
建設産業の担い手確保・育成
に向けて

２０１７年１０月２３日

一般財団法人 建設業振興基金
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１．建設産業政策2017＋10

～若い人たちに明日の建設産業を語ろう～
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平成29年7月4日 建設産業政策会議
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建設業を取り巻くポイント ２点

建設業は、災害列島・日本における「地域の守り手」、
「地方創生の担い手」である。

「現場力」の維持

「地域力」の強化

建設業は、現場に優秀な担い手がしっかりいてこそ、
「良質な建設サービス」を国民に提供することが可能。

若年層や女性などの担い手確保・育成を通じた
「現場力」の維持が不可欠！

その地域建設業の持続性を確保していくため、
都道府県・市町村・教育機関・金融機関等地域が

一丸となった取組を推進することが必要。

地域の多様な主体と
地域建設業の連携強化が重要！ 8



「今日的な労働観」

・雇用の安定
（正社員としての雇用）

・労働に見合った処遇
（他産業と比較して、見劣りしない賃金水準・社会保険）

・休日の確保・ワークライフバランスの充実
（他産業と比較して、

見劣りしない休日日数・長すぎない労働時間）

・将来に向けてのキャリアパス
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２．「外の目」から見た
建設産業の魅力の向上
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「外の目」から見た建設産業の魅力の向上

【１】
就職活動だけでなく、
工業高校への進学の時点でも、
保護者の理解や支援は
生徒にとって大きな影響力

【2】
保護者向けの現場見学会が有効

●(一財)建設業振興基金
「平成27年度 建設系学科を設置する工業高等学校における取組事例集」

【3】
進路を決める時に
一番相談する相手は母親
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「内の目」から見た建設産業

複数のゼネコンの、
現場の職長会に出席している人を

対象にアンケート調査を実施

●(一財)建設産業経理研究機構 (一財)建設業振興基金「建設業の経理 2017春季号」

調査：芝浦工業大学教授 蟹澤 宏剛

「子どもに現場で技能者として
働くことを勧めたいですか？」

回答者
900人中、
約89％は

「いいえ」と回答
「勧めたい」

11％

「勧めたくない」
89％
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３．高校生に建設産業への就職を
考えてもらうには
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建設産業への就職を考えてもらうためには？

①インターンシップ

②資格取得の推進

③中学時代からのＰＲ

④入職してから大事に育ててもらえるという期待
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①インターンシップ

P27・P42 参照

●(一財)建設業振興基金「平成27年度 建設系学科を設置する工業高等学校における取組事例集」
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学校名 学科 学年 人数 日付 協力団体等

都立
葛西工業高等学校

建築科 ２年生
39名

（女子3名）
4/27
（水）

（株）ＪＭ

さいたま市立
大宮西中学校

－
１年生
２年生

137名
169名

8/31
（水）

（株）ＪＭ・大和ハウス工業（株）・佐藤工業（株）
（一社）埼玉県左官業協会・日本工業大学

千葉県立
安房拓心高等学校

総合学科
土木系列

２年生
24名

（女子2名）
11/30
（水）

千葉県鉄筋業協同組合
（（株）ダイニッセイ、（有）ハリマ）

さいたま市立
大谷口小学校

－ ６年生 94名 1/21
（土）

（株）アキュラホーム・国土交通省関東地方整備局

（株）ＪＭ・全国低層住宅労務安全協議会・大和ハウス工業（株）

神奈川県立
磯子工業高等学校

建設科
建築コース

２年生
36名

（女子2名）
3/8
（水）

関東圏専門工事業担い手確保・育成推進協議会（夢協）
神奈川建設重機協同組合・全国クレーン建設業協会神奈川県支部

「国土交通省学校キャラバン」の開催
平成２９年度の学校キャラバン第一回目は、高等学校において建設業の仕事内容についての説明を映像を交えて説明を行った。
先月末の中学校での開催では、１～３年生２６６名に対して実施した。今回は、昨年度実施したドローン、VR、ロボットスー

ツ体験に加え、近隣の工業系高等学校に出展いただき、高校生の授業・実習を体験してもらった。
出展の高等学校の在校生（1年生女子2名、2年生男子3名）が実習助手として参加しているので、中学生の体験終了後に、高校

