特集―中小企業における人材の採用と定着

――ヒアリング調査からみた課題

建設業就業者数の推移（1989 年～ 2014 年）
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資料出所：総務省「労働力調査」
注：その他の数はグラフ上に示されないため、就業者数の合計とグラフ上の数の合計は一致しない。

図表２

職業別有効求人倍率（2000 年度～ 2014 年 12 月）
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資料出所：厚生労働省「職業安定業務統計」
＊職業分類の改訂に伴い、2012 年度計までは旧「職業分類」、2013 年 4 月からは現行「職業分類」の集計値。

（図表２）。
その結果、公共工事の入札不調率の
上昇、民間設備投資の進捗の遅れや規
模縮小といった影響も現れ始めている。
この人手不足の背景としては、バブル
崩壊以降の業者・就業者数の大幅な減
少によって需給バランスが大きく崩れ
たことがある。
こうした需要拡大による人手不足に
もかかわらず、現場はなかなか採用に
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型枠工と鉄筋工といった建設躯体工事
関連の人手不足が顕著となっている
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１．人手不足 
――その背景と影響
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建設業における人材の確保及び育成

はじ め に


建設業で全国的な人材不足が指摘さ
建設業は関連業種を含める
れている一方、東京オリンピック開催
と国内の就業者の約一割が従
などに向け、建設需要の拡大が見込ま
事する主要産業のひとつであ
れている。こうしたなか、本稿は、現
る。しかし、バブル崩壊後の
場 の 過 不 足 状 況、 需 給 見 通 し、賃 金 の
状況、
人材確保・育成策などについて、 一九九〇年代後半からは、公
共工事や民間の建設投資が大
建設事業主団体、
専門工事業団体、
労働
幅に減少するなか、建設業許
組合、認定職業訓練校等に行ったヒア
リング調査の結果を中心に取り上げる。 可業者数、建設業就業者数と
も年を追うごとに減少傾向が
ヒアリング調査の実施対象は、建設
加速してきた。さらに、リー
業 事 業 主 団 体（ 一 団 体 ）
、専門工事業
マン・ショックを経て、廃業
団体（管工事、鳶、型枠、鉄筋の四団
する業者や離職者の数も一段
体）
、総合建設業社（一社）
、職業訓練
と 増 加 す る。 建 設 投 資 額 は
機関（公共職業訓練校一校、認定職業
訓練校二校）
、
産業別労働組合
（一組織） ピーク時の約半分まで下落し、
受注競争が激化した結果、利
で、その詳細は資料シリーズ№ 「建
設労働者に関する分析―建設事業主団
益率が下がり、建設労働者の
体等へのヒアリング調査を中心に」を
さらなる減少を招いた（図表
。
ご参照いただきたい（１）
１）
。
同報告書では、このヒアリング調査
しかし、ここ数年、足元の
から得られた結果をもとに常用雇用者
景気回復に伴う建設工事の増
二〇人以下の小規模企業の割合が圧倒
加やいわゆるアベノミクスに
的に高い建設業における人材確保およ
よる公共事業の積み増し、さ
び育成に関する課題をとりまとめてい
らに東日本大震災後の復興需
る。
要の増大から、建設関連の職
業では有効求人倍率が大きく
上昇するなど人手不足感が急
速に強まっている。なかでも
149
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習生の力を借りつつも、同時に国内人
材の確保にも力を注ぎ、将来起こりう
る大規模災害の復旧対策なども視野に、
国内人材の地道な確保・育成がまず優
先される必要があるといえる。

