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　熟練技能者の高齢化や若年者を中心としたものづくり離れ、技術離れ

が懸念される中、平成25年に厚生労働省の委託事業として「若年技能

者人材育成支援等事業」が創設されました。

　ものづくりの現場では熟練技能者が退職する前に、これまで培ってき

た技術・技能やノウハウを若年技能者に伝承させるため様々な対策を講

じていますが、製造業や建設業界の業種によっては慢性的な若手人材不

足の解消には至っていない状況です。このままでは日本のものづくり産

業が衰退しかねません。引き続きわが国のものづくり産業が競争力を維

持し、発展を遂げていくには、産業の基盤となる高度な技能を有する技

能者の育成が不可欠です。そのためこの事業では、技能労働者の地位向

上を図り、若者が進んで技能者を目指す気運を醸成するため、様々な取

組を行っています。

　今回、若年技能者の入職を促し、技能伝承を促進するという観点から、

人材が不足するこれらの業界について理解を深めていただくために入職

促進ガイドブックを作成いたしました。

　本ガイドブックはこれらの業界の学識者に加えて、企業の「若年技能

者」「先輩の技能者」「経営者」等の方々への取材を通じて業界の動向や

企業で活躍している若年技能者について、これらの職種の内容とともに

紹介しています。

　未来あるみなさんの進路を考える際の一助になれば幸いです。

　なお、本書の作成にあたり、ご多忙の中、取材にご協力いただきまし

た関係の方々に対し、厚く御礼申し上げます。
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　建設業界では、10年ほど前から現場の人手不足、特
に日本人の若い技能者の不足が大きな問題となり、厚生
労働省や国土交通省が人材確保の対策を行ってきました。
その結果、2005年から2010年までの5年間は建設業労

働者の数が激減していたのですが、2010年からの5年

間は、減り方が緩やかになってきています。
　それでも、技能者の高齢化が進んでいることによって、
今後20年ぐらいの間に現場で働く人が大幅に減ること

は確実です。一方で、今後の建設投資の見通しは、建築
物の維持管理、耐震工事、訪日外国人の増加によるホテ
ル等の新築などが見込めるため、需要が大幅に減ること
はないと予想されています。
　つまり、建設業界には需要があり、活躍の場があるに
もかかわらず、現場で働く人材が足りない状況が今後も
続くと言えるでしょう。

しては、「親方の元で10年間修行」といったような古い
体質を改め、座学を含めた技能訓練を実施したり、将来、
会社を担う社員として、短期間に技能を身に付けさせよ
うという会社も出てきています。これから建設業界は若
い人が早く技能を身に付け、高賃金が得られる職場にな
っていくだろうと思います。

活躍の場があるのに
人手が足りない建設業界

　これまで、建設業界になかなか若い人が入職してこな
かった要因に、「技能を身に付けるのに10年以上かかる」
「休みが少ない」「労働の割に賃金が安い」といったマイ
ナスイメージがあったことは間違いありません。そのた
め、高校の就職担当の先生が、生徒に対して自信を持っ
て建設業界を推薦できなかったという話も聞きました。
　そういったマイナスイメージを払拭し、魅力ある職場
にするため、建設業界は5年ほど前から大きく変わり始

めています。かつて多くのゼネコンやハウスメーカーで
は、技能者の確保や育成を下請けの協力会社に任せきり
にしてきました。ですが今では、協力会社を子会社化し
て人材育成をしたり、技能者を本社社員として採用した
りして、内部で育成するケースが増えてきています。ま
た、技能者の待遇面に関しては、休日の確保、賃金の底
上げなどの面で改善が見られ、今では製造業を上回るほ
どになっています。そして、若い入職者の技能習得に関

若い人が早く技能を身に付け
高賃金が得られる職場に

千葉大学大学院工学研究科修了。芝浦工業大
学建築学科教授の傍ら、国土交通省「専門工
事企業の施工能力の見える化等に関する検討
会」座長、国土交通省・厚生労働省「建設工
事従業者安全健康確保推進専門家会議」委員
長などを歴任し、建設業界の労働環境改善に
取り組む。専門は建築生産、建築構法（主に
木造）。工学博士。

芝浦工業大学建築学科 教授
（工学博士）

蟹
かにさわ

澤 宏
ひろたけ

剛さん

　AIやGPSなどの登場により、建設業界にも最先端の
機器が導入されるようになってきました。特に土木の分
野では、これまで人間の重労働に支えられてきた分野が
最先端の機器に取って代わりつつあります。建設業界全
体においても、科学技術の発達によって、単純労働のよ
うな分野は機械が人間に代わって作業してくれるように

なるでしょう。けれども、どうしても技能者の力が必要
な作業分野は、今後も人間でなくてはできません。
　住宅建築などでは、ゼロエネルギーハウス（ZEH）の

ような省エネルギー化がますます進むことが予想され、
これまでのいわゆる伝統的な日本家屋を作ってきた技術

では通用しなくなり、全く新しい技術が必要となってき
ています。また、何棟も同じタイプのマンションを建て
るというケースは減り、オンリーワンの一品生産の住宅
が欲しいという志向も高まっています。そうした住宅を
完成させる際には、機械ではどうしてもできない精緻な
仕上げの技能が求められます。これからは、つらい仕事
が減って、付加価値のある、やりがいのある仕事が残っ
ていきます。今後、若い技能者には、人間にしかできな
い技術が期待されているのです。
　私は、重労働や単純作業を機械が行うことによって、
全体としてのコストダウンを実現し、その分を、技能者
への賃金アップにつなげることが大切だと考えます。ま
た、優秀な技能者が正当に評価されるためには IDカー

