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【様式１】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

1 説明会

R4.3大学・短大・
高専・専修学校等
卒業予定者、３年
以内既卒者、概
ね35歳未満の若
年者対象

2022年3月卒予定の学
生、3年以内既卒者、転職
及びUIJターン就職希望の
若者

3 4/28 富山市
富山県人材活躍推進セ
ンター（富山労働局委
託事業者）

ヤングジョブとやま
℡076-445-1996

「富山合同企業説明会」
2022年3月卒予定の大学生等、３年以内既卒者、転職及びUIJ
ターン就職希望の若者を対象とした合同企業説明会
77社（うち建設業社14社）参加

ヤングジョブとやま
富山県

2
インターンシッ
プ

大学等
2023年3月卒予定の大学
生等

3 5/29,30 富山市
富山県人材活躍推進セ
ンター（富山労働局委
託事業者）

ヤングジョブとやま
℡076-445-1996

「WEBインターンシップ説明会」
2023年3月卒予定の大学生等を対象としたインターンシップ説
明会
77社（うち建設業23社）参加

ヤングジョブとやま
富山県

3 説明会

R4.3大学・短大・
高専・専修学校等
卒業予定者、３年
以内既卒者、概
ね35歳未満の若
年者対象

2022年3月卒予定の学
生、3年以内既卒者、転職
及びUIJターン就職希望の
若者

3 10/22 富山市
富山県人材活躍推進セ
ンター（富山労働局委
託事業者）

ヤングジョブとやま
℡076-445-1996

「富山で働きたい若者のための合同企業説明会」
2022年3月卒予定の大学生等、３年以内既卒者、転職及びUIJ
ターン就職希望の若者を対象とした合同企業説明会
30社（うち建設業4社）参加

ヤングジョブとやま
富山県

4 説明会

R4.3大学・短大・
高専・専修学校等
卒業予定者、３年
以内既卒者、概
ね35歳未満の若
年者対象

2022年3月卒予定の学
生、3年以内既卒者、転職
及びUIJターン就職希望の
若者

3 12/9 富山市
富山県人材活躍推進セ
ンター（富山労働局委
託事業者）

ヤングジョブとやま
℡076-445-1996

「富山で就職　合同企業説明会」
2022年3月卒予定の大学生等、３年以内既卒者、転職及びUIJ
ターン就職希望の若者を対象とした合同企業説明会
30社（うち建設業2社）参加予定

ヤングジョブとやま
富山県

5 説明会

R5.3大学・短大・
高専・専修学校等
卒業予定者、３年
以内既卒者、概
ね35歳未満の若
年者対象

2023年3月卒予定の学
生、3年以内既卒者、転職
及びUIJターン就職希望の
若者

3 3/1,2 富山市
富山県人材活躍推進セ
ンター（富山労働局委
託事業者）

ヤングジョブとやま
℡076-445-1996

「とやま就活キックオフフェア（合同企業説明会）」
2023年3月卒予定の大学生等、３年以内既卒者、転職及びUIJ
ターン就職希望の若者を対象とした合同企業説明会
151社（うち建設業23社）参加

ヤングジョブとやま
富山県

6 出前講座 高校
富山県立高岡工芸高校
土木環境課２年生

3
４月２３日
５月２１日
６月１８日

高岡市 30
（一社）富山県測量設計
業協会

高岡工芸高校
土木環境科

出前講座
測量設計コンサルタント業の仕事内容講義と最新測量機器の
使用体

7 出前講座 高校
富山県立桜井高等学校
土木課３年生

3 6月4日 黒部市 40
（一社）富山県測量設計
業協会

富山県立桜井高等学校
土木課

出前講座
測量設計コンサルタント業の仕事内容講義と最新測量機器の
使用体

8 出前講座 高校
富山県学校農業クラブ連
盟

3 8月4日
入善町
入善高校

36
（一社）富山県測量設計
業協会

入善高校
平板測量競技をとおして測量に関する知識や技術を競い専門
的な能力を高める

9 出前講座 大学 県立富山大学 3 10月21日 射水市 20
（一社）富山県測量設計
業協会

富山県立大学
富山県立大学工学部環境・社会基盤工学科に、測量設計、建
設コンサル
タントとしての仕事・役割等を出前講座で説明

10 講演・講習 大学
富山大学都市デザイン学
部都市・交通デザイン学
科

3 5月17日 富山市内 1
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部富山
事務所

富山大学都市デザイン学部 都市･交通デザイン学科担当教授
に建コン協のパンフレットを持参し、建設コンサルタンツ協会員
の仕事・役割等をアピール

11 現場見学会 大学
富山大学都市デザイン学
部都市・交通デザイン学
科

3 7月2日 射水市内他 6
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部富山
事務所

富山大学都市デザイン学部 都市･交通デザイン学科の学生に
対し、フィールドワークと称した課外授業を開催。建コン協の仕
事・役割を説明し、質疑応答、新湊大橋への現場見学会を実
施

令和３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（活動状況）
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【様式１】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

令和３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（活動状況）

12 説明会 大学
富山県立大学工学部環
境・社会基盤工学科

3 6月1日 富山市内 1
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部富山
事務所

富山県立大学工学部環境・社会基盤工学科就職担当教に建コ
ン協のパンフレットを持参し、建設コンサルタンツ協会員の仕
事・役割等をアピール

13 その他 大学他
県内高校、高等専門学
校、土木系大学

3 4～12月 富山市内
富山県、（一社）建設コ
ンサルタンツ協会北陸
支部他

富山県、（一社）建設コ
ンサルタンツ協会北陸
支部他

R1年度に若手入職者の確保・育成、ならびに土木のイメージ
アップを図るため、建設産業の魅力をアピールするＰＲ用パン
フレット「ＴＳＵＫＵＲＵ」を作成。R1より継続して県内の高校、専
門学校、大学へ配布（R3年度が最終年度）。

14 その他 県内高校の2年生 県内高校 Ｒ3 ５月 富山県内

富山県、（一社）建設コ
ンサルタンツ協会北陸
支部、（一社）富山県建
設業協会、富山県測量
設計業協会

富山県、（一社）建設コ
ンサルタンツ協会北陸
支部、（一社）富山県建
設業協会、富山県測量
設計業協会

若手入職者の確保・育成、ならびに土木のイメージアップを図
るため、建設産業の魅力をアピールするため令和元年に作成
したＰＲパンフレット「みんなでＴＳＵＫＵＲＵ」を県内高校の2年
生を対象に配布。

15 現場見学会
建設系女子大学
生

女子大学生 R3 １０月１日 富山市内 23
富山県（委託：富山県建
設業協会）

富山県建設技術企画課
076‐444‐3316

建設現場での女性技術者の活躍状況や整備された職場環境
などを女子大学生に見学してもらい、建設業界でも女性が活躍
できることを知り、就職先の選択肢の1つとして認識してもらうこ
とにより、建設業への入職・定着につなげる。

16 座談会
建設系女子大学
生

女子大学生 R3 １０月２５日 富山市内 35
富山県（委託：富山県建
設業協会）

富山県建設技術企画課
076‐444‐3316

建設業界で働くイメージや、職場の環境・雰囲気、仕事とプライ
ベートの両立など、普段聴くことが出来ない疑問や不安につい
て、女子大学生が第一線で活躍している女性技術者と直接、
意見交換できる座談会を開催し、不安を払拭するとともに参加
者同士の交流を深めることで、建設業への入職・定着につなげ
る。女子大学生26名,女性技術者９名

17 説明会 大学他 学部３年生，Ｍ１ 3
11月～2月

不定期
射水市 25

富山県立大学工学部環
境・社会基盤工学科

同左
業界研究ワークショップ（自由参加）
建設業界の仕事内容を説明

ゼネコン・コンサル
（全国展開）

18 講演・講習 大学他 学部３年生 3 後期 射水市 55
富山県立大学工学部環
境・社会基盤工学科

同左

企業経営概論（授業）
就職活動で成功を掴む手掛かりにするために，県内外企業の
社員・経営者を招聘し，講義を行う（建設関係は講義15回中9
回（県内関連協会および県内外民間会社)）

県内３協会，ゼネコン，
コンサル

19 説明会 大学他 学部３年生 3 12月 富山市 55
富山県立大学工学部環
境・社会基盤工学科

同左

企業懇談会（自由参加）
県内企業さんにブース（富山国際会議場）を設けてもらい，各
社の活動に関する取り組みについて学生に説明し，自由に質
疑応答ができる場を提供した