生にも各出展者の説明・体験、実際に現場で働く女性技術者との交流会を行ったことで、建設業界での仕事をより身近に感じて
もらえたようである。１２月には、小学校での開催を予定している。

平成28年度 「国土交通省学校キャラバン」開催実績

平成29年度 「国土交通省学校キャラバン」開催実績及び予定

学校名 学科 学年 人数 日付 協力団体等

東京都立
南葛飾高等学校

普通 1-2年
希望者
10名

7/3
(月) ―

さいたま市立
七里中学校

－ 全学年 266名 8/31
（木）

（株）ＪＭ・大和ハウス工業（株）・埼玉県立いずみ高等学校
埼玉県立大宮工業高等学校・(一社)埼玉県建設業協会
全国低層住宅労務安全協議会

さいたま市立
文蔵小学校

－
調整中 調整中 12月 調整中
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「子ども霞ヶ関見学デー」の開催
【開催日】平成29年8月2、3日 【来場者】 3,836人

【建設産業戦略的広報推進協議会 実施プログラム】
○職人さんになってみよう！
〈協力団体〉(一社)全国中小建築工事業団体連合会、(一社)日本造園組合連合会、(一社)日本アン
カー協会

○乗ってみよう！「はたらくくるま」！
〈協力団体〉戸田建設(株)

○ぐるぐるまわろう！スタンプラリー（参加者へのグッズ配布）
〈協力団体〉(一社)日本建設業連合会、(一社)全国建設業協会、(一社)全国中小建設業協会、(一
社)東京建設業協会、(一社)建設産業専門団体連合会、(一社)職人育成塾、日本室内装飾事業協同組
合連合会、(独)勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部、戸田建設(株)、東日本建設業保
証(株)、キャタピラー教習所(株) 等

【ミニショベル操作体験】

【庭師職人体験】

【アンカー職人体験】

年度 1位 2位 3位 4位 5位

29年度

農水省 文科省 国交省 経産省
環境省
厚労省

7,222 6,104 3,836 3,220 3,150

28年度
農水省 文科省 経産省 国交省

厚労省
環境省

6,664 4,928 4,346 3,558 2,725

27年度
農水省 文科省 国交省 厚労省 環境省

4,787 4,638 3,225 2,884 2,284

26年度
農水省 文科省 経産省 国交省 厚労省

4,771 3,960 3,221 2,030 1,589

25年度
農水省 文科省 厚労省 外務省 国交省

6,327 3,224 1,742 1,684 1,545

24年度
文科省 農水省 国交省 厚労省 総務省

3,797 3,320 1,335 1,170 1,047

単位：人子ども霞が関見学デー来場者数の推移

【スタンプラリー】

釧路新聞(平成29年8月14日)

【大工職人体験】
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若者の建設業への入職状況

全国の工業高校の進路状況調査
(平成28年3月実施)

・建築系：239校
・土木系：167校

①建設業への就職

２４年度 ２５年度 ２６年度
1,474人 1,600人 1,895人
34.0% 37.7% 40.0%

1,039人 1,155人 1,327人
40.30% 45.40% 49.00%

建築系学科

土木系学科

●(一財)建設業振興基金「平成27年度 建設系学科を設置する工業高等学校における取組事例集」

回答数202
（回答率49.8％）
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建設業の若年離職率が多い原因

1位：土日出勤がある

2位：残業が多い

3位：給料が安い

4位：仕事への理解度の低さ

5位：重労働である

6位：教えてくれる先輩がいない

●(一財)建設業振興基金「平成27年度 建設系学科を設置する工業高等学校における取組事例集」
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【研修内容】

・基調講演（浦江真人 東洋大学教授）

・建設業総論

（ゼネコン・ハウスメーカー・専門工事会社）

・グループディスカッション

・監理技術者講習映像教材視聴

・鉄筋・型枠（座学）

・墨出し

・鉄筋組立

・型枠建込み

・型枠・鉄筋解体

＜担い手の育て手（指導者等）の確保に向けて＞

文部科学大臣認定「実務施工体験研修」
教員免許更新制における免許状更新講習（選択領域）に対応

本年８月２４～２６日、富士教育訓練センターにおいて、

教育現場における建設実務面の支援を目的として、

宿泊（2泊3日）の講習を実施。

なお、平成21年より教員免許更新制が導入されているところ。
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工業高校の先生の声①