ドのようなシステムも必要です。育成システムを充実さ
せることによって技能者の技能レベルがアップしつつ、
賃金も上がるという、いい循環を作っていくことが重要
であると考えています。

重労働は機械に任せ
精緻な仕事は技能者が行うように

厚生労働省が行った建設労働者に関する調査では、建設業への新規学卒者の就職者数は、平成20年を

境に年々増え続けている（下図左）。また、建設労働者の年収額は、これまで製造業を下回ってきたが、
平成25年に製造業を上回り、全産業の平均年収と比較しても高水準を維持している（下図右）。

若者にとって
魅力ある業界に
変わり始めた建設業界
これまで現場の人手不足が課題となっていた建設業界に、
大きな変化が起こっています。技能者の待遇改善、育成方
法の変化などによって、魅力ある業界へと変わり始めている
建設業界の現状と今後の見通しについて、建設労働問題の
専門家である蟹澤宏剛氏に聞きました。

魅力建設業界の
専門家に聞く

建 築 業 界 が 変 わ り始 め て い る

ものづくりから見た建築生産のしくみ
をわかりやすく解説した本。

「建築生産  ものづくりから見た  
建築のしくみ」
（ものづくり研究会編著（蟹澤宏剛、木本
健二、田村雅紀、堤洋樹）／彰国社）

短大・大学等卒業就職者
高校卒業就職者

新規高卒求人数

新規学卒者の建設業への就職状況 建設業の生産労働者の年収額の推移

注：推定年収額＝きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額
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「建設労働者を取り巻く状況について」（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai -12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_

Roudouseisakutantou/0000090621.pdf

図4.（新規学卒者の建設業への就職状況）より作成

「建設労働者を取り巻く状況について」（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai -12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_

Roudouseisakutantou/0000090621.pdf

図14.（建設業の生産労働者の年収額の推移）より作成
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先輩からのメッセージ

安斎 隆一さん
職歴15年

オンリーワンの看板作りは
変化を求める人に向いている

　広告看板は一つ一つ違うので、同じ物を再び作るとい

うことがない仕事です。ですから、ある一つの技能を習

得すれば作れるというものではありません。そこで、新

しく看板を作る時には、過去の看板製作で経験したこと

の中から、自分でどんな方法を使ったらいいか考えて、

それを応用していく力が必要となります。つねに手探り

の部分があり、しかもその方法が正解とは限りません。

　そういう点で、私が後輩から何か質問された時には、

「こうしたらいいよ」と答えられればいいのですが、自

分がやってきたことをただ伝えることしかできません。

そこが、教える側にとって苦しいところであり、若い人

の悩みでもあります。ただし、見方を変えれば、自分で

考えた末に、より良い方法を導き出していくという点に、

ものづくりのおもしろさがあります。仕事に変化を求め

る人にとっては、毎回いろんなことができる看板作りは、

とても向いている仕事だと思います。

　まだ1年あまりですが、先輩から道具の使い方などを
学んで、近いうちに2級の技能検定を受けたいと思って

います。また、今年から塗装の技能を身に付けるために、
会社から週1日、認定職業訓練校に通わせてもらってい
ます。現在、塗装作業を担当しているのが工場長だけな

塗装の技能を身に付けて
塗装を任されるようになりたい

ので、自分が塗装の
技能を身につけて、
工場長から塗装を任

せてもらえるように

なりたいと思ってい

ます。

建物に取り付けられ、町の景観を形成する看板は、
店舗の宣伝になくてはならないものです。
店舗ごとに形やデザインの異なる一品ものの看板は、
広告美術仕上げ技能士の技によって

美しく作られています。

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

株式会社
クリエイティブダイワ

鈴
すずき

木 大
だいすけ

介さん
（3 0歳）
入社2年目

　入社後は、どの仕事も大変難しいことを痛感しました。
例えば、粘着シートをカットして板に貼り付ける作業な
どは、空気が入らないようにきれいに貼ることが意外に
難しいのです。それでも、一つ一つ先輩に教わりながら
仕事を覚えてきました。出来上がった看板の設置にも行
きます。高所作業車に乗って設置作業を行うのは初めて
の経験でしたが、ふだん味わえない緊張感があり楽しい
と感じました。町の中を車で走っていて、自分が設置し
た看板を見るのは、いつでもうれしいものです。

自分が設置した看板を見ると
いつでもうれしい

　もとは相馬市の会社で働いていたのですが、結婚して
妻の実家である郡山市に引っ越すことになりました。そ
こで、できれば、ものづくりのできる会社で仕事をした
いと思って探していたところ、この会社のことを知りま
した。工場を見学させてもらい、自分が知っている店舗
の看板を作る仕事に興味がわき、入社を決めました。

工場を見学して
広告看板作りに興味をもった

株式会社クリエイティブダイワ
〒963-0725

福島県郡山市田村町
金屋字下夕河原6

TEL:024-944-0088

http://www.c-daiwa.co.jp

変化への対応と
変化を自らつくり出す気持ちが大切

専務取締役

大戸 亮平さん

経営者からの
メッセージ

　クリエイティブダイワは、郡山市
を拠点に、全国に店舗展開してい
る企業から老舗店舗、旅館、個人
病院など、様々な看板設計・製作・
施工・メンテナンス・アフターサー
ビスまで、一貫したサービスを提供
しています。確かな技術と徹底し
た安全管理で、大手企業からの信
頼を得ています。