45社（富山県建設業協
会19；富山県設計業協
会10；斜面協会富山支
部5；富山県立大学研究
協力会11）

20 座談会 大学他
学部1～３年生（女子学生
対象）

3 10月 射水市 30
富山県建設業協会・富
山県

同左

女性技術者との座談会（学科女子学生対象）
普段は聞くことのできない疑問などについて女子大学生が，第
一線で活躍している女性技術者と直接、意見交換できる座談
会を開催し，疑問等を払拭するとともに参加者どうしの交流を
深めることで，建設業への入職・定着につなげるもの

富山県建設業協会会員

21 現場見学会 大学他 学部１年生 3 前期 射水市 55
富山県立大学工学部環
境・社会基盤工学科

同左

社会基盤工学概論（授業）
１年次向けに土木技術の概要等を座学で学ぶとともに現場見
学（１回）を通じて土木構造物に対する興味と必要性の理解を
図る

国土交通省・全国治水
砂防協会（客員教授）

22 現場見学会
大学
高等専門学校

新潟大学
長岡工業高等専門学校

Ｒ３ ９月２９日 南砺市 54
（一社）日本建設業連合
会北陸支部

（一社）日本建設業連合
会北陸支部

新潟大学、長岡高専の学生を対象にして、規模の大きい建設
工事現場の見学を通じて、建設業の担い手確保に向けた活動
を展開した。（利賀トンネル（河床侵入）工事）

北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所
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【様式１】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

令和３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（活動状況）

23
インターンシッ
プ

大学
大学院

Ｒ３
11月18日
12月23日

東京都目黒
区
千葉県成田
市

2
（一社）日本建設業連合
会北陸支部

（一社）日本建設業連合
会北陸支部

現場説明・現場見学・実習(測量)など
15名(富山県内2名)

24 現場見学会 建設系の高校
富山工業高校
土木工学科１年生

3 射水市 40 富山工業高校 県内の建設現場見学
国土交通省
伏木富山港湾事務所

25 現場見学会 建設系の高校
富山工業高校
土木工学科２年生

3 富山県全域 40 富山工業高校 県内の建設現場見学
（一社）富山県建設業協
会

26 出前講座 建設系の高校
富山工業高校
土木工学科２年生

3
富山工業高
校

40 富山工業高校 土木工学科２年生を対象にした出前講座（２ｈ程度）
国土交通省
伏木富山港湾事務所
富山河川国道事務所

27
インターンシッ
プ

建設系の高校
富山工業高校
土木工学科２年生
建築工学科２年生

3 富山県全域 80 富山工業高校 勤労観・職業観を身につける。

28 講演・講習 建設系の高校
富山工業高校
土木工学科３年生

3 富山工業高校 40 富山工業高校 型枠および鉄筋組立講習（３ｈ程度）
日本型枠工事業協会
鉄筋工事業協同組合

29 その他 建設系の高校 富山工業高校 3 立山砂防 2 富山工業高校 砂防体験楽校 立山砂防事務所

30 講演・講習 建設系の高校 富山工業高校２年生 3
富山工業高
校

40 富山工業高校 白線引き等 富山県安全施設業協会

31 出前講座 建設系の高校 富山工業高校２年生 3 富山工業高校 28 富山工業高校 ドローン、メタシェープの活用
北日本自動車学校ド
ローン教室

32 出前講座 建設系の高校 富山工業高校２年生 3 富山市 40 富山工業高校 林業体験
富山県農林水産部森林
政策課

33 講演・講習 建設関連企業
協会員企業の新入社員等
合同社員研修

R3
4月8日～
4月9日

富山市 109 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

協会会員企業と富山電業協会の25歳未満の新入社員らを対
象に、社会人としてのマナーや心構えを学び、かつ仕事への意
欲向上や同世代間の交流を図る。

（一社）富山電業協会

34
保護者との懇
談会

建設系の高校
桜井高校土木科３年生の
保護者

R3 4月16日 黒部市 20 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の現状や高校OBの技術者、地元の建設企業経営者か
ら仕事の内容について説明し、意見交換を行う。

富山県
地区協会

35 講演・講習 建設関連企業
協会員企業の新入社員等
フォローアップ研修

R3 9月6日 富山市 81 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

社会人としてこれまでの振り返りと自己をチェックし、良好な人
間関係を築くコミュニケーション法、心の筋力を高める方法など
を身につけ、チームの中の自分づくりやモチベーションアップを
目的とする。

（一社）富山電業協会

36 現場見学会 建設系の高校
高岡工芸高校
土木環境科土木コース2
年生

R3 9月17日 富山県全域 28 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

県内の建設現場を見学し、体験実習を行う。
富山河川国道事務所
富山県

37 現場見学会 女子大学生
富山大学
都市デザイン学部1～3年
生

R3 10月1日 富山市 22 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

女性技術者が活躍している現場で、建設業の社会的役割やも
のづくりの魅力を紹介し、建設業への理解を深め入職促進に
繋げる。

富山河川国道事務所
富山市

4



【様式１】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

令和３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（活動状況）

38 現場見学会 建設系の高校
富山工業高校
建築工学科2年生

R3 10月18日 富山県全域 38 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

県内の建設現場を見学し、体験実習を行う。
富山県
富山市
NHK富山放送局

39 現場見学会 建設系の高校
富山工業高校
土木工学科２年生

R3 10月22日 富山県全域 37 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

県内の建設現場を見学し、体験実習を行う。
富山河川国道事務所
富山県

40 出前講座 建設系の高校
高岡工芸高校
土木環境科1年生

R3 10月22日 高岡市 32 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の社会的役割やものづくりの魅力を紹介し、入職促進
に関する情報を発信する。

富山県
地区協会

41 座談会 女子大学生

富山県立大学
工学部環境・社会基盤工
学科
1～3年生

R3 10月25日 射水市 26 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の社会的役割やものづくりの魅力を紹介し、第一線で
働く女性技術者との座談会を通じて、建設業への理解を深め
入職促進に繋げる。

42 現場見学会 建設系の高校
高岡工芸高校
建築科2年生

R3 10月26日 高岡市 37 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

県内の建設現場を見学し、体験実習を行う。
富山県
富山市

43 現場見学会 建設系の高校
桜井高校
土木科2年生

R3 11月4日 富山県全域 32 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

県内の建設現場を見学し、体験実習を行う。
富山河川国道事務所
黒部河川事務所
富山県

44 現場見学会 建設系の高校
南砺福野高校
農業環境科1、3年生

R3 11月8日 南砺市 33 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の社会的役割やものづくりの魅力を紹介し、入職促進
に関する情報を発信する。

富山河川国道事務所
富山県
中日本高速道路(株)

45 意見交換会
大学の建設系学
部関係者

富山大学都市デザイン学
部長他

R3 11月30日 富山市 9 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

地元建設企業に就職する大学生を増やすための方策について
意見交換を実施。

富山大学

46 講演・講習 建設関連企業
協会員企業の新入社員等
スキルアップ研修

R3 2月16日 富山市 62 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設現場の基礎や社会人生活に役立つ考え方などを学ぶこと
で仕事への自信や意識の向上に繋げることを目的とする。

（一社）富山電業協会

47 現場見学会 大学 大卒リクルート向け R3 7月1日 小矢部市 12 北陸地方整備局
北陸地方整備局 企画
部企画課企画第一係

北陸地方整備局への入省を希望する学生を対象に、業務内容
や仕事の魅力等の理解を深めてもらうことを目的に、現場見学
会を開催

48
インターンシッ
プ

大学・高専 石川高専４年生 R3
7月26日～
7月30日

富山県内 2 北陸地方整備局
北陸地方整備局 企画
部企画課企画第一係

国土交通省のさまざまな業務を体験し、社会資本の役割を理
解していただくこと、および現地での体験を通じて、学生の学習
意欲の喚起や資質の向上等を目的とした夏期実習（道路）

49 現場見学会 高校 高卒リクルート向け R3 10月26日 富山市 5 北陸地方整備局
北陸地方整備局 企画
部企画課企画第一係

北陸地方整備局への入省を希望する学生を対象に、業務内容
や仕事の魅力等の理解を深めてもらうことを目的に、現場見学
会を開催

50 現場見学会 大学 富山大学１年生 R3 7月2日 富山市 6 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
調査第二課