１．しばらく建設業からの求人が途切れてしまっていた。
今、送り出した場合、すぐ上の人との年齢差が大きく、
意思疎通が心配。しかし、休日、福利厚生や新人教育を
しっかりしているところには生徒を送り込みたいと思う。

２．高校生と企業側のギャップが大きい。
生徒は「職場環境、休暇」を聞いているのに、
企業は「施工実績、技術力」を説明することが多い。

３．高校生はやりがいを求めている。
キツイとかは知っている。
（他産業も様々なキツさはあるので。）

４．日本の産業を支えていく一人として
働くことの達成感を生徒に教えていくには、
様々な体験をさせるチャンスをどのように作っていくか、
教員の務めだ。学校では教えきれない専門性については、
建設企業の協力を得たい。（インターンシップ等への期待） 21



工業高校の先生の声②

５．企業側も入社後のミスマッチを防ぐため、
インターンシップや応募前見学の実施等の取組をしてくれていて、
進路先を決めてから採用試験まで
生徒のモチベーションの維持をできている。
しかし、実は、「進路先を決める段階」で一番苦しんでいると思う。
要するに、「専門の職につきたいが、どんな職種があるのか」
といった点はよくわからずにいる。

６．建設業界の人手不足の危機について、
長時間労働や事故の多さなどが原因であることは、
工業高校の先生も生徒も新聞やニュースで知っている。
しかし、今、建設業界がどのように変わろうとしているのかは、
（自分を含め）理解していない。
（今回の実務施工体験研修に参加して、

建設業に対するイメージが変わった。）
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４．働き方改革に向けて
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①賃金について

24



25



26



27



②週休２日の実現に向けて
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③処遇⇒「キャリアパス」の見える化

職業レベル レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

名　　称 初級技能者 中堅技能者 職長・熟練技能者 登録基幹技能者

経験年数（目安） 3年まで 4～10年まで 5～15年まで 10～15年以上

対象技能者
イメージ

指示された作業を、手順に基づき、他の
作業者と一緒に実施できる。

分担された作業を手順に基づいて正確に
実施できる。職種によっては、施工図を
作成し、自分で加工できる。

現場管理や工法、技術等について元請管
理者と協議し、作業手順の組み立て、作
業員への的確な指示・調整等ができる。

高度な技術・技能を有し、現場管理や工
法、技術等について元請管理者と協議で
きる。また、他職種との調整など、
QCDSEの総合的な管理ができる。

教育訓練
初期教育訓練

※富士教育訓練センター
職業訓練校等

職長教育 登録基幹技能者講習

技能検定 3級 2級 1級

職業能力基準（案）の整備

○「共通編」 それぞれのレベル・技能者像を踏まえ、知識、社会性及び適性の
各分野に分けて、各レベルに応じて求められる
能力を段階的に整理し、その上で、建設現場に関わる職種に
共通して求められる施工図、安全管理、現場管理、
段取りと作業管理を合わせて作成。

○「職種別」 平成２７年度：とび、鉄筋、型枠、左官
平成２８年度：内装仕上、機械土工、電気工事、管工事
平成２９年度：ダクト、山岳トンネル、建築塗装、コンクリート圧送

前２年において策定した基準のフォローアップ及び
新たな職種に係る職業能力基準（案）の検討・策定

今後も普及促進へ向けた活動を継続
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５．工業高校の先生が
建設業界へ望むこと
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工業高校の先生が建設業界へ望むこと①

参考：P49

●(一財)建設業振興基金「平成27年度 建設系学科を設置する工業高等学校における取組事例集」

【求人関連】

【雇用関連】

求人票の早期提出
をお願いしたい。
（解禁日である7/1
に合わせて欲しい。）

景気に左右されることなく、
毎年の安定的・継続的
な求人をお願いしたい。

完全週休２日制の導入と
給与額の改善がされない限り、
生徒を就職させる保護者の
理解を得ることは困難。
製造業と比較すると見劣りする。

サービス残業や休日出勤など
職場環境の改善が急務である。

（施工管理として就職した場合）
他の業界と比較して
研修期間が短い。
若い人材を育成していこうとする
意識を高めて欲しい。
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工業高校の先生が建設業界へ望むこと②