２．賃金


――男性で平均を二五％下回る

厚生労働省の「賃金構造基本統計調
査」から、建設業の賃金水準（二〇一
三年）をみると、建設業男性生産労働
者は約三九五万円で、全産業男性労働
者（約五二四万円）を約一二九万円（約
二 五 ％）、 製 造 業 男 性 生 産 労 働 者（ 約
四四五万円）を約五〇万円（約一二％）
、
それぞれ下回る水準にとどまっている
（図表４）
。
建設業では、昔ながらの日給月給制
で働く職人が多く、毎月の手取り額は
天候などにも左右される。一般的なサ
ラリーマンと異なり、能力の伸長や勤
続とともに昇給する賃金制度を確立し
ているケースは極めて限られているこ
とも影響しているとみられる。
産業別労働組合は、「年収レベルでは
三〇〇万円から四〇〇万円が中心とな
る。月間の稼働日数からすると月収二
五万円程度となり、家庭を持つには厳
しい水準。二〇代の若手からは、生活
に対する不安の声も多い」と指摘する。
低賃金の背景のひとつに、重層下請
構 造 の 問 題 が あ る。「 建 設 業 は 大 手 ゼ
ネコンを頂点に、一〇次にも及ぶ下請
構造が存在する」（建設事業主団体）と
もいわれる。総合建設業社も、「建設業
は重層下請構造のため、どうしても中
抜きが多くなる。足元の人手不足もあ
り現在、ゼネコンの契約単価は一日三
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13年

かになった。足元で人手不足による賃
金の上昇がみられるにもかかわらず、
離職者は、先行きの見通しが立たず、
将来不安が拭いきれないため、建設業
には戻らないケースがほとんどだとい
う。
一方、建設関係の有効求人倍率が他
の産業に比べて、極めて高い水準にあ
るにもかかわらず、
建設業への新規の
入職は進んでいな
い。このため、「オ
リンピック需要増
を契機に、若者を
育てるチャンスに
しなければいけな
い」（産業別労働組
合）、「国内に目を
向けると、若いの
に仕事をしていな
い人もいる。人手
不足は国内の人材
で対応するほうが
いい」（専門工事業
団体）など、若者
の入職促進や活用
が重要であるとの
意見が目立った。
さらに、建設労
働者の三割強が五
五歳以上で六〇歳
以上の高齢層も多
く、今後こうした
層の大量退職が始
ま る（ 図 表 ３）
。
このため当面、足
元の需要増に対し
ては外国人技能実
90年
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きの見通しに確信が持てないなか、現
状の体制で足元の人手不足をなんとか
乗り切ろうとしている実情が明らかに
なった。
現場の人手不足対策として、離職し
た経験者などに声をかけても、一旦、
離職した職人はほとんど戻ってこない
という実態もヒアリング調査から明ら
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一つの大きな理由は、震災からの復
興、東京五輪、防災 減
･ 災に向けた国
土強靭化と国家的事業が控えているに
もかかわらず、こうした事業が一巡す
ると建設市場が再び縮小するのではな
いかと懸念しているためである。先行
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が（二〇一三年四月・一五・一％、一
上げと経験が重要な仕事だけに、体力
グでは「建設業は屋外作業でかなりの
四年二月・七・一％、一五年二月・四・
的な面も含めて、遅くとも二〇歳代の
ハードワーク。せめて同世代の一・五
二 ％）
、 そ の 水 準 は、 ピ ー ク 時 か ら す
うちに入職することが望ましいことに
倍の賃金は必要」（総合建設業社）、「も
ると大きく見劣りするレベルにとど
なる。しかし、現状は若い人材が育っ
のづくりは面白く、やりがいのある仕
ま っ て い る（ 図 表 ５）。 加 え て、 労 務
てこないので、現場ではベテラン層が、 事だ。しかし、やりがいや喜びだけで、
単価はあくまで公共工事の予定価格を
体力が持つ限り働き続ける構造となっ
続けることは難しい。生活できる賃金
積算するためのものであるため、労務
ており、高齢化が一層進んでいる。現
かどうかが、仕事を続ける基準」（専門
単価が引き上げられたからといって、
場はベテラン職人の頑張りでなんとか
工事業団体）との意見が出されている。
引き上げ水準が賃金の上昇に直結する
支えられているのが実態である。
若年入職を促進するためには、まず賃
わけではない。
金水準の改善が求められるだろう。
（１）賃金水準の改善
中小建設業のなかには、リーマン・
若者の入職を促進する一つの大きな
ショック後の建設市場の一段の冷え込
（２）労働時間の短縮
ポイントは先に触れた賃金水準の改善
みで、多額の負債を抱え込んだ企業も
第二のポイントとしては、全産業を
少なくない。こうした赤字企業は現在、 になるだろう。バブル崩壊以前、高卒
上回る年間二〇〇〇時間を超える長時
で 建 設 現 場 に 入 る 若 者 は、 日 当 が 高
過去の借金を返済している最中である
かったこともあり、同世代の賃金の倍
という。
このため、返済の見通しが立っ
近くにのぼっていたこともある。それ
た後に賃金アップにもつながる可能性
が今では、日当とコンビニエンススト
も高まるのではないかと総合建設業社
アのアルバイト時給を比較しても、一
はみていた。労務単価の引き上げが現
日あたりの手取りがそれ程変わらない
場作業員の賃金に反映するにはある程
水準まで低下している。
度、時間が必要となりそうだ。
二〇一三年「賃金構造基本統計調査」
労務単価は、市場の動向に基づくも
結果から、建設業男性生産労働者の年
のであるため、今後仮に建設需要が縮
齢階級別賃金をみると、建設業男性生
小し、賃金水準の減少が引き起こされ
産労働者の二〇～二四歳の年齢階級別
ることになると、再び職人の大量離職
賃金は約三〇五万円で、全産業男性労
にもつながりかねない。「賃金が上がっ
働者（約三一三万円）と大きな開きは
たり下がったりするのは困るというの
みられない。二五歳以上では、年齢階
が、多くの企業の率直な声。技能者の
級があがるにつれ、賃金水準は上昇す
賃金がこれ以上、下がらないように歯
るものの、全産業より増加額は少なく、
止めをかける政策が求められる」（専門
工事業団体）との指摘は重要であろう。 賃金格差が拡大していくことがわかる
（図表６）。
３．若年入職の課題
入職しても、働き盛りの三〇代、四
〇代が十分に稼げていない実態を目の
当たりにして、自分の将来像がみえて
こないことから、現場を去る若者も少
なくない。
こうした実情を反映して、ヒアリン
ヒアリングを通じて、大工、とび、
型枠、鉄筋、内外装など、いずれも職
人として一通りのことがこなせる一人
前になるには、五年から一〇年はかか
るとの指摘があった。現場でのたたき
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資料出所：国土交通省「公共工事設計労務単価の推移」

