
建設産業人材確保・育成推進協議会
令和２年度の取組

（一財）建設業振興基金



広報分科会（建設産業戦略的広報推進協議会）

建設産業人材確保・育成推進協議会 運営委員会

平成5年8月、若年者の入職促進と併せて、人材対策全般についての活動を行う建設産業人材確保・育成推進協議会（以下「人材協」という）を設立。
事務局は(一財)建設業振興基金に設置し、事務の運営は(一財)建設業振興基金と国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課が共同で行う。
○元請団体、専門工事業団体
○中央職業能力開発協会、勤労者退職金共済機構、建設業労働災害防止協会、建設業福祉共済団
○各都道府県若年建設従事者入職促進協議会又はこれに相当する機能を有する団体 等 により構成

建設産業人材確保・育成推進協議会の設立及び体制

企画分科会

組織図

各都道府県建設産業人材確保・育成推進協議会等
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１．建設産業人材確保・育成推進協議会について



子供霞が関見学
デー 700人

人材協による戦略的広報展開（～Ｒ２）

小学校
640万人、２万校

中学校
325万人、１万校

建
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た
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対 象テーマ

広報ツール（体験,研修,会議,パンフ配布,Net,SNS）

大学･専門学校
360万人

建設業若年就業者
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ
年8万部配布

年5千部配布

高校生1300
社会人400
の応募➡
29作品を
表彰･掲載

学校キャラバン
年5校程度

実務施工体験研修
年間約40教諭参加

ポータルサイト

建設産業若者会議
U25からの提言

高校320万人、4900校
工業建設科5万人280校

2年生全員

全プレ版

ポスター
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＜建設業界ガイドブック＞

○建設業についてわかりやすく解説した冊子
・建設業が果たしている役割
・道路ができるまで、建物ができるまで
・土木や建築をはじめとする様々な仕事紹介

○主に工業高校生以上の学生や建設企業の
新入社員研修などで広く活用されている。

２．（１） 「建設業界ガイドブック」工業高校生全員プレゼントキャンペーン

工業高校生配布用に「建設業界ガイドブック」特別版を制作

現在の構成に加え、建設業における最近の取組を紹介する。

・建設業の紹介やその魅力

・働き方改革及び建設キャリアアップシステムについて紹介

・建設産業における女性定着の取組の紹介

・人材協の紹介（人材協の取組や広報活動紹介）



２．（１） 「建設業界ガイドブック」工業高校生全員プレゼントキャンペーン

＜建設業の魅力紹介＞ ＜CCUSの紹介＞
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２．（１） 「建設業界ガイドブック」工業高校生全員プレゼントキャンペーン

＜女性定着の取組の紹介＞ ＜作文コンクール受賞作の紹介＞
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２．（１） 「建設業界ガイドブック」工業高校生全員プレゼントキャンペーン

＜人材協の紹介＞（作文コンクール・学校キャラバン・SNS等）
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●地整 ４校 ８学科 ３６０人
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○建設業のプレ入職である工業高校生の手にガイドブックを直接
届ける、全員プレゼントキャンペーンを実施する。
（工業高校2年生を対象）

人材協

・全国の工業高校２８２校

・建設系学科３８９学科

・高校２年生約１７,０００人

＜工業高校生全員プレゼントキャンペーン＞

○表紙に高校生年代に親しみのあるイラストレーターを起用。
手元に残しておきたくなるようなデザインに。

２．（１） 「建設業界ガイドブック」工業高校生全員プレゼントキャンペーン

●各建協等 ８８校 １１９学科 ５,１５０人

協賛団体等が直接学校にプレゼント

※以外の学校へは人材協から直接送付
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◆gemi（げみ） 1989年兵庫県三田市出身のイラストレーター。
京都造形芸術大学美術工芸学科日本画コース卒業

（主な作品）

代々木ゼミナール2020年春の広告

東京書籍2021年度「新しい国語」

中学生国語の教科書

２．（１） 「建設業界ガイドブック」工業高校生全員プレゼントキャンペーン

（全員プレゼントキャンペーンの表紙）

令和元年度高校生作文コンクールの大臣賞を受賞
した甲府工業高校の野澤真依さんの作文をモチーフ
にした表紙イラスト
令和2年度以後もキャンペーンを継続していく予定
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２．（２）人材協ポスターの制作

