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●平成25年度（26年度）

●平成24年度
「建設産業の再生と発展のための方策2012」（平成24年7月）
→　「担い手確保・育成検討会」を設置

①専門工事業者等評価、②技能労働者技能の「見える化」、③登録基幹技能者の更なる普及、

④技能労働者に対する教育訓練、⑤戦略的広報

１．「戦略的広報」　協議会の位置づけ

建設産業人材確保・育成推進協議会

企画分科会

広報分科会：建設産業戦略的広報推進協議会

事務局（振興基金）

建設産業の魅力を発信するための

戦略的広報検討会
事務局（振興基金）

運営委員会

担い手確保・育成検討会
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Ｐ２

２．戦略的広報の経緯

(1) 平成24年度：国交省の委員会として活動し、アクションプラン策定（平成25年3月）

(2) 平成25年度：人材協の広報分科会に位置づけ、アクションプランを実行
「第4回 担い手確保・育成検討会」（平成25年3月25日 国土交通省）において取りまとめられたアク
ション・プランでは、建設産業における戦略的な広報を展開するため、各団体の創意工夫による取組
と連携しながら、建設産業界一体となった情報発信のための取組を推進するため仕組みとして、「建
設産業戦略的広報推進協議会（仮称）」を設置することとされたところである。
このような戦略的広報の推進は、本協議会の趣旨・目的とも合致するものであり、また、これまで各団
体や本協議会において蓄積されてきた知見を活用すべき重要な課題でもあることから、本協議会に
専門の分科会を設置し、上記「建設産業戦略的広報推進協議会（仮称）」の役割を担うこととする。
なお、分科会には厚生労働省も参画し、地方における人材確保の活性化も視野に入れ、具体的な
施策を検討、実施する。

アクションプラン

（建設産業の魅力を発信するためのアクションプラン）

建設産業の魅力を発信するための

戦略的広報検討会

・芝浦工業大学

・（社）日本建設業連合会

・（一社）全国建設業協会

・（社）日本造園組合連合会

・（社）建設産業専門団体連合会

・（一財）建設業振興基金

・（独）国立高等専門学校機構

・全国高等学校建築教育連絡協議会

・全国専門学校建築教育連絡協議会

・（公社）土木学会

・経済ジャーナリスト

・㈱日経BP

１．建設産業の担い手を巡る現状
(1)担い手確保の現状
(2)将来の担い手不足

２．担い手確保に向けた検討
(1)方策2011・2012の提言
(2)担い手確保・育成検討会の設置

３．建設産業における広報の取組
(1)建設業関係者と一般市民のギャップ
(2)これまで建設業が行ってきた取組

４．海外の建設産業の広報事例等
５．建設産業の魅力を発信するために今後取り組むべき方向

(1)基本的な考え方
(2)戦略的広報に向けたポイント
(3)戦略的広報に向けた提案（アクションプラン）

構成

メンバー 内容

３．平成25年度戦略的広報推進協議会の活動

『アクションプラン』
●戦略的広報に向けた提案（アクションプラン）

　＜平成25年度における取組＞
・建設産業の魅力を発信する”総合HP”の開設
・新聞、雑誌等のメディアへの情報発信強化

・中小建設企業向けガイドラインの作成
・
・
・

建設産業の魅力を発信する”総合HP「建設現場へGO！」”を
リリース（平成25年12月24日）

項目 内容

主な対象者
①工業高校生・専門学校生・大学生、②学校教員、③保護者
※今後、④未就学児・小中学生、⑤世間一般に拡張予定

コンセプト

建設産業のJOBポータル。キャッチコピーは「未来をつくる君たちへ」

『当サイトは、ご来訪いただいた皆様に、「見る」「知る」「働く」をキーワードに建設産業のさまざまな情報
を、建設産業が一体となってお届けするプロジェクトを開始しました。
「建設の仕事ってどんな内容なの？」、「建設産業で働くためにはどうしたらいいの？」、「建設産業で働く
女性ってどんな人？」　など、幅広い情報をタイムリーにお届けすべく本サイトを運営して参ります。』

コンテンツ構成
広報推進協議会の構成団体が所有するWebコンテンツを上記「対象者」×「情報区分」別にマッピングし、
最終的に「見る」、「知る」、「働く」の３区分に分類。
タブレット端末での使用も想定し、ヨコスクロール方式を採用。