万円から四万円で下請に出しているが、
実際の末端作業員には一万円前後しか
支払われていないだろう」と証言する。
こうした実態を踏まえ、日本建設業連
合会（日建連）は重層下請構造改善策
として、「二〇一八年度までに可能な分
野で原則二次以内をめざす」との提言
。海外に目を向け
を ま と め て い る（２）
ると、同様に重層下請構造の問題を抱
える韓国では、専門のシンクタンクを
設 立 し、 見 直 し を 進 め て い る と い う
（３）
。
一方、近年では、公共工事設計労務
単価が三度にわたって引き上げられた
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間労働の改善が必要になる。
建設業の年間総実労働時間数に
ついて、事業所規模五人以上で集
計可能な一九九〇年以降の推移を
み る と（ 図 表 ７）
、年間総実労働
時間は、一九九〇年代の前半は緩
やかに改善が進んだものの、それ
以降は、一進一退の動きとなる。
そして東日本大震災が発生した二
〇一一年以降は、建設需要の戻り
もあり、年間労働時間は微増とな
り、二〇一三年でみると、建設業
の年間総実労働時間は二〇六六時
間で、製造業（一九四八時間）よ
り一一八時間、調査産業計（一七
四六時間）より三二〇時間長く、
依然として長時間労働は解消して
いない。
産業の特性として、建設業は受
注産業で、基本的に工期までに仕
事の完了が求められる。さらに、
建築現場では、躯体・設備・内装
など多くの専門工事業者が出入り
することから、ひとつの工程が遅
れると、次の作業に影響が生じる。
こうした受注産業としての構造的
な課題もあり「完全週休二日制は
普及せず、土曜日も現場が動いて
いるところがほとんど」（建設事業
主団体）といった現状はなかなか改善
されていない。
厚生労働省の「働きやすい・働きが
いのある職場づくりに関する調査」（二
〇一四年）においても、会社の同僚が
辞めた理由を聞いたところ、建設業で
は、「賃金が不満」（四六・七％）に次い
で、「労働時間が長い」（二六・六％）
、「肉
体的、精神的に健康を損ねたため」（二