○建設業界ガイドブック特別版の表紙
を手掛けたイラストレーターgemiさん
が制作。

○「いのちを守り未来をつくる建設業」
のキャッチコピーとともに、私たちの
暮らしが建設業によって守られてい
ることをＰＲ。

○全国の工業高校や教育委員会、
人材協協賛団体などの関係各所に
配布するとともに、ＳＮＳでプレゼント
企画を行うなど、一般の方にも配布
している。
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２．（３）「建設現場へGO！」のリニューアル

・TOPページのデザインを刷新

→建設現場を数多く撮影している写真家の写真を使用、

定期的に更新を行い、建設現場の様子を紹介。

・バナーの整理、デザインの統一性を図る

・掲載記事の整理削除を実行

・イベントカレンダーの機能性を向上
→閲覧者が見やすいレイアウトに変更

（リスト表示とカレンダー表示に切り替えが可能）

・関連サイトのリニューアル※｢建設現場へGO！」のリニューアル実行後

→建設現場へGOのリニューアル後に順次改訂の予定
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２．（３）「建設現場へGO！」のリニューアル

TOPページデザイン刷新のため、写真家の写真を使用

※写真家山崎エリナ氏の写真を使用
→建設現場を数多く撮影している写真家山崎エリナ氏の写真を使用、

定期的に更新を行い、建設現場の様子を紹介。

→建設業就業者や建設業を目指そうとする若者の共感を得られる

背景画像とデザインへ



建設産業人材協TWITTER開設

「建設産業人材協」

＠kikin_jinzaikyo

https://twitter.com/kikin_jinzaikyo

若年者を対象に

担い手確保・育成に関する情報を発信。

業界紙記事

建設工業新聞2面
令和2年8月18日（火）

建設産業新聞1面
令和2年8月18日（火）

建設通信新聞2面
令和2年8月18日（火） 12

２．（４）ＳＮＳを活用した情報発信
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２．（４）ＳＮＳを活用した情報発信 －Twitterの主な実績等

上記ツイート閲覧数：

５６，２９５

「人材協ポスター」プレゼント企画
で閲覧数、フォロワー数が上昇

フォロワー数
13人 → 263人（2020.6） （2021.3.1）

人材協や関係団体の取組をタイムリーに発信！



人材協チャンネルの開設

「人材協チャンネル」

https://www.youtube.com/channel/UC
M5_H7Htj4SwrvHf-7ifE1Q/videos

○人材協が持っている担い手確保・育成
に関する動画コンテンツを公開するた
め、独自チャンネルを開設。
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２．（４）ＳＮＳを活用した情報発信

○既存動画を見やすくコンパクトに再編
集したものや、今後、人材協に関連す
る動画を制作した際には、人材協チャ
ンネルで発信していく。



人材協の“プッシュ型情報発信”
人材協定期便をスタート！

• 全国の工業高校282校、建設系学科
389学科の進路指導教諭及び都道府県・指定都市
教育委員会の工業高校担当者へ、建設産業の
魅力や担い手確保に関する取り組みを定期的に
紹介する「人材協定期便」をスタート。

• 各学期ごと（年3～4回）に人材協
関連情報を発信予定。

２．（５）人材協定期便（定期情報提供） ＜試行的取組み＞
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R2 R1 H30