富山大学の１年生に道路系建設現場の説明と見学
（入門ゼミナールフィールド実習（道路））

51 説明会 大学 富山大学 R3 9月2日 富山市 5 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
調査第二課

公務員志望の学生を対象に、業務内容や仕事について説明、
質疑応答など進路に関する相談会

52 講演・講習 大学 富山大学３年生 R3 10月26日 富山市 35 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
調査第二課

「軌道と道路」の授業の１コマを使って「最近の道路行政」と題し
て、北陸地方整備局企画部企画課長が講義

5
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【様式１】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨
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連携機関名

令和３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（活動状況）

53 講演・講習 大学 富山大学１年生 R3 11月11日 富山市 35 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
調査第二課

「地盤」の授業の１コマを使って「富山河川国道事務所の事業」
などについて、富山河川国道事務所職員が講義

54 現場見学会 建設系の高校
桜井高校
土木科

R3 11/4 黒部市 32 黒部河川事務所
黒部河川事務所
調査課

土木科１年生を対象に、黒部川河川改修工事（急流河川対策）
の現場見学。

富山県建設業協会

55 その他 小学校
立山町立釜ヶ渕小学校６
年生

R3 6月10日
立山カルデ
ラ砂防博物
館ほか

19 立山砂防事務所
立山砂防事務所 調査
課

毎年６月から１０月に県内の小学校を対象とし、常願寺川の災
害・歴史や立山カルデラの砂防事業について、より理解を深め
てもらう事を目的に、『僕ら「さぼう」探検隊！』と称し、「総合的
な学習」を支援。

56 その他 小学校
富山市立広田小学校４年
生

R3 6月16日
立山カルデ
ラ砂防博物
館ほか

49 立山砂防事務所
立山砂防事務所 調査
課

毎年６月から１０月に県内の小学校を対象とし、常願寺川の災
害・歴史や立山カルデラの砂防事業について、より理解を深め
てもらう事を目的に、『僕ら「さぼう」探検隊！』と称し、「総合的
な学習」を支援。

57 出前講座 小学校
富山市立新庄北小学校５
年生

R3 6月23日
立山砂防事
務所

84
斜面防災対策技術協会
富山支部
立山砂防事務所

斜面防災対策技術協会
富山支部

暴れ川として有名な常願寺川の特徴や土砂災害の種類、砂防
堰堤の役割等々、立山砂防の事業に興味を持ってもらうことを
目的として、出前講座を実施。

58 その他 小学校 富山市立柳町小学６年生 R3 10月14日
立山カルデ
ラ砂防博物
館ほか

32 立山砂防事務所 富山法人会青年部会

毎年６月から１０月に県内の小学校を対象とし、常願寺川の災
害・歴史や立山カルデラの砂防事業について、より理解を深め
てもらう事を目的に、『僕ら「さぼう」探検隊！』と称し、「総合的
な学習」を支援。

59 出前講座 小学校
富山市立新庄北小学校５
年生

R3 10月28日
立山砂防事
務所

84
斜面防災対策技術協会
富山支部
立山砂防事務所

斜面防災対策技術協会
富山支部

暴れ川として有名な常願寺川の特徴や土砂災害の種類、砂防
堰堤の役割等々、立山砂防の事業に興味を持ってもらうことを
目的として、出前講座を実施。

60 その他 小学校
富山市立福沢小学４～６
年生

R3 10月29日
立山カルデ
ラ砂防博物
館ほか

19 立山砂防事務所
立山砂防事務所 調査
課

毎年６月から１０月に県内の小学校を対象とし、常願寺川の災
害・歴史や立山カルデラの砂防事業について、より理解を深め
てもらう事を目的に、『僕ら「さぼう」探検隊！』と称し、「総合的
な学習」を支援。

61 出前講座 建設系の高校
富山県立南砺福野高校
農業環境科

R３ 6月7日 南砺市 9 利賀ダム工事事務所
利賀ダム工事事務所
調査設計課

若手職員から北陸地方整備局並びに利賀ダムの業務内容、
魅力を紹介し、建設界及び国土交通省を将来の進路としてイ
メージしてもらう

北陸地方整備局企画部

62 現場見学会 大学
富山県立大学工学部
環境・社会基盤工学科
１年生

R３ 7月9日 南砺市 23 利賀ダム工事事務所
利賀ダム工事事務所
調査設計課

利賀ダム建設事業の特徴である総合的な建設現場を見てもら
い、社会資本整備事業の重要性とその事業を支える建設業界
に携わるやりがい・魅力を伝える

富山県立大学

63 出前講座 高専
石川工業高等専門学校
環境都市工学科
４・５年生

R３ 7月20日
石川県津幡
町・富山県
砺波市

77 利賀ダム工事事務所
利賀ダム工事事務所
調査設計課

建設界の担い手となる学生を対象に、安全・安心の確保、地域
の発展に必要な社会資本の「整備」と「維持管理」について、一
講座の場（WEB）で、受・発注者が各々の立場、役割など幅広
に紹介し、建設業界に携わるやりがい・魅力を伝える

北陸地方整備局企画部
コンサルタント会社
建設会社
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【様式２】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

1 説明会

R5.3大学・短大・
高専・専修学校等
卒業予定者、３年
以内既卒者、概
ね35歳未満の若
年者対象

2023年3月卒予定の学
生、3年以内既卒者、転職
及びUIJターン就職希望の
若者

4 4/28 富山市
富山県人材活躍推進セ
ンター（富山労働局委
託事業者）

ヤングジョブとやま
℡076-445-1996

「富山合同企業説明会」
2023年3月卒予定の大学生等、３年以内既卒者、転職及びUIJ
ターン就職希望の若者を対象とした合同企業説明会
78社（うち建設業12社）参加

ヤングジョブとやま
富山県

2
インターンシッ
プ

大学等
2024年3月卒予定の大学
生等

4 6/11、12 富山市
富山県人材活躍推進セ
ンター（富山労働局委
託事業者）

ヤングジョブとやま
℡076-445-1996

「WEBインターンシップ説明会」
2024年3月卒予定の大学生等を対象としたインターンシップ説
明会
69社（うち建設業20社）参加

ヤングジョブとやま
富山県

3 講演・講習 一般 事業主 4 9/16 高岡市
富山労働局
（ハローワーク高岡）

ハローワーク高岡
℡0766-21-1515

富山県建設業協会高岡支部において、事業主に対し、「応募し
たくなる求人票って？」冊子を使用し、求職者に対して具体的
なイメージを持ってもらえるよう、求人票を作成するポイントに
ついて講座で説明

4 説明会

R5.3大学・短大・
高専・専修学校等
卒業予定者、３年
以内既卒者、概
ね35歳未満の若
年者対象

2023年3月卒予定の学
生、3年以内既卒者、転職
及びUIJターン就職希望の
若者

4 9/22 富山市
富山県人材活躍推進セ
ンター（富山労働局委
託事業者）

ヤングジョブとやま
℡076-445-1996

「富山で就職　秋の合同企業説明会」
2023年3月卒予定の大学生等、３年以内既卒者、転職及びUIJ
ターン就職希望の若者を対象とした合同企業説明会
39社（うち建設業４社）参加

ヤングジョブとやま
富山県

5 出前講座 高校生
富山県立高岡工芸高校
土木環境課２年生

4
４月２３日
５月２１日
６月１８日

高岡市 30
（一社）富山県測量設計
業協会

高岡工芸高校
土木環境科

出前講座
測量設計コンサルタント業の仕事内容講義と最新測量機器の
使用体験

6 出前講座 高校生
富山県立桜井高等学校
土木課３年生

4 6月4日 黒部市 40
（一社）富山県測量設計
業協会

富山県立桜井高等学校
土木課

出前講座
測量設計コンサルタント業の仕事内容講義と最新測量機器の
使用体験

7 出前講座 高校生 富山県立中央農業高校 4 6月3日 富山市 10
（一社）富山県測量設計
業協会

中央農業高校
出前講座
測量設計コンサルタント業の仕事内容講義と最新測量機器の
使用体験

8 出前講座 高校生 私立高岡第一高校３年生 4 7月4日 高岡市 10
（一社）富山県測量設計
業協会

私立高岡第一高校
出前講座
測量設計コンサルタント業の仕事内容講義と最新測量機器の
使用体験

9 出前講座 高校生 私立高岡向陵高校３年生 4 10月29日 高岡市 10
（一社）富山県測量設計
業協会

私立高岡向陵高校
出前講座
測量設計コンサルタント業の仕事内容講義と最新測量機器の
使用体験

10 出前講座 高校生 私立新川高校１・２年生 4 10月21日 魚津市 16
（一社）富山県測量設計
業協会

私立新川高校
出前講座
測量設計コンサルタント業の仕事内容講義と最新測量機器の
使用体験

令和４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（活動状況）
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【様式２】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

