体 一般希望者（事前申込者） H27 2015/10/24 19 新潟県（新津地域整備部） インフラツーリズムの試行を兼ねた土木施設見学
会

その他 建設系の高校 塩沢商工高等学校機械システ
ム科2年生（土木系科目履修
者）

H27 2015/9/1 6 新潟県（南魚沼地域整備部） 【現場実習への協力】（実習フィールドの提供等）
塩沢小学校の「学校のみどり創出モデル事業」の
現場にて、盛土の位置出し測量を実習

塩沢小学校、南魚沼建設業
協会

その他 建設系の高校 塩沢商工高等学校機械システ
ム科2年生（土木系科目履修
者）

H27 2015/9/8 4 新潟県（南魚沼地域整備部） 【現場実習への協力】（実習フィールドの提供等）
中ノ沢砂防工事の現場にて、コンクリート打設を
体験実習

南魚沼建設業協会

その他 親子 上越地域対象 H27 2015/8/22 200 新潟県（上越地域整備部） 【ＰＲイベント（試乗・体験あり）】
こども仕事塾への出展
小型バックホウの操作体験（ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙすくい）
測量機器（光波測距儀）の操作体験

新潟県建設業協会上越支部
青年部会

参考資料㉔
主催は上越テクノ
スクール

その他 一般団体 一般来場者 H27 2015/10/17 200 新潟県（魚沼地域整備部） 【ＰＲイベント（試乗・体験あり）】
土木の日PRイベント（建設機械の展示・試乗、測
量体験会、土木事業紹介、など）

魚沼市、建設業協会魚沼支
部、測量設計業協会魚沼担
当、公園管理者むつみグ
ループ

参考資料㉕

その他 一般団体 一般来場者 H27 2015/10/17 10,600 新潟県（十日町地域整備部） 【ＰＲイベント（試乗・体験あり）】
十日町産業フェスタにおいて、「土木の日」として
重機試乗体験ブース、子供向けのクイズ、スタン
プラリー、パネル展示、土石流体験装置等を実
施。

国土交通省（湯沢砂防・長国）
建設業協会十日町支部
測量設計業協会十日町支部
十日町地域造園緑化協会
十日町砂利採取販売組合
大割野砂利採取販売組合
十日町地区生コンクリート協同
組合
十日町市

人数は、「十日町産
業フェスタ」全体の
数



平成２７年度　建設界の担い手確保・育成に関する取り組みについて（関係機関・団体）
① ② ②－２ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

取組分類 対象の分類 名称 年度 日付
○/○/○

人数 実施機関 実施概要（※特徴を記入） 連携機関名

⑩備考

資料－４の２

その他 一般団体 一般来場者 H27 2015/10/4 7,608 新潟県（長岡地域整備部） 【ＰＲイベント（試乗・体験あり）】
土木フェスティバル(土木/防災用機械の展示・試
乗、土木/防災用パネル・模型などの展示、測量
体験会など）

(主催）長岡国道事務所、信
濃川河川事務所、湯沢砂防
事務所、北陸技術事務所、越
後丘陵公園事務所、長岡市、

その他 一般団体 地域住民全般 H27 2015/10/11 18,000 新潟県（南魚沼地域整備部） 【ＰＲイベント（試乗・体験あり）】土木フェア（八色
の森公園にて実施）、土木パネル展示・土木クイ
ズ・建設機械乗車体験・道路パト車展示・土木の
絵本配布・３Ｄパネル立体視体験・土石流３Ｄ映

建設業協会六日町支部、測
量設計業協会、湯沢砂防事
務所、コマツ建機販売中越支
店、塩沢商工高校

その他 一般団体 一般来場者 H27 2015/10/17 1,197 新潟県（糸魚川地域整備部） 【ＰＲイベント（試乗あり）】
土木の日PRイベント（建設機械の展示・試乗、土
木事業紹介、絵画コンクールなど）

建設業協会糸魚川支部

その他 一般団体 一般来場者 H27 2015/10/25 500 新潟県（柏崎地域整備部） 【ＰＲイベント（試乗あり）】
かしかり虹まつり(地域イベント)内で除雪車の展
示・試乗、鵜川ダム建設事業紹介

その他 一般団体 一般来場者 H27 2015/10/25 600 新潟県（三条地域整備部） 【ＰＲイベント（試乗あり）】
除雪機械の展示・試乗、除雪事業紹介、など
道の駅、温泉施設のイベントに展示

建設業協会三条支部
(株)下田郷開発

その他 一般団体 一般来場者 H27 2015/8/3 585 新潟県（長岡地域整備部） 【ＰＲイベント（試乗あり）】
道路管理者グループ行事「道のコーナー」
（建設機械の展示・試乗、パネル展示、道のクイ
ズ）