23

2300

2200

2198

現場の人手不足感が強まるなか、大
林組が二〇一四年春、訓練校を開設
（埼
玉県八潮市）し、協力会社に直接雇用
される入社二年目から五年目の若手社

４．有効
 な集合研修 
―― 災害対応にも求められる
人材の育成

の様子を外部から垣間みることは難し
い。認定職業訓練校は、「建設業の魅力
（３）社会保険の加入促進
第三のポイントとして、年金・医療
ある部分を発信し、生徒にその姿をみ
などの社会保険の加入促進が重要にな
てもらうことで、建設業への関心が高
る。若者が建設業に関心をもって入職
まり、入職にもつながる」と指摘して
しようとしても、社会保険未加入の事
いる。また別の認定職業訓練校からは、
業所の場合、親や家族が反対するケー
「日本のものづくり技能はすばらしい
スが散見されるとの意見が複数のヒア
ものだが、十分に評価されていない面
リング先から出された。本人は気にし
もある。３Ｋに加え、社会から尊敬さ
なくても、親が、子供の将来を心配し
れないようでは、若者は入職しない。
て、強く反対することもあることから、 ドイツのように、職人、マイスターは
工業高校や専門学校も社会保険に加入
すばらしいという社会的評価が必要。
していない企業を生徒に推薦しないこ
技能立国を軸に、技能のすばらしさを
とがあるという。社会保険加入は入職
内外にＰＲしていくことが若者の入職
促進に欠かせないものといえるが、「事
につながる」と指摘する。建設産業専
業主分を負担する位なら、廃業したほ
門団体連合会（建専連）は、生徒に加
うがいい」（専門工事業団体）と言い切
え、教職員や保護者向けのホームペー
るところもあるという。国交省は二〇
ジを立ち上げるなど、内外への情報発
一三年度から、法定福利費など事業主
信にも力を入れつつある。専門工事業
負担分を盛り込んだ公共工事設計労務
団体も、工業高校や建設専門学校など
単価を参考値として併記するとともに、 で、「出前講座」を開催し、生徒や教職
二〇一四年度は国の直轄工事に社会保
員への職業理解を深めるための働きか
険加入を要件（４）とするなど、社会保
けを行っている。
険加入を促す取り組みを進めている。
３Ｋのイメージが強い現場だけに、
各専門工事業団体においても、社会
建設産業の魅力や実情といった情報を
保険加入に向け、法定福利費の内訳を
広く発信することに加え、全産業平均
示す「標準見積書」のモデルを作成し、 からみても賃金の低さ、労働時間の長
その普及に努めている。
さが顕著なだけに、若年入職の促進に
向け、官民が連携し、業界あげての処
遇改善を進める必要がある。
（４）積極的な外部への情報発信
こうした、賃金・労働時間の改善や
社会保険の加入促進のほか、ものづく
り技能の社会的評価を高めるなど、建
設業の魅力向上と、その発信が求めら
れるといえる。
一般的に建設業は外部への情報発信
が積極的ではないともいわれる。現場
はフェンスで囲まれ、日常的にも仕事
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資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
年間総実労働時間＝月平均総実労働時間× 12 カ月
事業所規模 5 人以上

三・〇％）などが多く、建設業を離職
した理由として、「労働時間が長い」こ
とを指摘する割合が少なくない。
受注・請負という産業特性を踏まえ
ると、発注者側がまず、土曜閉所を組
み込んだスケジュールで発注するとと
もに、元請の現場監督は下請作業員に
対し土曜閉所を含めた適切な工期を設
定することが必要になるだろう。

