
平成27年度 兵庫県建設業育成魅力アップ協議会 事業報告（素案） 

 
Ⅰ 事業の実施状況 

 １ 総括 

平成 27 年度は、平成 26 年度に引き続き「建設業の魅力発信の拡充・強

化」、「建設業団体等と高等学校とのコラボレーションの拡充・強化」、「若

年未就職者への就業支援の拡充」を柱として、16 の事業メニューに取り組

んだ。今年度は特に「高卒求人の充足率の向上」を目標に掲げ、下記の重

点事業を設定して取組を進めたが、全体として計画どおりに実施し概ね目

的どおりの成果があったものの、近年の高卒求人数の増加により充足率は

低下傾向にある。 

また、平成 26 年度から取組む本事業における主なターゲット（当時の高

校 1年生、2年生）は今春以降の卒業であることから、事業成果について引

き続き検証を行っていく。 

（建設業における新規高卒者の充足率の推移） 

（出典：厚生労働省 平成 27 年度「高校・中学新卒者の求人・求職状況」取りまとめ） 

 

【重点事業の結果】 

① 新聞紙面による情報発信 

神戸新聞紙面を活用して、建設業に携わる人（特に若手、女性、技

能者に着目）の活躍ぶりや訓練施設等を 6回にわたって紹介し、昨年

度に引き続き、神戸新聞広告賞を受賞するなど、建設業のイメージア

ップに大きな成果があった。（読者アンケートを記載） 
② 動画による情報発信 

高校生など若者に建設業の魅力を PR し、建設業への入職促進を図

るため、県立伊丹高校放送部に依頼して PR 動画を制作した。今後は、

この PR 動画を県、建設業者団体等の HP や動画サイトに掲載するとと

 

区  分 H23.3 卒 H24.3 卒 H25.3 卒 H26.3 卒 H27.3 卒 製造業・H27 

全 

建設業就職者数(A) 11,062 11,656 13,187 13,878 13,789 67,489 

〃  求人数(B) 17,885 20,080 26,256 35,085 43,868 92,402 

充足率(A/B) 61.9 58.0 50.2 39.6 31.4 73.0 

国 （全職種就職者数(C)） （151,914） （156,681） （163,224） （162,293） （169,743） （同左） 

（全職種に占める割合(A/C)） （7.3） （7.4） （8.1） （8.6） （8.1） （39.8） 

 

県 

建設業就職者数(a) 329 274 306 397 381 2,574 

〃 求人数(b) 387 362 475 666 910 3,597 

充足率(a/b) 85.0 75.7 64.4 59.6 41.9 71.6 

 （全職種就職者数(c)） （5,312） （5,203） （5,349） （5,472） （5,579） （同左） 

（全職種に占める割合(a/c)） （6.2） （5.3） （5.7） （7.3） （6.8） （46.1） 

(単位：人、％) 



もに、建設業魅力説明会等で活用する。 
また、取材風景がテレビ等で報道されるなどの PR 効果もあった。 

③ 高等学校に対する情報提供 

現役の技術者・技能者が工業高校、定時制高校に出向いて、建設業

の魅力を語る説明会を 3校（参加者 182 人）で開催した。参加者アン

ケートによると「建設業のイメージがよい」との回答者の割合が、全

体で説明会開催前の33％から説明会開催後は約2倍の70％になるなど、

建設業のイメージアップに大きな成果があった。 

また、「授業だけではわからない現場の大変さを知ることができた」

「実際の体験談を聞いて悪いイメージがなくなった」「大変そうだけど、

楽しくやりがいのある仕事だと思った」など生徒からは多くの好意的

な感想が寄せられた。 
     

２ 個別の事業  資料１のとおり 
 
３ 今後の課題 

(1)  建設業の魅力発信の拡充・強化 

高等学校及び建設企業双方から、高校生の保護者が建設業に対して

まだまだ偏見やマイナスイメージを持っているとの意見が出されるな

ど、今後とも建設業の魅力を広く伝える努力が必要である。また、早

い段階で建設業に興味を持ってもらうよう小中学生やその保護者に対

して建設業の魅力を PR し、建設業（工業高校への進学を含む）を目指

す生徒を増やす取組も重要である。 
 

(2)  工業高校生等に重点をおいた新規学卒者の入職促進 

工業部会校長会教育改革委員会による県内工業高校へのアンケート

結果によると、県内工業高校の土木・建築系学科の卒業生は、機械・電

気系等の他学科に比べて、専門教育を活かした就職先に進む割合が少な

い。インターンシップ受入の拡充などを今後とも進めていくとともに、

資格取得講習会など新たな支援策が必要である。 

   （平成 26 年度県内工業高校建設系学科卒業生の進路〈進学者は除く〉） 
区 分 専 門 専門外 専門率 

土 木 130 109 54.4 

建 築 106 65 62.0 

計 236 175 57.4 

（出典：平成 27年度工業部会校長会教育委員会アンケート） 

 
(3)  専門工事業の若年者不足 

専門工事業への若年者の入職については、依然として厳しい状況が続

いている。定時制・通信制高校など対象を広げながら、より一層の入職

(単位：人、％) 



促進に取組む必要がある。特に平成 26 年度から取組んでいる定時制高

校生等の建設業での昼間アルバイトについては、午後 3時頃に現場を出

て学校に向かう必要があることや法令規制により高所作業等の危険作

作業に従事させることができないこと等から成果がでておらず、更なる

推進策が必要である。  

（建設躯体工事の職業の有効求人倍率の推移） 
 
 
 

 
※建設躯体工事の職業：型枠大工、とび工、鉄筋工等 

     ※生産工程の職業：製品製造・加工処理、金属材料製造等の職業 
（出典：厚生労働省 職業安定業務統計、労働市場月報ひょうご） 

 

Ⅱ 協議会の運営 

 １ 会議等の開催状況 

(1) 本協議会 

開催日 主な審議内容等 
平成 27 年 

4 月 28 日 
 

・平成 26 年度事業実績報告（案）について 
・平成 27 年度事業計画（案）について  
・平成 27 年度上半期重点事業の設定について 

平成 27 年 
9 月 24 日 

・建設業を取り巻く状況等について 
・平成 27 年度事業実施状況について（中間報告） 
・平成 27 年度下半期重点事業の設定について 

 
(2) 重点事業推進チーム会議 

開催日 主な審議内容等 
平成 27 年 

5 月 27 日 
・新聞紙面による情報発信について 
・PR 動画の作成について 
・高校生に対する説明会について 
・個別企業の求人活動の促進について 

平成 27 年 
8 月 26 日 

・同上 

・下半期重点事業について 
 
(3) 各種団体等ヒアリング（事務局を中心に実施） 

開催日 名 称 主なヒアリング内容 
平成 27 年 

9 月 4 日 
相生学院高等学校加

古川校建築コース 
・デュアルシステム 

平成 27 年 
9 月 11 日 

鳶土工連合会会員企

業 
・定時制高校生のアルバイト受入 

れ 

区分 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27.12 末 生産工程の職業・H27 

国 1.92 3.54 4.97 6.53 7.17 7.04 1.10 

県 2.59 5.12 6.68 7.37 6.15 7.10 0.99 

(単位：倍) 


