
1.　はじめに

建設産業は，常日頃から社会インフラの整備や

維持管理をはじめ，災害時には復旧対応等にも活

躍するなど，なくてはならない地域の基幹産業で

す。

しかし，人口減少社会の中，高齢化が進むとと

もに若年就労者の減少が顕著であり，担い手の確

保や若手の育成が喫緊の課題となっています。

本県では，産学官の連携組織である「おおいた

建設人材共育ネットワーク（以下，「BUILD 

OITA」という）」を平成 28 年 11 月に設立し，

担い手確保や育成に関する取組を進めています

（図－ 1）。

BUILD OITA では，建設産業の雇用状況を把

握し，改善させるための方策を検討するため，

「建設産業の実態把握アンケート調査」を平成 30

年度に実施しました。

人材不足の状態が続いていることに加え，県内

建設産業の女性の就業割合は他産業と比較しても

低いこと，経営者が女性活躍推進について「考え

たことがない」ことなど，女性活躍のイメージが

ないことが明らかになりました（図－ 2）。

あまり喜ばしい結果ではありませんが，言い換

えれば，本県の建設産業には女性の活躍の余地が

大いにあるということです。

そこで，令和 2 年度から新たに，「建設産業の

人材不足は女性が救う！」をキーワードに，女性

の特性や感性を活かした活躍の場づくりに取り組

む企業を応援することとしました。

2.　BLOCKSの取組

大分県建設産業女性活躍推進事業は，事業愛称

を「BLOCKS（ブロックス）」と名付けました。
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図－ 1　「BUILD OITA」ロゴ

図－ 2　アンケート結果（抜粋）
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事業コンセプトとして建築ブロックをイメージ

し，「積み上げる」ことを掲げています。しっか

りとした土台を作り，古くから伝わる技術を活か

しながらも，メンテナンスを重ね業界全体で新し

い産業を目指し，積み重ねていくことをイメージ

しています（図－ 3）。

BLOCKS は，以下の四つの柱で行っています。

⑴　意識改革

先に紹介したアンケート結果からも，まず第一

には，経営者の意識改革が重要です。

建設産業における女性の活躍のイメージを経営

者に持ってもらい，意識改革を進めるため，「ト

ップリーダーズセミナー」と題し，先駆的に取り

組んでいる全国各地の講師に声かけし，講演をし

ていただきました。

県内 5 会場（豊後大野市，宇佐市，大分市，日

田市，佐伯市）で開催。途中，令和 2 年 7 月豪雨

災害の発生や新型コロナウイルスの感染拡大に伴

う会場の閉鎖により，2 会場にて延期を余儀なく

されたものの，延べ 215 名の方々にご来場いただ

きました（写真－ 1）。

⑵　仕事をつくる /人を育てる

女性の特性や感性を活かした活躍の場を広げら

れるよう仕事をつくり，そして，人を育てる取組

も行っています。

建設産業で働く女性職員向けのスキルアップセ

ミナーとして，四つのコースを用意しました。

①　建設ブランドマネージャーコース

地域を守る建設企業，使命感を持つ技術者や技

能者，進化する現場の姿などを通じて，建設産業

の魅力ややりがいを伝える人材を育成

②　建設プロジェクトマネージャーコース

現場の設計やコストに関わる情報を一元化し，

リアルタイムに生産性を把握する理論を持ち，実

践に活かす建設企業経営を支える人材を育成

③　建設フィールドマネージャー（ドローン）コ

ース

現場のバックオフィスとして監督を支え，品

質・安全・工程を補助する中でも，ドローンの知

識・操作技術を習得し，ドローンで撮影した写真

やデータを活用できる人材を育成

④　建設フィールドマネージャー（施工管理ソフ

ト）コース

現場のバックオフィスとして監督を支え，品

質・安全・工程を補助する中でも，基本的な施工

管理ソフトの操作ができる人材を育成

スキルアップセミナーでは，単に知識を身につ

ける講座だけではなく，女性自身も女性活躍に必

要な意識が醸成できるよう，女性活躍についての

企業向けコンサルや女性のキャリア支援などを行

う専門家をメンターに迎え，目標設定から振り返

りまでをオリエンテーションやワークショップ等

を通じて実施しました（写真－ 2）。

図－ 3　BLOCKSロゴ

写真－ 1　トップリーダーズセミナーの様子

写真－ 2　スキルアップセミナーの様子
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⑶　ネットワークの構築