　当社の創業時は下請けの仕事が中心だったのですが、十数年

前から営業力を強化し、今では7～ 8割がお客様との直接取引

となっています。その結果、社員の技能教育に力を入れられる

ようになるとともに、被災地福島の子どもたちを対象とした社

会貢献活動もできるようになりました。

　技能教育に関しては、社員の国家資格取得を会社が全面的に

サポートするとともに、競技会への参加なども後押ししていま

す。その結果、当社社員が第29回技能グランプリ「ペイント

仕上げ広告美術」職種で優勝して厚生労働大臣賞をいただくな

ど、数々の好成績を残しています。最近は、社員に職業訓練指

導員の資格も取ってもらうようにしています。

　看板作りの仕事は、1件1件が単品で、設置する場所によっ

ても作り方は変わってきます。「ものづくり」の会社として、

今までの技能の伝承も大切ですが、新しい取組へのチャレンジ

が重要です。そういった面で、変化への対応と変化を自らつく

り出す気持ちをもった人材を求めています。

入社したきっかけ

私の仕事

今後の目標

2級広告美術仕上げ技能士

1級広告美術仕上げ技能士

2～3年目

5年目以降

株式会社クリエイティブダイワで

取得を目指せる主な資格

広
告
美
術
仕
上
げ

美しい看板で
店舗の魅力をアピール
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先輩からのメッセージ

教育指導係

鈴木 正行さん
職歴47年

一度身に付けた技能は
どこでも通用する

　私はタイル職人として23年間働き、施工管理を経て、

教育指導係を14年続けています。教育指導係は私だけ

で、新入社員に対して社会人としてのマナーはもちろん、

タイルや道具の種類や使い方などの基礎的なことから始

め、2級技能士の資格が取れるまで教えます。

　タイル職人として着実に成長している後輩を見ると、

指導をしてきた者としてはうれしくなります。4年前、

愛知県で開かれた技能五輪で、当社の渡邉雄也が金メダ

ルを獲得した時は、感無量でした。渡邉が金メダルを受

賞したことによって、会社全体が活気づき、ほかの若手

社員たちのやる気にもつながりました。今年も渡邉の後

輩たちが技能五輪のメダルを目指して努力しています。

　一度身に付けた技能は、どこでも通用します。だれも

その人の技能を奪うことはできません。それが職人の強

みです。ですから、職人を目指す人は、多少時間がかか

ってもあきらめずに技能を磨いてほしいと思います。

　私は2年前に1級の技能士に合格しました。そのこと
は、自分がステップアップしていることが確認できてう
れしいのですが、逆にプレッシャーにもなりました。そ
れは、「1級を持っているのだから何でもできる人だ」
と周囲に思われてしまうからです。

どんなタイル、どんな張り方でも
できるようになりたい

　これからもっと努

力と経験を積んで、
どんなタイル、どん
な張り方でもできる

ようになることが、
今の目標です。

建物の床や壁を美しく飾っているタイル。
地震や風雨ではがれてはならないだけでなく、
人の目を楽しませる仕上がりの良さが求められます。
それらは、確かな技能を持ったタイル張り技能士が
匠の技を発揮して作り上げています。

ハシモ株式会社

渡
わたなべ

邉 雄
ゆうや

也さん
（2 5歳）
入社8年目

　建築現場に行って、床や壁にタイルを張るのが私の仕
事です。入社して初めて現場に出た時は、足場の上での
高所作業にとても緊張したのを覚えています。この仕事
は、現場ごとに使うタイルや張り方が変わりますので、
今でもまだ経験していないことや覚えなければならない

事がたくさんあります。一方で、いつも新しい現場にチ
ャレンジできることは、楽しいことでもあります。建物
が完成したとき、「きれいな仕上がりになったな」とい
う達成感があり、また、自分が関わった建物が形として
世の中に残っていくことにやりがいを感じます。

建物がきれいに仕上がると
達成感がある

　自分は体を動かす仕事がしたかったので、就職活動の
際、職人の仕事がないか探しました。すると、先生から
この会社を紹介され、夏休みに会社見学をした時に、美
しいタイルの仕上がりを見たことでタイル張りの仕事に

興味を持ち、入社することに決めました。

会社見学をして
タイル張りの仕事に興味を持った

ハシモ株式会社
【本社】〒324-0012 

栃木県大田原市南金丸2000 

TEL:0287- 24-0010 

【東京営業所】東京都北区赤羽台 

3-2-20 高尾ビル1F 

【東北営業所】宮城県仙台市青葉区
愛子東1-15-24 

http://www.hasimo.co.jp

若い人の努力が報われるよう
熱意を持って職人を育てる

代表取締役社長

橋本 徹さん

経営者からの
メッセージ

　2018年に60周年を迎えたハシ
モ株式会社は、タイル・石工事分
野で業界をリードする老舗企業で
す。徹底した品質管理のもと、タ
イル張り技能検定1級の誇りと技術
を持った技能士が、バリエーション
豊かなタイル素材や様々な張りパタ
ーンを提案し、美しく、剥離・剥落
の一切ない製品を提供しています。