社会人 395 479 431

高校生 1,327 861 1,157

合 計 1,722 1,340 1,588

○「高校生の作文コンクール」
「10年後の私」「ものづくりとの出会い」を応募テーマに、
全国の工業高校の建築学科、土木学科等の学生から作文を
募集。

○社会人の作文コンクール「私たちの主張」
「地域の守り手として」「私が考える建設業の未来」を応募テーマ
に、建設業の仕事に従事している方から作文を募集。

＜近年の応募数＞

賞 都道府県 タイトル 氏 名 所属企業

国土交通
大臣賞

鹿児島 未来への架け橋として ｸﾞｴﾝ ﾏｲ ﾘﾝ
Nguyen Mai Linh 米盛建設株式会社

不動産・建設
経済局長賞

秋田 女性だって力持ち 渋谷 彩華 はりま建設株式会社

山梨 達成感 飯窪 太朗 株式会社早野組

京都 担い手確保と私の役目 石垣 修治 公成建設株式会社

令和２年度「私たちの主張」入賞作品

賞 都道府県 タイトル 氏 名 学校名 学年

国土交通
大臣賞

岩手 一人ではできないからこそすべき事 淺沼 小春 岩手県立盛岡工業高等学校 2年

鹿児島 描く未来 岩月 野々 鹿児島県立鶴翔高等学校 2年

不動産・建設
経済局長賞

茨城 私の憧れ 柳田 菜々美 茨城県立土浦工業高等学校 2年

富山 ターニングポイント 西田 吏佐 富山県立高岡工芸高等学校 2年

令和２年度「高校生の作文コンクール」入賞作品
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２．（６）作文コンクール

◆令和３年度も実施決定！
募集開始については改めてご連絡いたします。



【国土交通大臣賞授与式】 令和２年１１月２５日（水）

18 17

国土交通省にて国土交通大臣賞授与式が開催され、賞状及び記念品が授与された。

【各地方整備局による受賞者への賞状伝達】

各地方整備局にご協力をいただき、作文コンクール入賞者へ、各ブロックごとに賞状伝達を行いました。
賞状伝達式は地方整備局内または学生に対しては学校に出向いて行われ、受賞者には一様にお喜びいただいた。

東北地方整備局で行われた賞状伝達式

２．（６）作文コンクール

関東地方整備局で行われた賞状伝達式



◆実務施工体験研修 開催経緯

●工業高等学校の教員等を対象に、研修機会
の充実や生徒への指導に役立たせるなどの
目的で、建設業の施工体験などの実務施工
に関する講習ができ、教員免許更新講習とし
ても対応可能なプログラムを検討

●平成29年に文部科学大臣の認定を受け、
教育現場の建設業における施工体験を支援
することを目的に、選択領域(18h)に対応した
「実務施工体験研修」を開始。

●建設業の施工体験ができる唯一の講習。

担い手の育て手（指導者等）の確保に向けて

２．（７）実務施工体験研修（教員免許状更新講習）
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座学

◆講習の様子

フォークリフト操作

鉄筋組立 型枠組立

墜落制止用器具による吊り下げ体験 足場組立



総受講者２３人

工業系以外の教員８人

受講者数 静岡 兵庫 福岡

平成29年度 6名 - -

平成30年度 11名 6名 7名

令和元年度 20名 7名 10名

令和２年度※ 6名 7名 10名

合計 43名 20名 27名

建設業の施工体験ができる唯一
の講習である。

実務施工体験研修は工業高等学校の教
員のみならず、

小学校・中学校・普通科高等学校・
特別支援学校等
の教員も受講している。教員間の交流にも
つながっています。

・この講習の内容は、全て素晴らしい教育活動だと感じました。
建設業を目指す生徒だけでなく、多くの子供たちに経験して欲
しいと思っています。

・フォークリフトや足場組立については実際に生徒が体験したり、
実習で取り扱うので、非常に生かせると思いました。

・我々、教員がもっと建設業の魅力を生徒に伝えなければならな
いと思った。

※令和２年度について

●年度別受講実績

●受講者の感想（一部）

２．（７）実務施工体験研修（教員免許状更新講習）
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※令和2年度は新型コロナウイルス感染症への対策を行ったうえで実施。

＜特徴＞



２．（７）実務施工体験研修（教員免許状更新講習）
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令和３年度 実務施工体験研修のご案内

・領域

・時間数

・開設者

・各地の

主催機関

選択領域講習

18時間

一般財団法人 建設業振興基金

（静岡県）職業訓練法人 全国建設産業教育訓練協会富士教育訓練センター

（兵庫県）職業訓練法人 近畿建設技能研修協会三田建設技能研修センター

（福岡県）一般財団法人 福岡県建設専門工事業団体連合会

開催地 会場 募集人数 日程

静岡県 富士教育訓練センター 20名 8月10日～12日

兵庫県 三田建設技能研修センター 20名 8月4日～6日

福岡県 福岡県中小企業振興センター 20名 7月28日～30日

●募集開始日

●開催概要

３月１６日より募集受付開始！