令和４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（活動状況）

11 出前講座 小学生
富山市神保小学校５．６年
生

4 中止 富山市 60
（一社）富山県測量設計
業協会

富山市神保小学校

北陸地方測量部による「地図教室」（座学）
富山県測量設計業協会による測量実験体験：①水準測量、②
ﾄｰﾀﾙｽﾃｰ
ｼｮﾝ、③簡易計測機による高さの計測、④歩測
⑤GPSで身長を図る、⑥ドローン飛行実演

12 出前講座 大学
富山大学

4 ７月２１日 富山市 30
（一社）富山県測量設計
業協会

富山大学地球システム
科
学科

富山大学地球システム科学科に、測量設計、建設コンサルタン
トとしての
仕事・役割等を出前講座で説明

13 その他 大学
富山県学校農業クラブ連
盟全国大会

4 8月10日 砺波市 40
（一社）富山県測量設計
業協会

南砺福野高校
平板測量競技をとおして測量に関する知識や技術を競い専門
的な能力を高める

14 その他 大学
富山県学校農業クラブ連
盟全国大会

4 10月26日 砺波市 200
（一社）富山県測量設計
業協会

南砺福野高校
平板測量競技をとおして測量に関する知識や技術を競い専門
的な能力を高める

15 出前講座 高校生 県立富山大学 4 10月27日 射水市 20
（一社）富山県測量設計
業協会

富山県立大学
富山県立大学工学部環境・社会基盤工学科に、測量設計、建
設コンサル
タントとしての仕事・役割等を出前講座で説明

16 説明会 大学
富山大学都市デザイン学
部都市・交通デザイン学
科

4 4月13日 富山市内 1
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部富山
事務所

富山大学都市デザイン学部 都市･交通デザイン学科担当教授
に建コン協のパンフレット（電子データ）をメールし、建設コンサ
ルタンツ協会員の仕事・役割等をアピール

17 現場見学会 大学
富山大学都市デザイン学
部都市・交通デザイン学
科

4 7月7日 射水市内他 9
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部富山
事務所

富山大学都市デザイン学部 都市･交通デザイン学科の学生に
対し、フィールドワークと称した課外授業を開催。建コン協の仕
事・役割を説明し、質疑応答、新湊大橋への現場見学会を実
施

18 説明会 大学
富山県立大学工学部環
境・社会基盤工学科

4 5月17日 富山市内 1
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会北陸支部富山
事務所

富山県立大学工学部環境・社会基盤工学科就職担当教に建コ
ン協のパンフレットを持参し、建設コンサルタンツ協会員の仕
事・役割等をアピール

19 その他 大学他
県内高校、高等専門学
校、土木系大学

3 4～12月 富山市内
富山県、（一社）建設コ
ンサルタンツ協会北陸
支部他

富山県、（一社）建設コ
ンサルタンツ協会北陸
支部他

R1年度に富山県、建設業協会、富山県測量設計業協会と共同
で建設産業の魅力を県内の高校、専門学校、大学アピールす
るＰＲ用パンフレット「ＴＳＵＫＵＲＵ」を作成・配布。R4年度は更
新版の作成について富山県他と協議予定

20 その他 県内高校の2年生 県内高校 Ｒ４ ５月 富山県内

富山県、（一社）建設コ
ンサルタンツ協会北陸
支部、（一社）富山県建
設業協会、富山県測量
設計業協会

富山県、（一社）建設コ
ンサルタンツ協会北陸
支部、（一社）富山県建
設業協会、富山県測量
設計業協会

若手入職者の確保・育成、ならびに土木のイメージアップを図
るため、建設産業の魅力をアピールするため令和元年に作成
したＰＲパンフレット「みんなでＴＳＵＫＵＲＵ」を県内高校の2年
生を対象に配布。

21 現場見学会 親子
小学生・中学生・高校生及
びその保護者

Ｒ４ 8月19日
高岡市
射水市

18 富山県土木部
建設技術企画課
076‐444‐3313

県政バス教室
親子で県政体験ツアー！
新湊大橋、海王丸パーク、高岡環状線工事現場等を見学

広報課
港湾課
高岡土木センター
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【様式２】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

令和４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（活動状況）

22
インターンシッ
プ

大学
インターンシップ申込み大
学

Ｒ４

8月22日～
9月9日

※上記期間
中

５日間

富山県全域 24 富山県土木部
管理課
076-444-3307

就業体験
　○土木行政全般の仕組みについての実習
　　　・事務補助、現場監督補助、工事設計積算補助、図面作
成など
　　　　（道路事業・河川事業・砂防事業・海岸事業など）
　○若手技術職員との意見交換

新川土木センター３名
入善土木事務所２名
富山土木センター６名
立山土木事務所１名
高岡土木センター７名
氷見土木事務所２名
砺波土木センター３名

23
現場見学及び
座談会

建設系女子大学
生

女子大学生 Ｒ４ 9月29日 富山市内 30
富山県（委託：富山県建
設業協会）

富山県建設技術企画課
076‐444‐3316

建設業界で働くイメージや、職場の環境・雰囲気、仕事とプライ
ベートの両立など、普段聴くことが出来ない疑問や不安につい
て、女子大学生が第一線で活躍している女性技術者と直接、
意見交換できる座談会を開催し、不安を払拭するとともに参加
者同士の交流を深めることで、建設業への入職・定着につなげ
る。学生21名、技術者9名

24 現場見学会
建設系女子大学
生

女子大学生 Ｒ４
10月24日
（予定）

富山市内 25
富山県（委託：富山県建
設業協会）

富山県建設技術企画課
076‐444‐3316

建設現場での女性技術者の活躍状況や整備された職場環境
などを女子大学生に見学してもらい、建設業界でも女性が活躍
できることを知り、就職先の選択肢の1つとして認識してもらうこ
とにより、建設業への入職・定着につなげる。

25 その他 高校生
県内高校・高等専門学校
生

Ｒ４

募集R5.1.20
まで

展示R5.2.9
～2.11

富山県
富山県建設技術企画課
076‐444‐3316

若年層の担い手確保に向けて、高校生等が建設業に興味を
持ってもらうため、高校生等が撮影した建設業に関する写真
（インフラフォト）を募集し、花とともに駅で展示する。

26 説明会 大学 学部３年生，Ｍ１ 3
11月～2月
不定期（実

施中）
射水市 25

富山県立大学工学部環
境・社会基盤工学科

同左
業界研究ワークショップ（自由参加）
建設業界の仕事内容を説明

ゼネコン・コンサル
（全国展開）

27 講演・講習 大学 学部３年生 3
後期（実施

中）
射水市 55

富山県立大学工学部環
境・社会基盤工学科

同左

企業経営概論（授業）
就職活動で成功を掴む手掛かりにするために，県内外企業の
社員・経営者を招聘し，講義を行う（建設関係は講義15回中9
回（県内関連協会および県内外民間会社)）

県内３協会，ゼネコン，
コンサル

28 説明会 大学 学部３年生 3
12月（実施

予定）
富山市 55

富山県立大学工学部環
境・社会基盤工学科

同左

企業懇談会（自由参加）
県内企業さんにブース（富山国際会議場）を設けてもらい，各
社の活動に関する取り組みについて学生に説明し，自由に質
疑応答ができる場を提供する

45社（富山県建設業協
会19；富山県設計業協
会10；斜面協会富山支
部5；富山県立大学研究
協力会11）

29 現場見学会 大学
学部1～３年生（女子学生
対象）

3
10月（実施

予定）
富山市 41

富山県建設業協会・富
山県

同左

女子学生による建設現場見学会（学科女子学生対象）
県内建設企業における女性技術者の活躍や待遇等の現状を
伝え，進路選択の参考としてもらうことにより，県内建設企業へ
の女性の入職や定着を促進することを目的に実施する