　当社は、タイル工事と石工事の職人が集まる技能者集団です。

職人の8割以上が1級技能士を持ち、一戸建てから高層ビルま

で、様々な現場で活躍しています。

　新入社員の育成は、他社では、訓練校のような施設に預ける

ことが多いのですが、当社では、先輩社員が独自に技能教育を

行っています。そうした中、当社の若手社員が4年連続で技能

五輪のメダルを獲得しており、建築業界から高い評価を得てお

ります。また、つねに競争意識を高めて技能の向上を図るため

に、2001年から毎年、完成した現場の仕上がり具合を審査し

て、タイル部門、石部門の最優秀者を表彰し、報奨金を授与し

ています。

　職人の仕事の素晴らしい点は、困難を乗り越えた先に、何事

にも代え難い達成感が得られることです。これまでの経験から、

学生時代にスポーツをやっていて体を動かすことが好きな人や、

困難を乗り越えた経験のある人などが、職人の仕事に向いてい

ると感じています。当社はこれからも、若い人の努力が報われ

るよう、熱意を持って職人を育てていきます。

入社したきっかけ

私の仕事

今後の目標

2級タイル張り技能士

1級タイル張り技能士

3年目以降

5年目以降

ハシモ株式会社で

取得を目指せる主な資格タ
イ
ル
張
り

タイル張りの確かな技術で
建物を美しく飾る

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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先輩からのメッセージ

鈴木 大祐さん
職歴16年

自分で努力して覚えることを
楽しみと感じてほしい

　私の場合、この仕事を始める前は、ものづくりが好き

だったので大工をやっていました。縁があって、この会

社で働くことになったのですが、建築板金の仕事は、当

時やっていた大工仕事より変化があるように思います。

現場ごとに頭を使ってやり方を考える必要があるので、

仕事が楽しくて、家に帰ってもつい仕事の事を考えてし

まいます。どう工夫すればうまくいくかを考えると日々

の充実感も湧き、やる気も出てきます。

　この仕事に就こうとする人たちには、建築板金のおも

しろさをわかってもらえたらと思っています。

　後輩の指導に関しては、1回教えてみて、様子を見る

ようにしています。ただし、一人一人タイプが違います

ので、同じ教え方をすればいいというものではありませ

ん。私たちの仕事は、職人自身が考えなければならない

部分が大きいので、自分で努力して覚えてもらう。それ

自体を楽しみと感じてくれたらいいと思います。

　自分は今年、1級建築板金技能士に合格しました。ま
だ2年目ですが、前の仕事での経験年数があったので、
2級を受けずにいきなり1級を受けました。学科も実技
も、これまでにないくらい勉強した結果、1回で合格す

ることができて、とてもうれしかったです。

どんな現場でも
自分に任せてもらえるようになりたい

　今後は、これまで
のように親方に頼ら

ないで、どんな現場
でも自分に任せても

らえるようになれた

らいいと思います。

金属を曲げたり延ばしたりして

建物に取り付けるには、
その金属の特性に精通した知識・技能が必要です。
建築板金技能士は、高度な知識と繊細なセンスで
建物に耐久性を与え、美観を整えています。

株式会社虹
こうけん

建

伊
いとう

藤 涼
りょう

さん
（2 7歳）
入社2年目

　最初、金切りばさみで金属の板を切る前に、紙やビニ
ールを切って練習をしたのですが、まっすぐに切ること
ができなくて苦労しました。その後、親方について一緒
に現場をまわりながら、少しずつ仕事を覚えていきまし
た。最も印象に残っているのは、神奈川県にある体育館
の屋根を葺

ふ

いたときのことです。銅の薄板を1枚1枚、
指紋を付けないようにして、かなり苦労して貼ったので
すが、ピカピカに光る赤銅色の屋根が完成した時には、
ものすごく感動しました。

自分が関わった製品を見つけると
仕事のやりがいを感じる

　もともと空調設備の会社で働いていたのですが、地元
の祭りが縁で、今の社長と知り合いになりました。自分
が神

みこし

輿を組み立てる作業をしている様子を見た社長から、
「建築板金の仕事をしてみないか」と声をかけられ、そ
の後も熱心な誘いを受けて、仕事内容の話を聞いている
うちに、やってみたいと思うようになりました。

社長からの熱心な誘いを受けて
やってみようと思った

株式会社虹
こうけん

建
〒278-0043

千葉県野田市清水264-17

TEL:04 -7197-7367

http://www.kouken7.com

建築板金は
現場ごとに違うおもしろさがある

代表取締役社長　

江田 和輝さん

経営者からの
メッセージ

　虹建は、千葉県野田市を拠点に
屋根板金工事・金物取付の工事を
請け負う会社です。板金工事は関
東圏内全域、金物工事は全国で活
躍しています。業界経験が豊富な
職人で構成されていますが、設立
はまだ若く、今後は若手の職人を
育成して、成長拡大を目指してい
ます。

　当社は、建造物の屋根・外壁・雨樋・水回りなど、金属鋼板

を切断加工や曲げ加工により成形し、取り付ける工事を行って

います。対象が多種多様であるため、使う道具や材料も多種多

様。状態に合わせた工法も数多くあり、まさに職人とよばれる

に相応しい仕事といえます。毎回、違う現場に行って、それぞ

れの建物に応じた工夫をすることに、この仕事のおもしろさが

あります。そして、当社の社名は、職人さんのそれぞれの色が

でるという意味で、虹になぞらえ「虹
こうけん

建」と名付けています。

　また、当社では建築板金の仕事に興味を持ってもらう活動や、

初心者の方にも仕事の内容がわかりやすいようにOJT、OFF-

JTといったプログラムを活用し、人材育成に力を入れていま

す。働きやすい職場、質の高い職人の育成、技術をいかにお客

様に提供できるかといったことが日々の課題です。それぞれの

強みを生かし、鍛錬を積みながらより良い建築物を残していき

たいと思います。

入社したきっかけ

私の仕事

今後の目標

2級建築板金技能士

1級建築板金技能士

2年目

5年目以降

株式会社虹
こうけん

建で

取得を目指せる主な資格建
築
板
金

金属板を加工して
建物に強さと美しさを与える

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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トーネツ株式会社で