（時間）

特集―中小企業における人材の採用と定着

員を対象に、とび、型枠、鉄筋のコー
スを開設したことが報道された。大手
ゼネコンが協力会社の人材育成に本腰
を入れ始める動きはあるものの、圧倒
的多数を占める中小零細建設業におけ
る人材育成は人手不足の影響もあり、
現場で十分な教育訓練の機会を提供で
きないというジレンマも抱えている。
実際、中小の現場では、人手不足で工
期が迫り、若手にじっくりと教える余
裕はないとの声が多い。若者が入職し
たとしても、基礎から丁寧に指導・訓
練できる体制が整っていないのが実情
だろう。昔気質の職人なら「背中をみ
て覚えろ」となるが、それに戸惑う若
者も少なくない。
そのため、入職した若者としても、
いきなり現場に放り出されるより、一
定の期間、同世代が集まり基礎的な技
能を身につける集合訓練が有効である
という指摘が複数のヒアリング先から
出ている。現場での仕事の前に研修機
関を挟むことで、親としても安心して
子供を建設業に送り出すことができる
副次的な効果も期待できるという。
とはいえ、すべての地域にこうした
訓練施設があるわけではない。国交省
関連団体の建設業振興基金が管理する
富士教育訓練センター（静岡県富士宮
市）
、認定職業訓練校の三田建設技能
研修センター（兵庫県三田市）などは
技能者育成メニューが充実しているが、
受講のチャンスは限られているのが現
状だ。こうした実情を踏まえて、集合
研修で実績を積んできた認定職業訓練
校では、地域密着型の人材育成機関を
全 国 展 開 す る に は、 地 域 の 建 設 業 を
リードする会社が一社あれば十分可能
と指摘する。
実際、新規入職者向けの集合訓練の
場を設けることで、職場定着にもつな
がる事例がみられた。企業が多少の身
銭を切りながらも、地域の建設業を支
えていけば、それに賛同する企業が広
がりをみせるのではないかとみている。
身近な地域に集合訓練の機関があれば、
中小建設業の技能継承と人材育成に資
するものと考えられる。
さらに工業高校での出前授業なども
人手不足感の強い型枠や鉄筋などの専
門工事業への入職促進に貢献している
事例がみられる。
建設労働者は、老朽化の進むインフ
ラの維持管理・補修、さらに将来起こ
りうる大規模災害後の復旧・復興要員
として欠くべからざる人材となる。公
共職業訓練校で新たに型枠・鉄筋の養
成コースを設置した背景に、この災害
対応の要員確保があった。

５．キャリアパスの明確化を
そのほか、建設人材の育成に向け、
キャリアパスを明確化する必要性も指
摘された。たとえば公共工事設計労務
単価は現在、型枠や鉄筋など職種ごと
に、単価が示されているが、キャリア
の伸長などを前提にしているものでは
ない。こうしたなか、年齢や資格に応
じた処遇体系を整備するには、たとえ
ば、高校を卒業して、実務経験を三年
積んだ後、二級技能士を取得し、五年
後には一級技能士、一〇年後は登録基
幹技能者を取得するなどのキャリアプ
ランを明確にして、それに対応する単
価を示せれば、年齢や資格に応じた年
収カーブを描くことも可能だろう。

認定職業訓練の実質的な受け皿と
なっている東京と広島の建設会社はこ
うしたキャリアパス、キャリアプラン
を明確にしている。建設業をめざす若
者に、こうした資格と処遇がリンクし
たキャリアパスを明示するなど、キャ
リア展望を示すことが将来を担う人材
の確保・育成につながるであろう。
［注］
１ 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ www.jil.go.jp/institute/
で、 報 告 書 の 全 文 が 掲 載 さ
siryo/2015/149.html
れ て い る。 ヒ ア リ ン グ 調 査 は 二 〇 一 三 年 一 二
月 か ら 一 四 年 八 月 に か け て 実 施 し、 ① 建 設 労 働
者の過不足状況、②建設投資の見通し、③労働
者の賃金の状況、④建設労働者の不足による影
響、⑤若年者の確保、育成――などを聞いた。
そのほか、今後の求められる建設労働市場のあ
り方や対策などについても意見を求めた。
２ 「 建 設 技 能 労 働 者 の 人 材 確 保・ 育 成 に 関 す る
提言」（二〇一四年四月一八 日）。
３ 建 設 政 策 研 究 所『 韓 国 建 設 産 業 の 変 革 へ の
取り組み―調査報告』（二〇〇九年）
。
４ 国交省は二〇一四年八月以降、直轄工事にお
いて、すべての元請業者及び下請金額の総額が
三〇〇〇万円以上の工事における一次下請業者
は、社会保険加入事業者に限定している。
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