(主催）長岡国道事務所、長
岡市、東日本高速道路(株)長
岡管理事務所、北陸地域づく
り協会

その他 一般団体 地域住民全般 H27 2015/10/11 300 新潟県（村上地域整備部） 【ＰＲイベント（試乗あり）】
地元イベント（いいねっか村上2015）にてロータリ
除雪車、パトロール車展示※乗車体験も実施
地域整備部の業務紹介パネル展示

村上商工会議所青年部

その他 一般団体 一般来場者 H27 2015/9/6 682 新潟県（下水道課、流域下水道
事務所）及び（公財）新潟県下水
道公社

【ＰＲイベント】
よみがえる“みず”わくわくフェスタ（下水道の日の
PRイベント）の開催（下水道探検ツアー、微生物
観察、下水道教室など）

＜後援＞新潟市、新潟市教
育委員会、新潟県下水道協
会、地方共同法人日本下水
道事業団関東・北陸総合事
務所
＜協賛＞長岡技術科学大
学、（一社）新潟県下水道管

その他 一般団体 一般来場者 H27 2015/11/29 300 新潟県（新発田地域整備部） 【ＰＲイベント】
土木の日記念フェスティバル
（羽越水害パネル展示、土木関係クイズ）

建設業協会新発田支部

その他 一般団体 地域住民全般 H27 2015/8/8 1,600 新潟県（妙高砂防事務所）
を含む実行委員会

【ＰＲイベント】
万内川サマーフェスティバル
※地すべり・土石流からの復興・砂防遺産をPRす
るイベント

妙高市、地元集落、地元商工
団体、治水砂防協会、建設業
協会

その他 一般団体 地元住民など H27 2015/10/17 42 新潟県（長岡地域整備部） 【ＰＲイベント】
ながおか橋と道路の教室
（学習会、現場見学を実施）

(主催）長岡国道事務所、長
岡市
(後援）長岡工業高等専門学
校、(株)大石組、ヒロセ(株)

その他 一般団体 建設業協会新津支部会員、建
設コンサルタンツ協会北陸支部
会員

H27 2015/8/7 17 新潟県（新津地域整備部） 【意見交換会】
土木の魅力や担い手確保に関する合同意見交
換会

建設業協会新津支部、建設
コンサルタンツ協会北陸支部

※この意見交換会
から、参考資料⑫
の取組を具体的に
決定。

その他 一般団体 一般希望者（事前申込者） H27 2015/6/27
～
2015/11/16

381 新潟県（三条地域整備部） 【見学ツアー】
三条市主催の「笠堀ダム特別見学と大谷ダム探
訪ツアー」に協力

三条市

その他 一般団体 地域住民全般 H27 2015/10/16 - 新潟県（南魚沼地域整備部） 【広報】
・振興局「県民ホールギャラリー」への展示
一ヶ月半に渡り、土木パネル・３Ｄパネルを展示、
土木の絵本を配布

南魚沼企画振興部

その他 一般団体 地域住民全般 H27 2015/11/16 - 新潟県（南魚沼地域整備部） 【広報】
・「南魚沼市図書館」への展示
一ヶ月に渡り、登録有形文化財に登録された鎌
倉沢川砂防施設のパネルを展示