富山県建設業協会会員

30 現場見学会 大学 学部１年生 3 前期 射水市 55
富山県立大学工学部環
境・社会基盤工学科

同左

社会基盤工学概論（授業）
１年次向けに土木技術の概要等を座学で学ぶとともに現場見
学（１回）を通じて土木構造物に対する興味と必要性の理解を
図る

国土交通省・全国治水
砂防協会（客員教授）

31 現場見学会 大学 金沢大学 Ｒ４ ７月１５日 南砺市 31
（一社）日本建設業連合
会北陸支部

（一社）日本建設業連合
会北陸支部

金沢大学の学生を対象にして、規模の大きい建設工事現場の
見学を通じて、建設業の担い手確保に向けた活動を展開した。
（東海北陸自動車道真木トンネル工事）

32
インターンシッ
プ

大学院
大学
高専

Ｒ４
7月～12月

頃まで

富山県
東京都
愛知県

50
（一社）日本建設業連合
会北陸支部

（一社）日本建設業連合
会北陸支部

①施工管理業務②建築設計業務③土木技術業務④環境技術
業務⑤機電業務⑥事業概要説明など
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【様式２】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

令和４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（活動状況）

33 現場見学会 建設系の高校
富山工業高校
土木工学科１年生

4 7/5 射水市 40 富山工業高校 県内の建設現場見学
国土交通省
伏木富山港湾事務所

34 現場見学会 建設系の高校
富山工業高校
土木工学科２年生

4 9月9日 富山県全域 40 富山工業高校 県内の建設現場見学
（一社）富山県建設業協
会

35 出前講座 建設系の高校
富山工業高校
土木工学科２年生

4 12月上旬
富山工業高
校

40 富山工業高校 土木工学科２年生を対象にした出前講座（２ｈ程度）
国土交通省
伏木富山港湾事務所
富山河川国道事務所

36
インターンシッ
プ

建設系の高校
富山工業高校
土木工学科２年生
建築工学科２年生

4 7/5～7／7 富山県全域 80 富山工業高校 勤労観・職業観を身につける。

37 講演・講習 建設系の高校
富山工業高校
土木工学科３年生

4 7月4日
富山工業高
校

40 富山工業高校 型枠および鉄筋組立講習（３ｈ程度）
日本型枠工事業協会
鉄筋工事業協同組合

38 その他 建設系の高校 富山工業高校 4 8/2～8/4 立山砂防 2 富山工業高校 砂防体験楽校 立山砂防事務所

39 講演・講習 建設系の高校 富山工業高校２年生 4 5月27日
富山工業高
校

40 富山工業高校 白線引き等 富山県安全施設業協会

40 出前講座 建設系の高校 富山工業高校２年生 4 9/20・11/8
富山工業高
校

28 富山工業高校 ドローン、メタシェープの活用
北日本自動車学校ド
ローン教室

41 出前講座 建設系の高校 富山工業高校２年生 4 7月11日 富山市 40 富山工業高校 林業体験
富山県農林水産部森林
政策課

42 講演・講習 建設系の高校 富山工業高校２年生 4
2月中旬予

定
富山工業高
校

40 富山工業高校 地下水の利用と環境？
株式会社日東
(鑿井協会？）

43 講演・講習 建設関連企業
協会員企業の新入社員等
合同社員研修

R4
4月７日～
4月８日

富山市 118 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

協会会員企業と富山電業協会の25歳未満の新入社員らを対
象に、社会人としてのマナーや心構えを学び、かつ仕事への意
欲向上や同世代間の交流を図る。

（一社）富山電業協会

44
保護者との懇
談会

建設系の高校
桜井高校土木科３年生の
保護者

R4 4月15日 黒部市 16 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の現状や高校OBの技術者、地元の建設企業経営者か
ら仕事の内容について説明し、意見交換を行う。

富山県
地区協会

45 講演・講習 建設関連企業
協会員企業の新入社員等
フォローアップ研修

R4 8月5日 富山市 82 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

社会人としてこれまでの振り返りと自己をチェックし、良好な人
間関係を築くコミュニケーション法、心の筋力を高める方法など
を身につけ、チームの中の自分づくりやモチベーションアップを
目的とする。

（一社）富山電業協会

46
インターンシッ
プ

大学生 高岡法科大学３年生 R4
8月22日～
8月26日

高岡市 1 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

複数の建設企業で建設業の仕事や各社社員との交流や現場
での実習を通じて地域建設業について理解を深める。

塩谷建設(株)
タカノ建設(株)
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【様式２】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

令和４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（活動状況）

47 現場見学会 建設系の高校
南砺福野高校
農業環境科1、3年生

R4 8月31日
高岡市
小矢部市

28 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の社会的役割やものづくりの魅力を紹介し、入職促進
に関する情報を発信する。

富山河川国道事務所
富山県

48 現場見学会 建設系の高校
富山工業高校
土木工学科２年生

R4 9月9日 富山市 37 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の社会的役割やものづくりの魅力を紹介し、入職促進
に関する情報を発信する。

富山河川国道事務所
富山県

49 現場見学会 建設系の高校
高岡工芸高校土木環境科
2年生

R4 9月16日 高岡市 37 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

県内の建設現場を見学し、体験実習を行う。 利賀ダム工事事務所

50
インターンシッ
プ

大学生 富山国際大学３年生 R4
9月26日～
9月30日

魚津市 2 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

複数の建設企業で建設業の仕事や各社社員との交流や現場
での実習を通じて地域建設業について理解を深める。

朝野工業(株)
(株)関口組

51 現場見学会 建設系の高校
高岡工芸高校建築科2年
生

R4 9月27日 富山市 40 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

県内の建設現場を見学し、体験実習を行う。
富山県
富山市

52
現場見学及び
座談会

女子大学生
富山大学都市デザイン学
部

R4 9月29日 富山市 21 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の社会的役割やものづくりの魅力を紹介し、第一線で
働く女性技術者との座談会を通じて、建設業への理解を深め
入職促進に繋げる。

富山河川国道事務所

53
保護者との懇
談会

建設系の高校
南砺福野高校農業環境科
２年生の保護者

R4 10月8日 南砺市 18 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の現状や高校OBの技術者、地元の建設企業経営者か
ら仕事の内容について説明し、意見交換を行う。

富山県
地区協会

54
現場見学及び
座談会

女子大学生 富山県立大学 R4 10月24日 富山市 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の社会的役割やものづくりの魅力を紹介し、第一線で
働く女性技術者との座談会を通じて、建設業への理解を深め
入職促進に繋げる。

55 現場見学会 建設系の高校 桜井高校土木科２年生 R4 11月10日 富山市 23 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の社会的役割やものづくりの魅力を紹介し、入職促進
に関する情報を発信する。

黒部河川事務所
富山県

56 現場見学会 建設系の高校
富山工業高校建築工学科
２年生

R4 11月16日
富山市
黒部市

40 （一社）富山県建設業協会
富山県建設業協会　事
務局

建設業の社会的役割やものづくりの魅力を紹介し、入職促進
に関する情報を発信する。

富山市
黒部市

57
インターンシッ
プ

大学・高専
富山大学３年生
神戸大学３年生

R4
9月26日～
9月30日

富山県内 2 北陸地方整備局
北陸地方整備局 企画
部企画課企画第一係

国土交通省のさまざまな業務を体験し、社会資本の役割を理
解していただくこと、および現地での体験を通じて、学生の学習
意欲の喚起や資質の向上等を目的とした夏期実習（道路）

58 現場見学会 高校 高卒リクルート向け R4 10月27日 高岡市 10 北陸地方整備局
北陸地方整備局 企画
部企画課企画第一係

北陸地方整備局への入省を希望する学生を対象に、業務内容
や仕事の魅力等の理解を深めてもらうことを目的に、現場見学
会を開催

59
インターンシッ
プ

大学
新潟大学４年生
金沢工業大学３年生

R4
9月22日～

9月2日
富山県内 2 北陸地方整備局

北陸地方整備局 企画
部企画課企画第一係

国土交通省のさまざまな業務を体験し、社会資本の役割を理
解していただくこと、および現地での体験を通じて、学生の学習
意欲の喚起や資質の向上等を目的とした夏期実習（河川）