取得を目指せる主な資格

　先輩社員と一緒に、故障した冷凍機器の修理に行った
時のことです。先輩は、臭いのないフロンガスが漏れて
いる箇所を、これまでの経験で簡単に突き止め、短時間
で修理を済ませました。私は感心するとともに、この仕
事のおもしろさを感じました。今は覚えることがたくさ

現場で頼られる
知識と経験を身に付けた先輩に

んあって、先輩に頼
ってばかりですが、
いずれは私も現場で

頼られる知識と経験

を身に付けた先輩に

なりたいと思います。

いちばん大事なのは本人のやる気

冷凍空調機器を通して
人々のくらしを陰で支える

トーネツ株式会社

柵
さくやま

山 知
とものり

範さん
（34歳）
入社1年目

　入社してしばらく、冷凍空調機器に関する座学をした
後、現場に出て、物流センターで4か月、先輩からいろ
いろなことを教わりながら仕事を覚えてきました。その
後、食肉加工場の冷蔵倉庫の現場を任されて、協力会社
の人たちと一緒に改修工事をしました。空調機器の修理
作業が完了すると、涼しい快適な風が出てきて、お客様
が「ありがとう」と笑顔で言ってくださるので、自分が
人の役に立っていることを実感し、仕事のやりがいを感
じます。

人の役に立っていることを
実感できる喜びがある

　青森で8年間、電気工事の仕事をしていたのですが、
若いうちに首都圏に出て、新しい仕事にチャレンジして
みたいと思っていました。インターネットで当社の求人
を見つけたとき、冷凍空調設備を通して、お客様・従業
員・会社が共に幸せになるという考えに共感し、この業
界に飛び込みました。

首都圏の建設業務に
チャレンジしてみたいと思った

トーネツ株式会社
〒263-0016

千葉県稲毛区天台3-1-34

TEL:043- 256-1153

http: //www.to-netsu.co.jp

お客様から感謝される仕事に
携わってほしい

代表取締役

半田 実さん

経営者からの
メッセージ

　30年この仕事をやっていますが、冷凍技術はどんど
ん進んでいますので、勉強し続けないと置いていかれて
しまいます。若い人には、できるだけわかりやすく伝え
ようとしていますが、現場でのカンやコツは経験を重ね
ないと身に付きません。この仕事を続けていく上でい
ちばん大事になってくるのは本人のやる気ですね。

　スーパーマーケットに必ず設置さ
れている冷凍冷蔵用ショーケース。
オフィスビルの空調。工場・倉庫
の冷凍・冷蔵設備。これらの設備
の最大の特長は、商品の品質や人
の健康に関わる室温などを保つた
めに24時間365日、常に稼働し
続けている点です。トーネツ株式
会社は、冷凍・冷蔵設備や空調設
備の設計から設置工事、そして保
守管理に長年携わってきた経験を
生かした業務を展開しています。

先輩からのメッセージ

工事部   課長

山本 芳夫さん
職歴30年

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

入社したきっかけ

私の仕事

原因を考えること
自体も楽しい

　冷凍機器の不具合が起きたお客様のところに駆け付け

て、修理をする仕事をしてます。近ごろは、故障の原因
を頭の中であれこれ考えること自体も楽しいと感じてい

ます。現場に駆け付けたときに困り果てていたお客様が、
修理後に笑顔で「ありがとう、助かった」と言ってくれ
るときがうれしい瞬間ですね。

サービス部   課長

斉藤 譲さん
職歴13年

第3種冷凍機械責任者

1級冷凍空気調和機器施工技能士

第1種冷媒フロン類取扱技術者

1級管工事施工管理技士

2年目以降  

5年目以降

今後の目標

商品の品質を保つ温度管理や人の健康に関わる室

温を担う冷凍・冷蔵設備や空調設備。これらは常
にベストコンディションで機能することが求められ、
メンテナンスが重要です。冷凍空気調和施工技能
士は、冷凍・冷蔵設備、空調設備の工事やメンテ
ナンスを行い、人々のくらしを陰で支えています。

　若い人たちの中には、高層ビルのきれいなオフィスでパソコ

ンを使っている、見た目にかっこいい仕事にあこがれを持つ人

も多いでしょう。それに比べ、私たちの仕事は、作業服が黒く

汚れるような仕事です。けれども、現代社会において、冷凍空

調設備は必要不可欠なものです。例えば、冷凍設備が故障した

ら、すべての商品が売り物にならなくなってしまう場合があり

ます。また、夏にエアコンが効かなくなったら、商業施設は営

業できなくなってしまいます。そういった冷凍空調設備を1年

中、正常に稼働させるのが私たちの仕事です。いわゆる裏方の

仕事ではありますが、私たちの生活を陰で支えている重要な仕

事であり、お客様から感謝されるやりがいのある仕事でもあり

ます。若い人には、そういう仕事に携わってほしいと思います。

私たちは、素直で健康な人、この仕事を長く続ける気持ちがあ

る人を歓迎します。当社では、業務に必要な資格を取得するた

めの講習会への参加や受験を奨励しており、全社員が新しい資

格や上級の資格を取得できるように、継続してサポートを行っ

ています。

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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先輩からのメッセージ