南魚沼市

その他 一般団体 地元住民へ配布（回覧）
（道の駅にも設置）

H27 － 新潟県（魚沼地域整備部） 【広報】
魚沼を支える建設産業のスペシャリストを紹介す
る広報誌「せせらぎかわら版」発行
今年度は6回を予定

参考資料㉕㉖
平成25年7月から発
行、平成27年12月に

新号No25を発行
その他 一般団体 一般希望者（制限なし） H27 - 新潟県（魚沼地域整備部） 【写真コンテスト】

魚沼市観光協会主催のフォートコンテストに「地
域を支える土木の底力部門」として魚沼市内の土
木施設、工事現場の写真に賞を与える。

魚沼市観光協会 共催として参加

インターンシッ 0



平成２７年度　インターンシップ受入人数
① ② ②－２ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

取組分類 対象の分類 名称 年度 日付
○/○/○

人数 実施機関 実施概要（※特徴を記入） 連携機関名

⑩備考

資料－４の３

インターンシップ 工業高等専門学校 長岡工業高等専門学校環境都
市工学専攻1年

H27 2015/8/17～
8/28

1 長岡国道事務所 業務体験を実施

インターンシップ 大学（建設系） 東北大学工学研究科土木工学
専専攻

H27 2015/8/17～
8/28

1 長岡国道事務所 業務体験を実施

インターンシップ 工業高等専門学校 長岡工業高等専門学校環境都
市工学専攻1年

H27 2015/8/24～
9/4

1 信濃川河川事務所 業務体験を実施

インターンシップ 大学（建設系以外） 岩手大学 H27 2015年9月7
日～9日

1 阿賀野川河川事務所 キャンプ砂防2015ｉｎ飯豊・阿賀野川

インターンシップ 大学（建設系） 長岡技術科学大学 H27 H27.10～
H28.2

1 長岡国道事務所 長期インターン（道路の交通データ分析に関する
実務）

インターンシップ 大学（建設系以外） 京都府立大学　生命環境学部 H27 2015/8/24～
28

1 黒部河川事務所 キャンプ砂防２０１５in黒部

インターンシップ 大学（建設系以外） 静岡大学　農学部 H27 2015/8/24～
28

1 黒部河川事務所 キャンプ砂防２０１５in黒部

インターンシップ 大学（建設系以外） 鹿児島大学　農学部 H27 2015/8/24～
28

1 黒部河川事務所 キャンプ砂防２０１５in黒部

インターンシップ 大学（建設系以外） 弘前大学　農学生命科学部 H27 2015/8/24～
28

1 黒部河川事務所 キャンプ砂防２０１５in黒部

インターンシップ 大学（建設系以外） 群馬大学 H27 8月24日～28
日

1 金沢河川国道事務所 白山麓の歴史・文化・自然と砂防の役割を学ぶ

インターンシップ 大学（建設系以外） 弘前大学 H27 8月24日～28
日

1 金沢河川国道事務所 白山麓の歴史・文化・自然と砂防の役割を学ぶ

インターンシップ 大学（建設系以外） 信州大学（農学部） H27 8月24日～28
日

1 金沢河川国道事務所 白山麓の歴史・文化・自然と砂防の役割を学ぶ/
信州大学大学院　農学研究科

インターンシップ 大学（建設系以外） 静岡大学 H27 2015/8/24～
28

1 松本砂防事務所 松本砂防事務所管内の崩壊地・砂防施設及び砂
防工事等の現場学習

インターンシップ 大学（建設系以外） 広島大学 H27 2015/8/24～
28

1 松本砂防事務所 松本砂防事務所管内の崩壊地・砂防施設及び砂
防工事等の現場学習

インターンシップ 工業高等専門学校 石川工業高等専門学校環境都
市工学4年

H27 2015/8/3～
8/14

1 金沢河川国道事務所 業務体験を実施

インターンシップ 工業高等専門学校 石川工業高等専門学校環境都
市工学4年

H27 2015/8/17～
8/28

2 金沢河川国道事務所 業務体験を実施

インターンシップ 大学（建設系） 京都大学社会基盤工学専攻1
年

H27 2015/8/3～
8/14

1 金沢河川国道事務所 業務体験を実施

インターンシップ 大学（建設系） 金沢工業大学環境建築学部環
境土木工学課３年

H27 2015/8/17～
8/28

1 金沢河川国道事務所 業務体験を実施

インターンシップ 工業高等専門学校 石川工業高等専門学校環境建
設工学専攻1年

H27 2015/9/24～
12/18

1 金沢河川国道事務所 業務体験を実施

インターンシップ 大学（建設系） 新潟大学建設学科社会基盤工
学コース3年

H27 2015/8/17～
8/28

2 金沢港湾・空港整備事務所 業務体験を実施

インターンシップ 大学（建設系以外） 金沢大学自然科学研究科環境
デザイン学専攻1年

H27 2015/8/17～
8/21

1 富山河川国道事務所 業務体験を実施

インターンシップ 大学（建設系） 富山県立大学環境工学科 H27 2015/8/17～
8/21

1 富山河川国道事務所 業務体験を実施

インターンシップ 建設系の高校 桜井高校土木科2年 H27 2015/7/27～
7/31

2 黒部河川事務所 業務体験を実施

インターンシップ 大学（建設系以外） 金沢大学理工学域環境デザイ
ン学類3年

H27 2015/8/24～
9/4

1 千曲川河川事務所 業務体験を実施

インターンシップ 工業高等専門学校 長野工業高等専門学校4年 H27 2015/8/24～
8/28

1 千曲川河川事務所 業務体験を実施

インターンシップ 大学（建設系以外） 信州大学理工学系研究科機械
システム工学専攻1年

H27 2015/8/20～
8/28

1 大町ダム管理所 業務体験を実施

インターンシップ 中学校 上越市立城西中学校 H27 2015/7/6～
7/10

2 高田河川国道事務所 上越「ゆめ」チャレンジ事業として中学生の職場
体験

インターンシップ 中学校 長野市櫻ヶ岡中学校 H27 2015/8/26～
27

1 千曲川河川事務所 職場体験学習

インターンシップ 中学校 長野市立豊野中学校 H27 2015/10/20
～21

1 千曲川河川事務所 職場体験学習

インターンシップ 中学校 新潟市立山の下中学校 H27 2015/8/19～
20

2 新潟港湾・空港整備事務所　他 職場体験を通じて、職業や勤労に対する関心・意
欲を高めてもらうともに港の業務を理解していた
だく。