60 現場見学会 大学 富山大学１年生 R4 7月7日 富山市 6 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
調査第二課

富山大学の１年生に道路系建設現場の説明と見学
（入門ゼミナールフィールド実習（道路））
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【様式２】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

令和４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（活動状況）

61 講演・講習 大学 富山大学３年生 R4 8月5日 富山市 35 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
調査第二課

「軌道と道路」の授業の１コマを使って「最近の道路行政」と題し
て、北陸地方整備局企画部企画課長が講義

62 説明会 大学 富山大学３年生 R4 10月26日 富山市 4 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
調査第二課

公務員志望の学生を対象に、業務内容や仕事について説明、
質疑応答など進路に関する相談会

63 現場見学会 建設系の高校
高岡工芸高等学校
電気課２年生

R4 10月28日

高岡工芸高
等学校
氷見市

40 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
防災課

高校にてトンネル照明等について学習の後、国道４７０号の神
代トンネルにおいて、照明設備更新の工事現場を見学。

64 現場見学会 小学校
小矢部市立東部小学校、
大谷小学校　各５，６年生

R4 11月21日 小矢部市 150 冨山河川国道事務所
冨山河川国道事務所
道路管理第二課

橋梁上部工事の建設現場を見学し、床版上でのお絵かきなど
の体験学習を行う

65 講演・講習 大学 富山大学１年生 R4 11月24日 富山市 30 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
調査第二課

「地盤」の授業の１コマを使って「富山河川国道事務所の事業」
などについて、富山河川国道事務所職員が講義

66 現場見学会 大学 富山大学１年生 R4 7月7日 富山市 8 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
調査第一課

常願寺川を案内しながら、河川の特徴や河川事業について説
明
（富山大学フィールド実習（河川））

67 講演・講習 大学
富山県立大学　環境・社
会基盤工学科の1年生

R4 7月8日 射水市 57 富山河川国道事務所
富山河川国道事務所
調査第一課

富山県立大学射水キャンパスにて、環境・社会基盤工学科1年
生を対象に富山における社会資本整備について講義（90分）

68 現場見学会 建設系の高校 桜井高校土木科 R4 11/10 黒部市 23 黒部河川事務所
黒部河川事務所
調査課

桜井高校土木科の生徒を対象に、黒部河川事務所管内にお
ける工事の現場見学。

富山県建設業協会

69 その他 小学校
立山町立釜ヶ渕小学校６
年生

R4 6月9日
立山カルデ
ラ砂防博物
館ほか

16 立山砂防事務所
立山砂防事務所 調査
課

毎年６月から１０月に県内の小学校を対象とし、常願寺川の災
害・歴史や立山カルデラの砂防事業について、より理解を深め
てもらう事を目的に、『僕ら「さぼう」探検隊！』と称し、「総合的
な学習」を支援。

70 出前講座 小学校
立山町立北部小学校６年
生

R4 7月21日
立山砂防事
務所

22
斜面防災対策技術協会
富山支部
立山砂防事務所

斜面防災対策技術協会
富山支部

暴れ川として有名な常願寺川の特徴や土砂災害の種類、砂防
堰堤の役割等々、立山砂防の事業に興味を持ってもらうことを
目的として、出前講座を実施。

71 体験学習 高校
富山県立桜井高校３年生
富山県立工業高校１年生

R4
8月2日～
8月4日

立山砂防事
務所管内

3
立山砂防事務所
富山・水・文化の財団

富山・水・文化の財団

立山カルデラでの大自然と、富山平野を土砂災害から守る砂
防事業について、実際に砂防工事を体験し、現場で働く人達の
苦労や気概に触れ、立山の砂防事業についての認識を深めて
いただく。

富山テレビ放送

72 体験学習 大学、大学院

信州大学3年生
日本大学4年生
筑波大学3年生
信州大学大学院1年生

R4
8月22日～8

月26日

立山砂防事
務所管内
黒部河川事
務所管内

4
立山砂防事務所
黒部河川事務所

立山砂防事務所
黒部河川事務所

①歴史ある砂防の地「立山カルデラ」を実際に見て、体験し、理
解を深めよう。
②秘境「黒部峡谷」における砂防事業について考える。

73 その他 小学校
富山市立岩瀬小学校６年
生

R4 9月30日
立山カルデ
ラ砂防博物
館ほか

32 立山砂防事務所 富山法人会青年部会

毎年６月から１０月に県内の小学生を対象とし、常願寺川の災
害・歴史や立山カルデラの砂防事業について、より理解を深め
てもらう事を目的に、『僕ら｢さぼう｣探検隊！』と称し「総合的な
学習」を支援。

富山法人会租税教育バ
ス「小学生による立山カ
ルデラ砂防学習会」
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【様式２】

① ② ②－２ ④ ⑤ ⑤－２ ⑥ ⑦ ⑦－２ ⑧ ⑨

NO 取組分類 対象の分類 対象者の名称 年度 日付
実施場所
（市町）

予定
人数

実施機関名
窓口・問い合わせ先
（団体・担当部署）

実施概要
（※特徴を具体的に記入）

連携機関名

令和４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（活動状況）

74 出前講座 小学校
立山町立北部小学校６年
生

R4 10月27日
立山砂防事
務所

22
斜面防災対策技術協会
富山支部
立山砂防事務所

斜面防災対策技術協会
富山支部

暴れ川として有名な常願寺川の特徴や土砂災害の種類、砂防
堰堤の役割等々、立山砂防の事業に興味を持ってもらうことを
目的として、出前講座を実施。

75 現場見学会 大学
金沢工業大学
工学部 環境土木工学科
１年生

Ｒ４ 6月10日 南砺市 113 利賀ダム工事事務所
利賀ダム工事事務所
調査設計課

利賀ダム建設事業の特徴である総合的な建設現場を見てもら
い、社会資本整備事業の重要性とその事業を支える建設業界
に携わるやりがい・魅力を伝える

76 出前講座 高専
石川工業高等専門学校
環境都市工学科
４年生

Ｒ４ 7月11日
石川県津幡
町・富山県
砺波市

41 利賀ダム工事事務所
利賀ダム工事事務所
調査設計課

建設界の担い手となる学生を対象に、安全・安心の確保、地域
の発展に必要な社会資本の「整備」と「維持管理」について、一
講座の場（WEB）で、受・発注者が各々の立場、役割など幅広
に紹介し、建設業界に携わるやりがい・魅力を伝える

コンサルタント会社
建設会社

77 現場見学会 大学

富山県立大学
工学部 環境・社会基盤工
学科
１年生

Ｒ４ 7月15日 南砺市 43 利賀ダム工事事務所
利賀ダム工事事務所
調査設計課

利賀ダム建設事業の特徴である総合的な建設現場を見てもら
い、社会資本整備事業の重要性とその事業を支える建設業界
に携わるやりがい・魅力を伝える

78 現場見学会 建設系の高校 富山県立高岡工芸高校 Ｒ４ 9月16日 南砺市 29 利賀ダム工事事務所
利賀ダム工事事務所
調査設計課

利賀ダム建設事業の特徴である総合的な建設現場を見てもら
い、社会資本整備事業の重要性とその事業を支える建設業界
に携わるやりがい・魅力を伝える

(一社)富山建設業協会

79 現場見学会 高専
石川工業高等専門学校
環境都市工学科
４年生

Ｒ４ 11月7日 南砺市 11 利賀ダム工事事務所
利賀ダム工事事務所
調査設計課

利賀ダムで取り組んでいるDX・CIMを紹介したうえ、ダム建設
事業の特徴である総合的な建設現場を見てもらい、社会資本
整備事業の重要性とその事業を支える建設業界に携わるやり
がい・魅力を伝える
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【担い手確保】 2021市民現場見学会（リモート） （一社）日本建設業連合会北陸支部

・発注機関（北陸地方整備局、利賀ダム工事事務所）と連携し、建設事業に対する理解の促進や社会資本整備の必要性について
の理解を得るため、令和３年９月２９日（水）に新潟大学、長岡工業高等専門学校の学生を対象に開催。新型コロナウイルス感
染症拡大の状況下であり、施工状況映像等を使ったリモート形式の現場見学会とした。
・現場の施工状況と建設業界を身近に感じてもらうため、入社２年目、４年目の若手技術者とを図る機会を提供した。