＜建設現場へGO！検討事項＞ URL：http://genba-go.jp/

○戦略的広報（準備会）（8月8日）
・総合HP構想の論点
・総合HPイメージ案

○第1回戦略的広報（8月28日）
・協議会の名称について
・今後の活動プラン

○第2回戦略的広報（10月10日）
・総合HPの企画・レイアウト案
・協議会の名称について

○第3回戦略的広報（12月16日）
・総合HPの名称について
・総合HPの企画・レイアウト案

総合HP開設
に向けた
活動経過
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Ｐ３

【建設現場へGO！　オープニング画面】

『見る」
いま、建設産業が

面白い

①

『知る」
建設産業を

学びたい

②

『働く」
建設産業で

働きたい

③

← ヨコ スクロール →

●「建設現場へGO！」　トップ画面の構成

※ 3つのセグメントに分類

① ②

③

全国建設業協会 Webサイト

日本建設業連合会 Webサイト

建設産業専門団体連合会 Webサイト

東日本建設業保証 Webサイト

振興基金Webサイト（ヨイケンセツ・ドットコム）

振興基金Webサイト（しんこうWeb）

＜リンク先＞

【建設産業戦略的広報推進協議会 委員名簿】 （平成26年1月末現在）

区 分 氏 名 所属等

顧 問

委 員

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

行 政

事務局

蟹澤 宏剛

岩崎 好美
内田 浩美
大澤 豊樹
剣持 幹丸
関澤 健太郎
道用 光春
村井 順

木村 駿
田井 慶一郎
高橋 薫

江口 大暁
百崎 諭

中緒 陽一
下田 弘幸

芝浦工業大学工学部建築工学科 教授

（一社）全国中小建設業協会 専門役
（一財）建設業振興基金 主任
（社）全国建設室内工事業協会
（一社）日本建設業連合会 広報部担当部長
（一社）全国建設業協会 調査役
(一社)建設産業専門団体連合会 常務理事
東日本建設業保証（株） 課長代理

日経コンストラクション 記者
（公社）日本青年会議所 建設部会長
（公社）土木学会 調査役

国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課 建設市場整備推進官
厚生労働省職業安定局建設・港湾対策室 室長補佐

（一財）建設業振興基金 構造改善センター 次長
（一財）建設業振興基金 構造改善センター 主任
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４．戦略的広報の今後の展開（H26年度活動計画）

Ｐ４

平成２６年度建設産業戦略的広報推進協議会事業計画（案）

実施時期 事業内容 総合HPのフォローアップ

４月～６月
各ブロックでの同種の協議会設置に向けた働きかけ 各地域の建設産業団体等が

保有するコンテンツや取材情
報の収集及び掲載の検討

７月～９月
子ども霞ヶ関見学デーでの広報イベントの開催
（開催日：８月第１週の水･木２日間）

各地域の建設産業団体等が
保有するコンテンツや取材情
報の収集及び掲載の検討

１０月～１２月
学生（工業高校生等）、保護者及び教員をメインター
ゲットとした広報イベントの開催

教員等との意見交換（工業高
校キャラバン（仮称）を通じた
アンケート調査等）

１月～３月
国民の生活を支える建設産業をアピールするパネル
展示会等の実施（平成２７年３月１１日）

就職活動支援サイト運営業
者との連携

１．催事概要
・「平成２６年度子ども霞が関見学デー」へのイベントブース出展
・メインターゲットは子ども（小・中学生）及び保護者
２．開催時期（予定）
・平成２６年８月第１週の水・木（６日・７日）の２日間
・開催時刻は両日ともに１０：００～１６：００
３．開催場所
・中央合同庁舎３号館正門入口前スペース
・中央合同庁舎３号館１階ロビー内スペース
・中央合同庁舎３号館１０階共用会議室Ａ

事業概略（案）

●建設機械試乗体験会
油圧式ショベル等の建設機械に子どもがオペレータとともに搭乗し、建設機械の試乗体験を行う
→建機及びオペレータの手配に目途
本番当日のオペ等段取りの詳細化に向け調整中

● その他、あわせて実施する体験型・展示型イベントを検討中
（例）
・魅せる！職人さんの技能（技能労働者の技能を披露）
・写真で見る！建設業の１年（パネル展示）
・ヘルメットこれくしょん
（建設業者のヘルメット展示、建設機械試乗体験会とのコラボレーション）　　　　等

イベントブース出展（案）

平成２６年度事業計画［子ども霞が関見学デー］
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