
青森県県土整備部監理課

青森の未来をつくろう！　～げんば BEAT ver.Ｌ（エル）始動～

現場では、笑顔を心がけています！ 休憩時間はスタッフとのほっとタイム

写真撮影は現場監督の大切な仕事

青森の建設業界における女性の活躍をPR動画で紹介

他社の現場監督の先輩と、仕事終わりの女子会で
おしゃべり。今日のメニューはラーメンです♥

https://pub.pref.aomori.lg.jp/kouji/



青森では建設業者の機動力が市民の暮らしを守ります 大雨で流れ込んだ土砂の片付けに追われる建設業者ら
（2021年8月20日 風間浦村）

自然を相手に道路やトンネル、
ダム、橋、水道などの、私たちの
暮らしを支えるもの（「インフラ」
といいます）をつくる仕事

雪がたくさん降る青森県では、空港や
道路などの除雪作業で建設業者が活躍
しています。
大雪の日でもみんなが道路を安全に使
えるように、深夜から除雪をはじめて、
朝までに雪を片づけているのは建設業
者です。

地震や台風・大雨などの大きな災害が起
こったとき、建設業者はいち早く現場に
駆けつけて困っている人を助けます。
クレーン車やショベルカーなどを使って、
道路をふさぐがれきを片づけたり、こわ
れた橋を直したりして、災害にあった場
所を元に戻すお手伝いをします。

普段住んでいるマンションなど
の住宅や、学校、レストラン、
ショッピングモールなどの建物
をつくる仕事

下北半島縦貫道路むつ南バイパス（むつ市） 津軽ダム（西目屋村） 八戸市美術館（八戸市） 青森市役所本庁舎（青森市）

私たちが
作っています！

建設業ってこんなお仕事! 建設業は大きく「土木」と「建築」に分けられます

地域 を守る仕事

道路 橋 ダム トンネル 住宅 学校 タワーショッピング
モール

プラス

これも建設業者の
役割です



工事現場で働く人の一日

女性もたくさん働いています！「建設業」とひとことで言っても、そこで働く人の仕事の内容はさまざま。工事

現場では、多くの専門的な技術者・職人が協力しあって仕事をしています。ここ

では、たくさんある建設業のお仕事の中から、ほんの一部をピックアップして

ご紹介します。もし自分が建設業で働くなら、どんな仕事をやってみたいかな?

起　床 作業開始 作業開始

作業再開 作業再開

休憩・昼食 作業終了

休　憩（30分間） 休　憩
（30分間）

朝礼・ラジオ体操

出　社（集合）
打ち合わせで、一日の作業
の流れや注意事項などを
確認。

現場における注意事項や、
安全確認に必要な事項を
細かくチェック。

学校での全校集会のよう
なもの。

集中力の低下による事故
防止のため休憩を取る。

後片付けをして事務所に
戻り、解散
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建築士
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建物をどんなデザイン・
構造にするか、法律や周りの環境などを考え
て設計します。その設計をもとに建築現場で
指揮・監督などをします。

重機オペレーター

青森県には建設業で働く女性たち

の団体があって、女性だけで現場

をパトロールしたり、楽しく交流し

たりしています。

男性が多い職場ですが、女性用の

トイレ・更衣室・ユニフォームが充

実している会社も増えています！

木材を加工、
組み立てして、
建物の柱や
天井、壁、
床などを
つくります。

工事のスケジュール
を立てたり、
コストや現場の
安全を管理したり
します。「現場監督」
とも呼ばれ、施工
管理技士という
国家資格があります。

クレーンやショベルカー
などの建設機械を
運転して、人の力
だけではできない
作業を行います。

みんなでつ くる! 建設業

http : / /aomor ikensetuko .com

作業員の足場の
組み立てや仮囲いの
設置などを行います。
高いところで華麗に

作業する職人で、
" 現場の華 "　

とも呼ばれます。

ビルや橋などの
コンクリート構造物の
骨組みとなる鉄筋を

組み立てます。外からは
見えませんが、強い

構造物をつくるために
とても大切な仕事です。
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新青森県総合運動公園陸上競技場

