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ＳＤＧｓを支える重要な仕事・建設業

　最近よく耳にするＳＤＧｓ。今後、世界の人々が、生活や経済活動を
行う上での標準になるだろう。そしてこれが、建設業とも深くリンク
する。　ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な
開発目標）とは、２０１５年９月の国連サミットにおいて全会一致で
採択された、「『誰一人取り残さない』持続可能で、多様性と包摂性のあ
る社会を実現するための17の国際目標」とされる。日本でも、総理大
臣を本部長とするＳＤＧｓ推進本部が「アクションプラン」を決定し、
科学技術イノベーションの活用、ＳＤＧｓを原動力とした地
方創生、次世代・女性のエンパワーメントを３本柱に、
さまざまな取り組みを進めている。　
要するに、自分たちが生まれた故郷、さらには今
住んでいるまちを良くし、経済的にも豊かで、
誰もが生き生きと生活できるまちづくりに、
中長期な視点で取り組もうということだ。
国際目標であるＳＤＧｓと建設業にどの
ような関係があるのか。実は地域建設業
こそ、その隠れた主役とも言える。

やりがいのある　神奈川の　　

憧れの職業

　大手化学メーカー、クラレが小学６年生を対象に実施
した「将来、就きたい職業」（２０２０年度版）のアンケート
調査結果によると、男子は「スポーツ選手」が１位、次いで
２位が「医師」、そして３位には「大工・職人」がつけた。「大
工・職人」は、19年の６位、18年の16位から、「研究者」
「警察官」「ゲームクリエーター」などを抜き去って大幅
ランクアップ。回答の比率も上昇傾向にある。
　この結果を見る限り、ものづくり産業である建設業は
子どもたちの憧れの職業なのだ。
　同社は、「関連ゲームのヒットも影響しているのでしょ
うか。人材不足や高齢化が懸念される職種とあって、子ど
もたちの関心の高まりには注目したいところです」などと
コメントしている。　　
　しかし、建設業の魅力はものづくりだけじゃない。地域
やまちづくりの“要”でもある。
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神奈川で働く魅力

　神奈川県は、政治。経済の中心である首都圏に位置して
いる。横浜、川崎に限らず県内に「賑わい」を創造する多くの
都市型商業施設がある。また、京浜工業地帯を含み様々な
産業が集積している地域でもある。古いものから新しいも
のまでカルチャー、サブカルチャーの施設が充実している。
鎌倉や小田原、横須賀、横浜など歴史の教科書に登場する地域
もある。三浦半島、丹沢、箱根、湘南など自然の景勝地も豊富
にある。食べ物も海、山、農産物がバラエティーに富んで

いる。神奈川県をホームにするプロスポーツチームも
野球、サッカーに限らない。自分たちがスポーツした
い場合も施設は多くある。これほど、生活や余暇を過ご
す上で、刺激があり、便利な地方はない。ぜひ、この神奈
川で働きませんか。
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川で働きませんか。

地方建設業の魅力

　地方の建設業の魅力は、なんといっても故郷
のまちづくりに関われるという「やりがい」を
持てることである。自分が住んでいる地域に、
自分が手掛けて建設した道、橋、建物など様々
なものが残っていく。それは、自分の仕事に対
する「誇り」にも繋がっている。そして、何より
も頼りにされていることは、「地域の安全・安心
を守る」業界であるということである。地方の
建設業は自治体と災害協定を結び、災害時には
消防や警察にはできない応急活動、例えば台風
発生時に道をふさぐ倒木の処理、がけ崩れ発生
時の土砂排除、土のう設置などによる河川堤防
の補強、大雪の際の除雪など様々な活動を行
い、地域の安全・安心を守っている。開発、改善が続く神奈川

　2016年3月に首都圏広域地方計画協議会の示した
「首都圏広域地方計画」では、これからも産業や観光を
支える物流のためのインフラの整備や防災の強化のた
めのプロジェクトが計画されている。神奈川県でも、
2016年に改定した「かながわのみちづくり計画」や
2019年の改訂した「かながわグランドデザイン　第
3期実施計画」などで今後のプロジェクトも計画され
ている。さらに2020年２月には、近年の風水害への対
応として「神奈川県水防災戦略」が策定され、2022年
までに1,374億円の事業規模で対応する計画が示さ
れている。皆さんは、神奈川の地方建設業で働くことに
よって、より良い神奈川の県土づくりに参加し、貢献
してみませんか。

「かながわのみちづくり計画」より
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（一社）神奈川県建設業協会

1959 1959年6月に社団法人神奈川県建設業協会として法人設立。
2019年に60周年を迎えました。

約460
建築・土木の元請企業461社（2021年4月1日現在）が構成する団体です。
（所在地：横浜市中区太田町２－２２）
会員企業は、地域の工事を担う地域に根差した企業です。

地域の建設業の健全な発展と地域社会の安全・安心のために地域の建設業の健全な発展と地域社会の安全・安心のために
次のような活動をしています。
● 国や県への要望活動
● 会員企業の経営力や技術力向上のための研修
● 会員企業の人材育成のための研修
● 高校生に地域建設業を理解してもらう活動
　 工業高校生への学識者や先輩技術者によるセミナー、インターンシップの実施、
　 体験学習、現場見学会
● 子供たちに様々な建設重機を体験し建設業の仕事を楽しみながら知ってもらう
　 かながわ建設フェスタin日本大通りを開催
● 災害時に備えて県を中心とする行政と結んでいる協定に基づく活動
　 いざという時、地域を守れるように人員や重機、資材を確保し体制を整え、
　 訓練を実施しています。

もし災害が起きたら、行政からの要請により協定に基づいて
いち早く現場に駆け付け活動します。

もし災害が起きたら、行政からの要請により協定に基づいて
いち早く現場に駆け付け活動します。

● 地震・豪雨などによる道路や河川等の土砂・がれき等の障害物を除去し、
　 救助や復旧等が可能になるようにします。
● 大雪の際には、道路が通行できるようにします。
● 県の公共施設の点検や応急措置を行います。
● 災害によって発生する災害廃棄物を撤去します。
● 応急仮設住宅建設の際には、障害物の除去等を行います。
● 鳥インフルエンザ等の家畜伝染病発生時には、埋却処理に協力します。

令和3年新入社員研修令和3年新入社員研修

神奈川県との共催で、
県庁前で建設機械の
体験試乗などが楽しめる
イベントを開催

大雪時には
重機等を使用し
除雪作業を
行っています

かながわ建設フェスタ in 日本大通り 除雪作業の実施

ホームページ
はこちら
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 https://www.ohyamagumi.co.jp/  
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日本の明日を一緒に創ろう！

〒254-0001
神奈川県平塚市大島1025
TEL. 0463-55-8890
従業員数：50名（技術者40名）

株式会社 甲斐組

土木・建築・舗装工事の総合建設業
主な仕事

JAPAN PRIDE
充実の待遇・
資格取得制度

当社は湘南ベルマーレ
ゴールドサポートコーポレーション
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