開催概要
2021年9月29日（水）14：00～16：00
〈現場場所〉

利賀トンネル（河床進入）工事
〈参加者〉58名（学生54名、先生4名）
〈使用ソフト〉ZoomRooms

作業所からの説明風景

長岡高専側の視聴風景

現場施工状況等の説明
・利賀ダム事業概要
・トンネルの施工方法・掘削工法（NATM工法）
・トンネル掘削～覆工
・発破状況ビデオ
・若手職員の１日の業務、休日の過ごし方、志望動機等

今後に向けて
・学生からは、実際に現場を見たい、多くの現場を見たい、
との要望が強いところ。
・アンケート結果では、建設業界を志望している学生もお
り、年齢が近い若手職員との交流は興味が持たれていると
ころ。
・ウイズコロナを見据えながら、リモート形式を含め、継
続的に現場見学会を開催し、次世代の担い手確保に努めて
いきたい。

新潟大学の視聴風景

若手技術者との交流風景

14



女子大学生と女性技術者との現場見学及び座談会 （一社）富山県建設業協会

・建設業界で働くイメージや職場の環境・雰囲気、仕事とプライベートの両立など、普段は聞くことのできない

疑問などに ついて、第一線で活躍する女性技術者と交流を深めることで、建設業への入職・定着につなげる。

•本事業は「もっと女性が活躍できる建設業支援事業」の一環として富山県から受託し実施。

■現場見学及び座談会

〈日 程〉令和４年９月２９日（木）

AM：大沢野富山南道路岩木地区道路改良工事建設現場見学

施行主体：国交省北陸地方整備局富山国道河川事務所

施工業者：水新建設（株）

PM：富山大学五福キャンパス 講義室

県内建設企業の女性技術者（9名）との座談会

〈参加者〉富山大学都市デザイン学部の1～２年（２１名）

参加者の感想等

・現場では男女協力し、適材適所でやっていると聞いて、女性も

主導的に行動できることが分かり、これまでのイメージと違い

参考となった。

・インターンシップや企業をよく調べることが大切だと思った。

・働きながらの資格取得方法について知ることができ、やりがい

も聞けて、達成感を感じる建設の仕事がしてみたいと思った。

・コミュニケーション能力が大切ということがよく分かった。
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令和４年度 高校生の建設現場見学会（土木系学科）              （一社）富山県建設業協会 

 

期 日  令和４年８月31日(水) 

参加者  南砺福野高等学校 

      農業環境科１年生24名、３年生４名、引率教諭２名 

見学先  Ｒ３・４茅蜩橋上部その４工事 ほか 

 

  
 

期 日  令和４年９月９日(金) 

参加者  富山工業高等学校 土木工学科２年生 37名、引率教諭２名 

見学先  一般国道 41号富山高山連絡道路 

      大沢野富山南道路事業（岩木新地区道路改良その３他工事） 

     一般国道 41号富山高山連絡道路 

      猪谷楡原道路事業（Ｒ３・４片掛橋下部その 5工事）ほか 

 

  
 

期 日  令和４年９月 16日(金) 

参加者  高岡工芸高等学校 土木環境科２年生 28名、引率教諭２名 

見学先  利賀トンネル（河床進入）工事、 

     令和３年度利賀川護岸整備その２工事 

 

  
 

今年度の予定 

令和４年 11月 10日(木) 桜井高等学校土木科現場見学会実施予定（見学先 神子沢副離岸堤(No127)ブロック製作工事ほか） 

※建築系学科生徒を対象とした現場見学会も実施（高岡工芸高校 9月 27日、富山工業高校 11月 16日予定） 
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（一社）建設コンサルタンツ協会
参考資料①

令和3年7月2日（金）、富山大学都市デザイン学部都市・交通デザイン学科の学生（1年生 6名）を対象に、「都市と交通を支える建設技
術の基礎知識 フィールド実習」に協力し、現場見学会＆意見交換会を開催しました。

フィールド実習とは、富山県内の様々な土木の現場を訪問し、土木技術を学ぶ一環として同大学が企画した教育プログラムであり、当
協会として社会インフラ整備の一役を担う建設コンサルタント業の仕事紹介をさせていただきました。

7月30日には、参加した学生が富山の中心市街地である「グランドプラザ」において、一般市民が見守る中、報告会が開催されました。

◆講義＆意見交換会の内容

〔第１部：建設コンサルタントの役割〕
・建設コンサルタントは何をする会社か？
・建設コンサルタントのミッション
・建設コンサルタントのビジネスモデル

〔第２部：新湊大橋の概要〕
・橋の概要と構造的な特徴
・大規模地震や振動に対する対策 など

◆現場見学会の目的

・事前に受けた講義の内容を現場で再確認

・図面等では感じ取れないスケールを体感

・直に目で見て初めて気づく疑問の発見

報告会の状況（グランドプラザにて）

◆実習を終えての感想

・建設コンサルタントに対する知識を深めることができた

・地域を代表する長大橋の話を通して、土木構造物に対す
る興味を抱いてもらうことができた

・フィールド実習で学んだことを今後の活躍に活かしても
らいたい

現場見学会（新湊大橋）

学生による報告会（令和3年7月30日）

富山大学
「都市と交通を支える建設技術の基礎知識 フィールド実習」で新湊大橋を紹介！

建設コンサルタントの役割や新湊大橋の概要についての講義＆意見交換会

現場見学会の状況

講義＆意見交換会の状況

前半の講義より現場見学会の場の方が活
発な意見交換が行われた
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Bit通信Vol.1 業界最先端！ドローン測量！ 

今、ドローンで測量する時代！ 

皆さんは測量というお仕事についてご存知でしょうか？ 

測量とは、専門の技術や器械を使って土地の「形」や「高さ」を正確に測ることを言い、土木や建築の分

野では欠かせないお仕事です。 

そんな重要なお仕事を担う測量業界は、今ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みが大

きく加速しています！ 

技術の進歩を受け、現在はドローン（ＵＡＶ）や３Ｄスキャナー、人工衛星等を利用した測量も行われて

います。 

今回はその中から「ドローンを使った測量」についてご紹介します！ 

■測量用のドローン

測量で使うドローンには、「写真

測量」で使用するカメラや、「レ

ーザー測量」で使用するレーザ

ーを搭載したもの等、様々な種

類があります！ 

■ドローンの操作方法

操縦や飛行ルートはスマホアプリで設定する事ができ、プログラミングで自動操縦も可能です！ 

■測量で描く「未来の街」

計測したデータは、編集により３Ｄ空間を作り出すことで自由にデザインができ、イベントやスポーツ

施設等、未来の街づくりにも活用されています！ 

富山情報ビジネス専門学校では、

「空間情報専攻」が開設！ 

測量はハカル、エガク、ツナゲル

情報処理の世界です！是非オー

プンキャンパスでご体験くださ

い！ 

お申込みは 

こちら→ 

（一社）富山県測量設計業協会
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第７３回日本学校農業クラブ全国大会 平板測量競技会の実施について 

 

※ （一社）富山県測量設計業協会の会員企業から、審査員４０名を派遣 

※  審査長は、当協会の市森友明 会長 

 

１ 期  日  令和４年 10月 26日（水）【全国大会】 

２ 会  場  砺波総合運動公園多目的競技場・富山県西部体育センター 

        （１）受  付：砺波総合運動公園多目的競技場前 エントランス広場  

        （２）外業会場(第 1次、第 2次作業)：砺波総合運動公園多目的競技場 

        （３）内業会場(第 3次作業)：富山県西部体育センター 

３ 目  的  平板測量競技会は教科の学習や学校農業クラブ活動を通して得た測量技術 

の成果を発表し、その実力を競い合い、職業的能力を高めることを目的とする。 

４ 参 加 校  全国４７都道府県から、代表校４９校が参加（北海道のみ３校）   

５ 大会内容  外業会場に１３面のコースを設営し、当日４回審査を行う。 

 