県庁舎耐震・長寿命化改修事業

国道２７９号二枚橋バイパス

五戸川地震・高潮対策河川事業

土
木
・
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物
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海から川を上ってくる津波から住民の命や家などを守る事業です。発生頻度の高い津波への
対応として堤防を1～2ｍ高くしたほか、発生頻度は低いが堤防を越えるような大きな津波へ
の対応として、堤防をコンクリートでおおい、壊れにくくしています。こうすることで、住民の
避難に必要な時間の確保や津波被害を軽減する効果を期待しています。（八戸市）
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の対応として、堤防をコンクリートでおおい、壊れにくくしています。こうすることで、住民の
避難に必要な時間の確保や津波被害を軽減する効果を期待しています。（八戸市）

急カーブや急な坂道がたくさんあった危険な道路に、二つの橋をかけてまっすぐにする工事を行いま
した。カーブや坂道が緩やかになり、通行する車や歩行者は安心して利用できるようになりました。
さらに、この区間を通る時間が短くなって救急車や消防車の早い到着が期待されています。（むつ市）
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世界的に有名な建築家・伊東豊雄さんが設計した新しい陸上競技場が2019年に誕生しました。周辺
の補助競技場などと合わせて、かかった費用は約206億円。青森の自然をモチーフにしたデザイン
で、2026年に青森県で開催する国民スポーツ大会のメインスタジアムになります。（青森市）
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で、2026年に青森県で開催する国民スポーツ大会のメインスタジアムになります。（青森市）

建てられてから50年以上たった青森県庁を2019年に修理しました。
大きな地震でも壊れにくくするため、8階建ての庁舎の7・8階を壊
して、6階建てに低くする珍しい工事でした。（青森市）

建てられてから50年以上たった青森県庁を2019年に修理しました。
大きな地震でも壊れにくくするため、8階建ての庁舎の7・8階を壊
して、6階建てに低くする珍しい工事でした。（青森市）
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現場の仲間に囲まれて、
ガッツポーズにも力がこもる。

中野 勝光 さん中野 勝光
なかの かつみつなかの かつみつ
共栄産業株式会社 工事部部長

技術力と自分自身を
　　　　　みがく仕事 !

私は長い間、地面に杭を打つ建設機械を運転する仕事をしていまし
た。今は若い人たちに仕事を教えながら、建物を支えるための基礎
工事などの仕事をしています。
はじめは県外で鉄をつくる仕事をしていたのですが、体調を崩して青
森に戻ることになり、そこで紹介してもらったのが建設業。頑張った
ぶん、自分に返ってくる仕事にやりがいを感じて続けてきました。
一つの現場にはさまざまな職種の人が関わりますので、仕事をする
中で築きあげる人と人とのつながりも魅力の一つですね！

藤崎 亜実 さん
ふじさき　つぐみ

藤崎 亜実 さん藤崎 亜実
ふじさき　つぐみふじさき　つぐみ
株式会社田名部組 建築部建築課

「理想の家」いつか建てたい！ プロフィール

上村 祐介 さん
うえむらゆうすけ

上村 祐介上村 祐介
うえむらうえむらゆうすけゆうすけ
株式会社柏崎組 土木部土木課

やりがいや魅力がたくさん !

現場の写真を撮ったり工事の仕上がり
具合を確認したりしています。最近は
ＣＡＤ（キャド）というパソコン用設計
ソフトを使った書類の作成もできるよ
うになりました。
これからも、どんどん新しい技術　　
をつかって上手に仕事を進めていき　
たいですね。
建設業の魅力は、自分たちでつくった
道路などが何十年も残り、それを多く
の人に利用してもらえるところ。
土木の仕事は奥が深く、やりがいや魅
力がたくさんありますよ！

私は普段、現場監督の見習いをしています。
職人さんと打ち合わせをしたり、タブレットで現場の写真を撮ったりし
ながら、設計どおりにきちんとできているか確認しています。
小さい頃から家を見るのが好きで、「いつか理想の家を建てたい」と
建設の仕事に興味を持ちました。そして私が小学生の頃に兄が建設業
界に入り、その作業服姿に「カッコいい！」と憧れて(笑)
私のように、少しでも「やりたい」と興味がわいた方は、ぜひ一緒に建
設業界で頑張っていきましょう！

