
建設産業の担い手確保・育成に向けた取組

１．戦略的広報の展開 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・ p2
２．ＳＮＳを活用した情報発信 ・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p3
３．普通科進路多様校へのアプローチ ・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ p7
４．人材協定期便（定期情報提供） ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・ p11

建設産業人材確保・育成推進協議会
（事務局：（一財）建設業振興基金）

2021年7月



建設現場へＧｏ！ （https://genba-go.jp/）

建設業団体等が広報している若年入職促進等に資する
様々なコンテンツを集約したＪｏｂポータルサイト
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人材協Twitter （https://twitter.com/kikin_jinzaikyo）

人材協チャンネル（https://www.youtube.com/channel/UCM5_H7Htj4SwrvHf-7ifE1Q）

建設産業女性定着WEB
（https://www.kensetsu-kikin.jp/woman/）

建設業を身近に感じてもらうとともに、就職に向けた
手がかりとなる情報を発信、様々な職種紹介や

技術者・技能者のインタビューを掲載

建設産業女性定着支援ネットワーク登録団体の取組等、
建設産業の女性定着に関する情報を網羅的に掲載。

18歳のハローワーク（https://genba-go.jp/18hellow/）

人材協の活動や担い手確保・育成に関する情報を
よりタイムリーに発信するためにSNS展開を開始

１． 戦略的広報の展開 ～WEBやSNSによる広報展開～



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（開設時）

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） 3

２．ＳＮＳを活用した情報発信 －Twitter

○2020年6月～投稿開始！
（平日は毎日投稿）

〇年間平均閲覧数：31,783回

〇フォロワー数：309人
（2021年6月30日時点）
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（2020年6月～2021年6月）

２．ＳＮＳを活用した情報発信 －Twitterの主な実績等

フォロワー数
13人 → 309人（2020.6） （2021.6.30）

人材協や関係団体の取組をタイムリーに発信！

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
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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．ＳＮＳを活用した情報発信 －YouTube

○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。

〇週1回のペースで更新

〇動画数：60本

〇総再生回数：18,049回
（2021年6月30日時点）



各コンテンツが独立して情報を発信

広報コンテンツの連動化

２．ＳＮＳを活用した情報発信 －広報連動化

全てのコンテンツを連動させ

発信力向上

②視覚的な連動
→各コンテンツのアイコンやヘッダーの統一

①内容の連動
→コンテンツや発信した情報を別のコンテンツ
でも発信

YouTube動画投稿後、Twitterで周知
↓

YouTubeチャンネル登録者数の増加
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3.普通科進路多様校へのアプローチ
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小学校
640万人
約2万校

中学校
325万人
約1万校

高校
320万人
4900校

大学・
専門校
357万人

一般

42.6

24.5

32.9

工業建設科卒業後の進路

建設業に就職

建設業以外に就職

進学その他

建設系工業高校から
は年間7000人程度が
建設業に就職
希望職種としては
土木技術者 36.2%
建築技術者 25.0%
その他技術者 6.8%
技能者 23.9%
その他 8.1%

約18.1万人が就職
1.59万人が建設業へ

(進学含対卒業者比率）
工業 8866(16.5%)
普通 4426(5.5%)
農業 1041(7.7%)
商業 1022(3.8%)
総合 804(5.3%)
その他 314

（R2.3 学校基本調査）

16120人が
建設業へ
男10360人
女5760人

工業高校に次ぐ建設
業入職率は農業高校

建設系工業高
校282校
約5万人

※ 科別建設業に就職した生徒数以外の調査は、国土交通省
「国土交通分野の将来見通しと人材戦略に関する調査研究」2018.3

高校生卒業生104万人中18.1万人(17.4%)が就職(R2.3) 建設業(含む事務系)へは15,473人(8.6％)

〇工業高校（建設系）で建設業就希望者(3年)の約7割が技術者志望。技能系希望者は１／４弱。若年層

の担い手不足が深刻な技能系職種入職者確保に向けた対策(各職種の情報やロールモデルの発信)が

必要

〇建設系学科で学びながら製造業への就職を希望する生徒へのフォローに加え、これまで対応してこな

かった普通科の進路多様校※へのアプローチを検討

技能職種担い手確保に向けた普通科進路多様校へのアプローチ
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普通科進路多様校へアプローチ

 高卒新規入職確保には、「一人一社」推薦の慣行を踏まえ、マッチングを担う進路指導担当者
（以下「担当者」）へのアプローチがポイント。

 担当者は生徒の希望・適性に加え親の意向も勘案し、求人企業を生徒に推薦。担当者との信頼
関係構築に加え、選ばれる待遇、休暇、福利厚生、就職実績及び定着状況が極めて重要

 進路多様校へもプッシュ型情報提供を展開
 進路多様校において優良な求人企業へのニーズは高

く、人材協における行政･業界が連携した取組みに
加え、CCUSによる技能者の処遇改善とキャリアパ
ス構築のため行政･業界あげての取組みが始まり専
門工事企業も進路多様校へのアプローチの好機

 人材協構成団体･会員企業は、広報戦略と連動し地
域の学校への訪問、現場見学会やインターンシップ
を実施。連携できた学校の情報のフィードバックに
より関係を継続。（個社では途切れたとしても就職
も複数社で継続させる等により関係継続が重要）

 若年入職者の確保及びCCUSと連動したキャリア
アップにより若年層の待遇改善を進め、技能職種の
魅力向上（稼げる仕事）に繋げる

概 要

進路指導の現状

建設系20%

新たに広報展開

総合科５.5万

 普通科からの入職ロールモデル
の紹介

 建設業でのキャリプランの提示
 教育訓練プログラムの充実

進路多様校戦略
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若者や女性に魅力的で定着可能な働き方導入支援

 高齢者の大量退職と若年入職者減少による担い手不足が継続
 社会保険未加入対策、新担い手３法、働き方改革やＣＣＵＳ稼働等により就労環境改善が進展
 しかし、多くの中小専門工事企業にあっては、担い手確保への具体的なアプローチが見えてい

ないのが現状。一因には経営者と若者・女性の意識のミスマッチも

若者･女性にとって魅力的な企業・働き方のリサーチ
魅力的な企業となるため意識改革の促進（経営者研修メニューの展開）
ロールモデルの収集・提示や地域の企業が連携した求人活動、新人育成プログラム

を継続（進路多様校への戦略的広報と連携、地域連携ＮＷ成功事例等の導入展開）
新規入職者ほどメリットが大きいCCUSの周知の徹底
女性定着行動計画と連携した女性にも魅力的な企業への転換を支援

新たな取り組み

現 状

成功事例の発掘➡蓄積➡発信

魅力的な企業像のリサーチ（人材協定期便、就職支援事業者との連携）

オンライン講習会やワークショップによる支援（Ｒ３は新規採用戦略）

Ｒ３事業 魅力的な企業に変わるための方策を提案
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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、全国の普通科進路多様校450校の
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。

４．人材協定期便（定期情報提供）
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学校名 学校住所 担当教諭（任意）

企業名 企業所在地・連絡先 所属協力会

人材協定期便送付先登録シート
（メール又はFAXにて以下情報をお送り願います。）

建設産業人材確保・育成推進協議会 事務局
(一財)建設業振興基金 経営基盤整備支援センター 人材育成支援課
東京都港区虎ノ門4-2-12 虎ノ門4丁目MTビル2号館
TEL：03-5473-4572 FAX03-5473-4594
Mail：jinzai@kensetsu-kikin.or.jp