職長

岡田 輝夫さん
職歴26年

あらゆる建築物を漏水から守り、
耐久性を保つために欠かすことのできない工事が

シーリング防水工事です。特に高層建築などでは、
高度な技能と正確性が求められます。
防水施工技能士は、そうした建築物の
安全を守るプロフェッショナルです。

　現場の作業はいろいろなことがあり難しく、一人では
うまくできないため、先輩に教わりながら進めることが
多いのですが、たまにうまくできたときには、自分で自
分をほめています。先輩はなかなかほめてくれませんか

まずは、2級技能士の資格を
取得したい

ら（笑）。
　今後の目標は、
あと1年ぐらいで

2級防水施工技能

検定に合格できる

ように、技能を磨
いていきたいと思

っています。

防水のスペシャリストが
高層建築の安全を守る

株式会社マサル

東
ひがしで

出 駿
しゅんぺい

兵さん
（20歳）
入社2年目

　入社してから1年あまりの間に、いくつもの現場を回
りましたが、場所ごとにやることも違いますし、正直な
ところ今もまだ慣れていません。シーリング防水工事は、
壁と壁のつなぎ目の隙間にシーリング材を埋める作業な

んですが、はみ出さないようにテープを貼り、空気が入
らないようにシーリング材を埋めてきれいに仕上げるの

が、なかなか難しいんです。技能者としてはまだ駆け出
しですが、日本中の誰もが知っている建築物の工事に自
分が関わったという喜びはあります。

日本を代表する建築物の工事に
携わる喜びがある

入社したきっかけ私の仕事

　もともとデスクワークよりも体を動かす仕事がしたい

と思っていました。1学年上の先輩がこの会社に入って

いたこともあり、高校の就職課に紹介されて就職試験を
受けました。面接のとき、「働きやすそうな会社だな」
「自分の意見が言えそうな会社だな」と感じて、内定を
いただいてすぐに入社を決めました。

就活の面接をしたとき、
働きやすそうな会社だと思った

入社したきっかけ入社したきっかけ

株式会社マサル
〒135 - 8432

東京都江東区佐賀1-9 -14

TEL:03-3643-5859

http: //www.masaru-co.jp

若い技能者の育成と活躍のために
組織として取り組んでいる

代表取締役社長

苅谷 純さん

経営者からの
メッセージ

　昭和32年の創業以来、シーリン
グ防水工事のパイオニアとして業界
をリードしてきました。現在は、東
京スカイツリーなどの超高層建築
物、新国立競技場などの日本を代
表する建築物など、シーリング防
水工事の7割近くのシェアを誇って
います。そのほか、今後、ますま
す需要が高まっていくであろうマン
ションやビルのリニューアル工事に
も取り組んでいます。

　当社は、シーリング事業のリーディング企業として、将来の

技能者不足を懸念し、平成26年度から若い技能者の育成に取

り組んできました。

　まず最初に、協力会社の優秀なベテラン社員を当社に採用し

て、若い社員の教育係を確保しました。そのうえで、学歴や性

別を問わず、やる気のある若者を採用し、ベテランの教育係が

一から技能の指導にあたってきました。そうした取組のおかげ

で、女子学生も少しずつ技能職として入社し、順調に育ってき

ています。

　指導方法については、かつての徒弟制度のように、先輩が後

輩に厳しく教えるというのではなく、組織として技能者を育成

していくことや、若い社員が自分の意見を言える体制を作るな

ど、常に働きやすい環境作りを心がけています。

　また、入社後のキャリアにも、選択肢をいろいろと用意して

います。技能職で入社しても、のちに職長となって現場を管理

したり、役員になる道もあります。若者の可能性を会社が決め

つけないことを重視しています。

防
水
施
工

基本をしっかりと身に付けた上で、
一流の技能者を目指してほしい

　私はもともと協力会社にいたのですが、若手の指導係

を期待されてマサルに採用されました。今は現場で手本

を見せながら若い社員に指導しています。私が若かった

頃に比べて、今は技能を養成する期間が短くなっている

ため、基本がおろそかになりがちな点を心配しています。

ちょっとでも雑な仕事をしますと漏水事故につながりま

すから、若い社員には、仕事の基本をしっかりと身に付

けてほしいと思います。そして、いろいろな知識を身に

付けて、協力会社の人たちを引っ張っていけるような人

になることを期待しています。

　また、これから入社する人に対して望むことは、入社

するのであれば真剣にやってほしいということです。私

たちの仕事は安全が第一です。真剣に取り組むことこそ

が作業の安全につながります。安全を心がけること、そ

して基本がきちんとできて、はじめて一流の技能者にな

れると思っています。

マスキングテープ貼り

2級防水施工技能士

1級防水施工技能士

2～3年目

5年目以降

株式会社マサルで

取得を目指せる主な資格

今後の目標

技
能
者
イ
ン
タ
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　会社の先輩達は、みんな実家が石材加工業をやってい
て、5年間の研修を終えたら地元に帰って家業を継いで