 １回次 ２回次 ３回次 ４回次 
宿 舎 → 会 場  8:10～ 8:40  9:50～10:10 11:20～11:40 12:50～13:10 
受 付  8:40～ 9:00 10:10～10:30 11:40～12:00 13:10～13:30 
第 １ 次 作 業 10:00～10:30 11:30～12:00 13:00～13:30 14:30～15:00 
第 ２ 次 作 業 10:40～10:55 12:10～12:25 13:40～13:55 15:10～15:25 
第 ３ 次 作 業 11:20～11:32 12:50～13:02 14:20～14:32 15:50～16:02 
会 場 → 宿 舎 12:30～13:00 14:00～14:20 15:00～15:20 16:30～16:50 

 

６ リハーサル大会時の写真は、以下の通りです。 

 令和４年８月 10日（水）【リハーサル大会】 

 

＜外業審査状況＞       ＜内業審査状況＞     ＜審査（評点）状況＞ 
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富山河川国道事務所（道路） 夏期実習（インターンシップ）

夏期実習は、教育機関の学生を北陸地方整備局において就業体験を行わせることにより、学生の学習意欲を喚起し、高い職業意
識を育成するとともに、国土交通行政に対する理解を深め、特に公務又は道路などのインフラ整備や、この維持管理に関係する
職業を志望する人材の育成への一助とすることを目的としている。

開催概要
令和３年7月２６日（月）～３０日（金）１週間
〈実習場所〉

国道４１号猪谷楡原道路猪谷橋建設現場
国道８号 道路パトロール 等

〈参加者〉２名（石川高専４年生）

国道４１号猪谷楡原道路猪谷橋建設現場

国道８号道路パトロール

実習生の感想
学校で学ぶことができない施工方法や実務ならではの内

容を1週間で沢山学ぶことができた。
工事現場を見る機会がこれまでなかったので、今まで写

真でしか見たことのなかったものを実際に見ることがで
き面白かった。
アーチ橋の頂上に登ることが出来、改めて規模の大きさ

に感動しました。とても貴重な経験でした。

今後に向けて
実習の課題テーマとして「ＳＮＳを活用した道路の広報

について」を検討し、最終日の報告会で発表してもらっ
たが、検討時間や１日の出来事をとりまとめる時間が少
なかった為、日々の実習終了前に３０分～１時間程度を
確保する改善を行う。 夏期実習報告会20



『高校生が建設現場の今を体験』 黒部河川事務所

黒部市にある桜井高校の学生を対象に建設現場の見学会を開催
目 的：土木を専攻する学生を対象に建設業の実情と将来の進路の参考としていただく

ため実施

実施日：令和３年１１月４日（木）

見学者：桜井高校１年生３２名

場 所：黒部川の急流河川対策工事現場

（黒部市宇奈月町浦山地先）

※（一社）富山県建設業協会が主催

●講座：工事概要・建設業の現状

インフラ分野でもDX（デジタルトランスフォー
メーション）の推進が叫ばれている中、建設現場
においてもICTを活用し、ドローンによる３次元
データの自動測量、そのデータを用いた情報化施
工など、安全かつ効率的に作業することが可能と
なり、また、トイレなどの現場環境の改善により、
快適に作業ができるようになったことを説明

●現場体験

現場で従事している同校の卒業生からの体験談

●最後に

・VR（仮想現実）による工事施工体験
・情報化施工を行うICTバックホウの操作方法見学
・ドローン操作・撮影

（工事受注者：共和土木(株)）

＜現場見学会内容＞

ドローンによる集合写真撮影

工事概要・建設業の現状の説明 VR（仮想現実）体験

ICTバックホウ見学 卒業生からの体験談
21



Vol．９ R3.6.16 『僕ら「さぼう」探検隊！』を開催
本宮砂防堰堤、デ・レイケ、赤木正雄とは～富山市立広田小学校～

立山砂防事務所では県内の小学校を対象とし、常願寺川の災害・歴史や立山カルデラの砂防事業について、より理解を深めて
もらう事を目的に、『僕ら「さぼう」探検隊！』と称し、「総合的な学習」を支援しています。
今回は、国の重要文化財に認定された本宮砂防堰堤、砂防事業に貢献したヨハネス・デ・レイケ、赤木正雄、両氏について紹介
を行いました。

開催日 ： 令和3年6月16日（水）

場 所 ： 本宮砂防堰堤 11：20～11：40

立山カルデラ砂防博物館 13：00～14：00

参加者 ： 富山市立広田小学校

４年生 ：49名

引率教諭：４名

デ・レイケについて紹介 赤木正雄について紹介

本宮砂防堰堤について紹介

砂防事業全般について質問・返答
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インフラ／リモート出前講座 in 利賀ダム 実施概要
～ 未来の担い手 石川高専の学生を対象に ～

利賀ダム工事事務所では、建設界の担い手となる石川工業高等専門学校の４・５年生を対象に、安全・安心の確保、
地域の発展に必要な社会資本の「整備」と「維持管理」について、受・発注者が各々の立場、役割など幅広に紹介。
コロナ禍における出前講座として、初めての試みとなる複数機関からのリモート接続による取り組みを実施。

■開催日時・場所の概要
日 時：令和３年７月２０日（火）

８時５０分～１０時１０分
場 所：石川工業高等専門学校

↕（各者WEB接続：Teams）
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所
協力会社

・(株)安藤ハザマ
・八千代エンジニヤリング(株)

対象者：石川工業高等専門学校
４・５年生合同（７７名）

■講座概要
1. 開講挨拶 利賀ダム工事事務所長
2. 北陸地方整備局の業務概要について

企画部 企画課
3. 利賀ダム建設事業と事務所業務について

①利賀ダム建設事業と事務所業務概要
利賀ダム工事事務所

②最近の工事の取り組み概要
(株)安藤ハザマ

③最近のコンサル業務の取り組み概要
八千代エンジニヤリング(株)

4. 全体を通しての質問・感想
5. 閉講

開講挨拶 田村事務所長

石川高専OB事務所職員による事業説明

北陸地方整備局業務説明（企画部企画課）
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＜学生からの主な質問等＞
○利賀ダム以外でもＤＸに取り組まれているか
○河床進入トンネルは、ダム建設にどのように利用されるものか
○施工の実現性を高めるためＣＩＭモデル構築とはどういうことか

など、参加学生から限られた時間の中、活発な質問をいただき、国、
ゼネコン、コンサルそれぞれの立場で各質問に対し丁寧に回答、説
明をいただきました。

＜参加学生からの感想文抜粋＞
○国交省の仕事について今回ハッキリし、将来のイメージがついた
○ダム完成までに数々の工事が行われるとともに、住民等への情
報共有が行われていることを知れよかった
○実際の発破映像も見ることが出来てとても有意義でした
○３Ｄモデルにより施工の妥当性を可視化できることを知れよかった
○一つの事例で、国、建設、コンサルの声を同じ場で聞けよかった

など、好評な感想を多数いただきました。

インフラ／リモート出前講座 in 利賀ダム 実施概要
～ 未来の担い手 石川高専の学生を対象に ～

利賀トンネルＣＩＭモデルによる設計説明
（八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(株)）

↑ 利賀トンネル工事施工説明
← 遠隔臨場（トンネル覆工）
のデモ説明
（(株)安藤ハザマ）

学生からの質疑応答

石川高専 ゼネコン

北陸地整
コンサル

利賀ダム

24



令和4年9月1６日（金）、富山県立高岡工芸高等学校の土木環境科２年生の生徒２９名を対象に、

(一社)富山建設業協会と連携し、建設業界の担い手確保・育成を目的として利賀ダムの現場見学会を

開催しました。

工事中のトンネルやDXルーム、河道付替工事での現場見学や、ICT建機の説明、UAVの操作体験等

を実施しました。

1

“富山県立高岡工芸高校生29名”が
利賀ダムの工事現場を見学

ダム軸付近での事業概要説明 利賀トンネル施工状況の説明 ＤＸルーム
（南砺市利賀市民センター内）

ＵＡＶ操作体験 ＩＣＴ建機の説明ＵＡＶレーザー測量の説明

25



２

今回は、利賀ダムの現場を幅広く見てもらい、施工者の若手技術者、事務所の若手職員との意

見交換会も交え、建設業界のやりがい・魅力について知っていただきました。

参加された生徒さんからは、「いろいろなことが知れた」「楽しかった」等の感想を頂きました。

↗
利賀川

ＵＡＶで撮影した集合写真

利賀ダム事務所採用２年目職員の説明状況 施工者（若手技術者）の説明状況

♪
♪
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