BLOCKS で最も力を入れているのが，建設産

業で働く女性のネットワークの構築です。

県内の建設産業で働く女性が，技術系・事務系

を問わず，会社や職域を超えてつながりをつくる

こと，加えて活躍のロールモデルを可視化してい

くことも行っています。

BLOCKS 専用サイトや Facebook，Instagram

など SNS の開設のほか，スキルアップセミナー

参加者を中心とした交流会を開催しました（写真

－ 3，4）。

これらの取組により，34 名の仲間によるネッ

トワークを「BLOCKS FRIENDS（ブロックス　

フレンズ）」と命名し，発足させました。今後も

多くの仲間を呼び込んでいきたいと考えています

（写真－ 5）。

⑷　環境整備

実際に建設産業で女性が活躍するための環境整

備も重要です。

本県では，従前から，就労環境改善に関する取

組に対する補助を行ってきました。具体的には，

育児休業制度の創設などによる就業規則の改正に

伴う社会保険労務士への費用や，女性用更衣室等

の設置等が対象です。

これらに加え，女性の活躍に資する ICT 機器

やソフトウエアの導入についての補助金制度を新

設しました。この補助金を，ドローンやソフトウ

エアなどの導入に活用し，女性の活躍の幅を広げ

ている企業があります。

また，女性の一層の活躍を推進するためには，

「仕事と生活の調和＝ワーク・ライフ・バランス」

の実現が重要であることから，ワーク・ライフ・

バランスの推進に取り組む企業を入札制度におい

て評価することとしました。

具体的には，ワーク・ライフ・バランス関連の

認定・表彰実績がある企業を，①入札参加資格に

おける主観点での評価，②総合評価落札方式「ワ

ーク・ライフ・バランス推進型」での評価を行う

こととしています。

このように，BLOCKS では，企業（経営者）

も女性自身も，女性が活躍するために必要な「意

識」，「知識・能力」，「環境」を同時に向上してい

けるような事業展開を行っています。

3.　BLOCKSの成果

このBLOCKS 事業の成果発表会として「BLOCKS 

FUTURE LOUNGE 〜建設産業の未来を想う人

たちが集い，提案し語り合う場所〜」を令和 3 年

2 月に開催しました。

写真－ 3　交流会の様子①

写真－ 4　交流会の様子②

写真－ 5　BLOCKS FRIENDSのメンバー
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スキルアップセミナーの修了式に加え，スキル

アップセミナーの受講生を代表して 6 名のメンバ

ーに，受講する前後の変化や感想，今後の建設産

業の女性活躍に対する思いを，100 名を超える来

場者の前で語っていただきました（写真－ 6，7，

図－ 4）。

発表者は，セミナーでの学習の成果に加え，大

きな成果として，県内にこんなに多くの仲間がい

て，そして，今回出会うことができ，絆ができた

ことや，今後の自身の目標などの発表を行いまし

た。

さらには，会社とのコミュニケーションを通じ

て，女性用更衣室などの環境整備の提案が受け入

れられたことや，未来に向けた環境整備の提案，

あるいは，子育てやアスリートの両立に向けた柔

軟な勤務形態の導入などの具体的な計画が進行し

ているものや，実際に導入に至った事例なども紹

介され，聴講者は熱心に耳を傾けていました（写

真－ 8）。

発表者の会社の代表者や上司，来場者からは，

セミナーに参加した女性が頼もしく発表する姿に

感動したことや，さらなる活躍を期待していると

写真－ 6　修了証授与

図－ 4　発表者一覧

写真－ 7　代表者による発表の様子

建設マネジメント技術　　2021 年 9 月号 97



いう言葉に加え，女性社員がいてくれることで変

化してきた会社の雰囲気や，これからの取組への

決意などのコメントをいただきました（写真－

9，10）。

そのほかにも，本県では，「女性が輝くおおいた

推進会議（女性活躍推進法第 27 条に定める協議

会）」で，女性が働きやすい職場づくり，環境整

備，制度の導入，採用目標などについて，企業・

団体等が，それぞれの状況に応じた取組を宣言す

る「女性活躍推進宣言」の募集を行っています。

当該宣言を行った建設企業が，前年度と比較し

約 1.7 倍に増加するという成果もあり，BLOCKS

での取組や各社で活躍する女性の姿が，経営者の

女性活躍に対する意識の変化を生み出すととも

に，建設産業における女性活躍のイメージを大き

く発信できたと感じています。

4.　おわりに

BLOCKS は，コロナ禍の中ではありますが，

オンラインなどをうまく活用しながら，2 年目の

取組をスタートさせました。

昨年度の成果や反省も活かしながら，内容も充

実させて取り組んでいきたいと考えています。

とりわけ，BLOCKS FRIENDS については，

メンバーを増やしながら交流を充実させて，より

一層絆を深めていく仕掛けを作っていきます。

建設産業が，女性が輝いて活躍できる職場，そ

して，誰もが働きやすく魅力的な業界となってい

くことを期待して，大分県内の建設産業の後押し

をしていきたいと考えています。

写真－ 8　熱心に聞き入る来場者

写真－ 9　コメントをする会社の代表者

写真－ 10　BLOCKS FUTURE LOUNGE　参加者
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