います。その点、自分の場合はこの会社が実家ですので、
将来は、自分がこの会社を父親から引き継いで、日本の
石材三大産地のひとつである岡崎の石材産業を守ってい

こうと考えています。

父親を目標に
自分らしさを出していきたい

　職人としての目標は

父親ですが、あせらず、
気負わず、成長してい
く中で、自分らしさを
出していければいいと

思っています。

石を加工して、灯篭・墓石・記念碑・玄関石貼りなど、
様々な造形物を創りだす石材施工技能士。
職人が想いを込めて創る一つ一つの製品には

新たな命が吹き込まれ、
特別な物となって、人々の想いに応えている。

石嶽石工業有限会社

楠
くすな

名 康
こうすけ

輔さん
（1 9歳）
入社1年目

　入社する前は、石材の加工作業が中心になるのだろう
と思っていましたが、実際には、現場に行って墓石や玄
関石貼りなどの石製品の設置作業が多いことに驚きまし

た。まだ仕事を始めて半年なので、道具を運んだり、作
業の準備などをしながら、先輩たちの仕事を見て覚えて
います。そんな中でも、製品の設置を終えてお客様が喜
んでいる顔を見ると、自分が関わった製品がこれからず
っと世の中に残っていくことを実感できて、うれしく誇
らしい気持ちになります。

自分が関わった製品が
ずっと世の中に残る喜びがある

　私の職場は、もともとは祖父が創業した石材加工会社
です。現在、父が親方をしているのですが、どんな仕事
をしているのかは良く知りませんでした。高校3年の夏、
ずっと打ち込んでいた野球部を引退して顧問の先生に就

職を相談した時、父の会社を勧められたことがきっかけ
で、「石屋で一人前になろう」と入社を決めました。

父の仕事を受け継いで
一人前になろうと思った

石嶽石工業有限会社
〒444-3167

愛知県岡崎市米河内町梨形35-2

TEL:0564-46-3614

http://www.ishiya-ishitake.jp

想いのこもったものづくりができ、
達成感がある楽しい仕事

常務取締役  全技連マイスター

楠名 康弘さん

経営者からの
メッセージ

　「石の相談所いしたけ」では、
創業以来どんな石製品にも対応で
きるよう、「作ること」（製造加工）
を強みに日々、石都・岡崎での伝
統の技を守りつつ、新しい技法を
生かした技術の追求をしてきました。
お客様の要望に想像力を働かせる
とともに、多様化するニーズにも応
えられるよう、切削・加工・施工ま
で一貫生産を行い、資格を持った
熟練の技術者（職人）が思いを込
めて製品を提供しています。

　岡崎市の石材加工業は、岡崎城を築城して以来、約500年も

の歴史があり、今でも石の都として全国的に有名です。私も幼

い頃から石の工場で遊び、将来は日本一の石職人になりたいと

いう夢を持って、父が創業したこの会社に就職しました。

　当社では、父の代から全国の石材加工店の子弟を研修生とし

て受け入れてきました。現在も毎年1名ずつ、研修生を寮で預

かって5年間の研修を行い、ひと通りの石材加工作業ができる

ように育てています。

　この仕事は、石が相手なので重労働ではありますが、お墓に

しろ灯籠にしろ、ひとつひとつにお客様と心が通えるものを作

れることがやりがいです。石製品は生活必需品ではありません

が、それでも欲しいと言われるのは、お客様に想いがあるから

です。職人がその想いをくみ取り、持てる技術と想いで石を形

にします。ですから、妥協した仕事は絶対に許されません。職

人がお客様の想いをかなえてあげた時、「ありがとう」と感謝

され、ずっと後世に残りますので、達成感のある楽しい仕事で

す。興味のある人は、ぜひ一度体験してみてほしいと思います。

入社したきっかけ

私の仕事

先輩からのメッセージ

上妻 昇磨さん
職歴5年

教えられるのを待つのではなく、
先輩の仕事を見て考えてほしい

　私の実家は熊本県で家族経営の石材加工店を営んでい

ます。5年前にこの会社に修行のためにやって来ました。

今は研修の最終年度で、来年には熊本に帰ることになっ

ています。実家では、限られた種類の製品しか注文を受

けることがないため、この会社にいる間に様々な製品が

作れるようになりたいと頑張ってきました。ここでは週

に1日、研修生に練習の日を設けてくれていますので、

通常の業務では経験できない作業に挑戦しています。

　後輩に対しては、先輩や親方から教えられるのを待っ

ているのではなくて、先輩の仕事をしっかり見ていてほ

しいと思います。例えば、道具の使い方などは、先輩が

道具を使っている様子を良く見て、自分で考えた上で、

それでもわからない場合には、先輩に聞くといいでしょ

う。何も考えないで安易に先輩に聞いても、結局は自分

の身に付かないと思います。

今後の目標

2級石材施工技能士

1級石材施工技能士

3年目

7年目以降

石嶽石工業有限会社で

取得を目指せる主な資格
石
材
施
工

石から形を創造し
人々の想いに応える

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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　「技能検定」は3級、2級、1級…とレベルが上がるに従い、試
験の難易度が上がり、合格基準も厳しくなります。さらに職種に
よっては、長い仕事の経験を重ね、技能レベルも熟練した管理・
監督者向けの「特級」もあります。技能検定には学科試験と実技
試験があり、技能士になるためには、その両方に合格する必要が
あります。

技能レベルの
証明でもある技能士は、
信頼性の証しです。

● 技能士は技能の高さについて企業から安心感が得られ、就職に有利です。

● 技能士には他の資格試験への受験資格や試験の一部免除など、様々な特典があります。

● 技能士が職場にいる企業は、中小企業でも技術力の高さで顧客の信用を得られます。

● 技能士が社内にいることで、職場が活性化し、教育や技術指導にも役立ちます。

技能士章（バッヂ）

働く人の「技能検定」レベルを評価する

目指す等級で変わる
検定試験の難易度

　技能検定は、国が定めた実施計画に沿って実施されます。都道
府県職業能力開発協会が実施する職種では、試験問題などは中央
職業能力開発協会が作成し、それぞれの試験は各都道府県職業能
力開発協会で実施しています。また、職種によっては、民間の指
定試験機関が行っています。受検を希望する人は、受検する職種
によって各機関へ申し込み、試験を受ける仕組みになっています。

　技能検定に合格した場合、国が認める“技能士”として合格証
書と中央に「技」の文字が入った技能士章（バッヂ）が授与され
ます。このバッヂから「何級の技能士」であるかがわかります。

技能検定はいつ、
どのように実施している?