八戸市生まれ。八戸工業高校
卒業後、田名部組入社。20
歳。建築の現場監督見習いと
して日々勉強中。

プロフィール
青森中央高校普通科、八戸工業大学卒業後、
柏崎組に入社し、現在４年目。施工管理の経験
を積みながら、これからの建設業を支える ICT
の勉強にも励んでいる。２６歳。

プロフィール
青森工業高等学校卒業後、
大手鉄鋼メーカーなどを経て
共栄産業に入社。杭打機など
の操縦者として長年働いて
いる。保有資格はクレーンな
ど６０以上。65歳。

建設業ではたらく人たち

　 この先何十年も残る
　ものを長い時間かけて
　　　　　つくるので、完成
　　　　　　した時の喜び
　　　　　　はひとしお
                  です！

　 自分でいろいろ
考えながら現場に向き
             合い、技術力も
             自分自身も磨い
                 ていける
                ところ！

　 現場監督は職人さん
とのコミュニケーションが
大切な仕事。会話好きな性格
にとても向い
ています!
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建設業のココが好き！

藤崎 亜実さん

中野 勝光さん

上村 祐介さん



●技術者 ●技能者（職人）

● 青森工業高校（青森市）
● 弘前工業高校（弘前市）
● 八戸工業高校（八戸市）
● 五所川原工業高校（令和３年募集停止）（五所川原市）
● 五所川原工科高校（五所川原市）
● 十和田工業高校（十和田市）
● むつ工業高校（むつ市）

● 五所川原農林高校（五所川原市）
● 柏木農業高校（平川市）
● 三本木農業高校（令和３年募集停止）（十和田市）
● 三本木農業恵拓高校（十和田市）
● 名久井農業高校（南部町）
● 八戸工業高等専門学校（八戸市）

● 青森高等技術専門校（青森市）
● 弘前高等技術専門校（弘前市）

● 八戸工科学院（八戸市）
● むつ高等技術専門校（むつ市）

青森県立高校／高等専門学校

工業高校で
取得できる
資格も
あります。

青森県立職業能力開発校

高校や大学を卒業後、建
設会社に就職します。
国家資格などを取得す
ることで仕事の幅が広
がります。
高校や大学で専門的な
勉強をすることもでき
ます。

キャリアの流れ （一例です）

中学校・高校を卒業後、
親方や先輩職人に技術
を学びます。
職業能力開発校などで
勉強してから就職する
人もいます。

中学校／工業系高校／普通高校

建設業の会社に就職

見習い 一人前 現場監督・所長 見習い 一人前 職長・親方

大学 専門学校／職業訓練施設

建設業ではたらくには？

けんせつQ＆A

先輩と一緒に現場に
出て、工事の写真を
撮ったりして仕事を
覚えます。

工事現場を任され、リー
ダーとして同僚や職人さ
んをまとめます。

資格を取得してスキ
ルアップ！
職人さんとのやりと
りもスムーズに。

先輩や親方に教わり
ながら作業をします。

工事現場を任され、
部下の安全管理や
作業の進め方を考え
ます。

建設業で働くには、力が強くなくてはだめなの?

工業高校に入らないと就職できないの?

いまは筋力をおぎなう「アシストスーツ」なども開発されており、必要があれば
それらを着て働くこともできます。力を使わないICT（情報通信技術）の活用も
進んでいて女性も活躍しています。

建設業はよく「3K」と言われるそうですが…

たしかに「きつい」「汚い」「危険」といわれてきた歴史があります。そうした職場
環境を変えていこうと国などが新たに目指しているのが「給料が良い」「休暇が
取れる」「希望が持てる」の新3Kです。

いいえ、普通高校や文系の大学出身者もたくさん働いています。仕事に
ついてから覚えることの方が圧倒的に多いので、心配いりません。

どんな人が建設業の仕事に向いていますか?

一般的に建設業ではたくさんの打ち合わせが行われます。違う会社の
人と建築資材や工法を選定したり、工事の進み具合を確認したり。その
ため、人と話すのが得意な人ほど、職場になじみやすいと思います。

青森県で建設業について学べる学校
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