技能検定に合格すると
何が授与される?

「技能検定」のご案内
　技能検定とは、身につけた技能レベルを評価する国家検定制度です。機械加工、建築大工、ファイナンシャル・プランニング
など、全部で130職種の試験があります。試験に合格すると合格証書が授与され、「技能士」を名乗ることができます。技能検
定は、身に付けた技能の価値、すばらしさを広く理解してもらい、働く人々の技能と地位のレベルアップを図ることを目的に、昭
和34年度にスタート。平成29年度までに約665万人が合格し、多くの職場で “技の証明 ”として高く評価されています。

受検対象者

特級 1級 2級

3級※ 単一
等級1級

合格者
2級
合格者

3級
合格者

3級
合格者

実務経験のみ

5

7

2 4

2 0 3

専門学校卒業
専修学校（大学入学資格付与課程に限る）卒業 6

0

0

1

短大・高専・高校専攻科卒業
専修学校（大学編入資格付与課程に限る）卒業 5

0

大学卒業
専修学校（大学院入学資格付与課程に限る）卒業 4

専修学校または各種学校卒業
（厚生労働大臣が指定したものに限る）

800時間以上 6

0
1

1600時間以上 5

3200時間以上 4 0

短期課程の普通職業訓練修了 700時間以上 6 0
1

普通課程の普通職業訓練修了
2800時間未満 5

0

2800時間以上 4

0

専門課程または特定専門課程の高度職業訓練修了 3 1 2

応用課程または特定専門課程の高度職業訓練修了

1長期課程または短期養成課程の指導員訓練修了

職業訓練指導員免許取得 – –

長期養成課程の指導員訓練修了 0 0 0

技能検定制度・
技能士ロゴマーク

※実技、学科のどちらか片方だけ合格した人は、次回以降は不合格となった試験のみの受検
　も可能です。

※検定職種に関する学科の在学者及び訓練科における職業訓練の受講者も受検できます。

技能検定 特級

管理者または監督者が通常
有すべき技能及びこれに関
する知識の程度

技能検定 1級・単一等級

上級技能者が通常有すべき
技能及びこれに関する知識
の程度

技能検定 2級

中級技能者が通常有すべき
技能及びこれに関する知識
の程度

技能検定 3級

初級技能者が通常有すべき
技能及びこれに関する知識
の程度

技能レベルを示す
技能検定の“等級 ”

技能検定には、特級、1級、2級、3級というよう
に、技能のレベルを明確に区分けした“等級”が
あります。職種によっては、等級を区分しない「単
一等級」もあります。

　仕事に生かすための技能を高めるためには、まず知識をしっか
り身に付ける必要があります。学科試験では、技能の知識がどれ
くらいあるかを評価するため、「真偽式（○×式）」の問題と、多
くの選択肢から正解を選ぶ「多肢択一式」の問題それぞれ25問
ずつ、全50問（特級は多肢択一式50問、3級は真偽式30問）
が出題されます。

●専門知識のレベルを評価する学科試験

　実技試験には、例えば制限時間内で物の製作、組立て、調整
などを実際に行い、評価を受ける試験があります。試験時間は
職種によっては4～ 6時間に及ぶこともあります。また、実際の
仕事の現場状況を想定して、判別・判断・測定・計算などの試
験を実施する職種もあります。

●仕事の技量と経験が試される実技試験

　技能を生かし社会で仕事をするには、専門知識や技能だけでな
く経験を積むことも重要です。等級が上になるほど、仕事の現場
で問題が起きたときに対処する能力、人をまとめて現場を管理す
る能力なども問われるからです。そのため技能検定では、まだ就
業の経験がなく、専門学校などで勉強している在学生でも受けら
れる３級を除き、仕事の習熟にかけた経験年数、実務経験のレベ
ルが検定を受けるための条件のひとつになっています。

技能検定では実務経験が
どの程度重視される?

　国が定めた制度に沿って、都道府県職業能力開発協会が行って
いる技能検定は、以下の表のように等級によって受検に必要な実
務経験の年数が決められています。ただし、専門学校などで学ん
だ知識や実技を生かし、3級に合格すると、2級や1級を受検す

るときに、実務経験の年数が短くなるメリットがあります。効率
よく上級の技能士を目指すことができます。

学生時代の3級合格で
1級・2級への道が有利になる?

国家
検定

技能検定の仕組み

上級の技能士を目指す人は受検への近道をチェックしよう！

それ以外にも、現場で技能を生かし
た仕事をするとき、あるいは人に技
能を指導する際の身分証にもなる

「技能士カード」や「技能士手帳」
なども用意されています。

（単位：年）

技能検定に関する情報は、ポータルサイト「技のとびら」に詳しく掲載されています。

技能検定制度等に係るポータルサイト

詳しくは

技のとびら 検索技のとびら
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中央技能振興センター
（受託者：中央職業能力開発協会）
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