●(一財)建設業振興基金「平成27年度 建設系学科を設置する工業高等学校における取組事例集」

【その他】

発注者との工期交渉等を行って、
時間的にも精神的にも
ゆとりを持てるようにしてほしい。

小中学生・保護者（特に母親）、
教員に対するＰＲを
お願いしたい。

女性からの理解が得られていない
ことが多いので、仕事内容を
クリーンなイメージで
伝えていただきたい。

建設業は地域社会に
無くてはならない仕事なので、
地域社会への貢献や
就業意欲が持てるような
政策（ＰＲ）が必要。

仕事ぶりについて、
メディアに多く取り上げて
もらえるようにしてほしい。
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６．建設キャリアアップシステム
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７．女性活躍に向けて
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建設産業女性活躍推進事業

①課題解決に向けたコンサルティング業務の実施
・女性活躍推進相談窓口の設置（本年8月末～）
・相談事例集の作成

②建設産業女性活躍セミナーの開催
・全国各地で１０箇所（10～12月）
・近畿では大阪市（建設交流館）において

１１月17日(金)開催予定
③女性の入職等に資する情報発信業務の実施

↓↓
活躍する女性のネットワークの構築

男女ともに働きやすい職場環境づくり
ワークライフバランスの実現

40



８．（一財）建設業振興基金の
事業について紹介
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【主な事業】

作文コンクール、建設業界ガイドブックの発行、学校キャラバン、子ども
霞が関見学デー、WEB「建設現場へGO!」におけるコンテンツ拡充など、
近年は広報事業を中心に展開

●取組の概要
建設産業の総合的な人材確保・育成対策（建設産業活性化会議中間とりまとめ：H26.6）

１．技能者の処遇改善の徹底 ２．誇り（若手の早期活躍の推進）

４．教育訓練の充実強化
ハード・ソフト機能の充実強化

３．将来性（将来を見通すことのできる環境整備）

６．建設生産システムの省力化・効率化・高度化５．女性の更なる活躍の推進

「建設産業担い手確保・育成コンソーシアム」を設置（H26.10）

・地域における総合工事業団体、専

門工事業団体、職業訓練校、教育
機関、行政等からなる地域連携ネッ
トワークを構築

・担い手確保・育成のための各種事
業を実施

富士教育訓練センターを中心とする
職業訓練校ネットワークを設置し、情
報交換、相互協力を推進

・プログラム・教材等の整備
・講師の養成支援

・担い手確保・育成に関する情報等
の集約及び提案

・若年者の入職促進に向けた戦略的
広報の推進のためのコンテンツ整備

地域連携ネットワークの構築支援 職業訓練校のネットワークの構築教育訓練等基盤の充実・強化

中核的機能

【事業内容】

離転職者、未就職者等の建設業への入職を促進するため、本財団
や地域の建設業団体が中心となって、関係機関と連携の下、求職者
の「募集・職業訓練・就職斡旋」をパッケージにより実施。

ソフト事業の充実・強化の一翼を担うため

●厚生労働省受託事業
●平成27年度からの5カ年事業
●平成27、28、29年度は(一財）建設業振興基金が受託

設立：平成5年（事務局：（一財）建設業振興基金）
※運営は国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課と共同

目的：若年者の就業促進、人材の育成・定着、その他建設産業
における人材対策を推進

●プログラム・
教材の提供

●広報コンテンツ
の提供

●情報共有
等

【建設労働者緊急育成支援事業】（厚生労働省） 【建設産業人材確保・育成推進協議会】

【コンソーシアム事業の概要】

●プログラム・
教材等の提供
●講師養成支援
●情報共有

●広報コンテン
ツの構築・活用
●情報共有

地域連携ネット
ワークにおけ
る持続可能な
教育訓練シス
テムの構築に
つながる取組
み

地域連携
ネットワーク
事業の具体
化につなが
る一方策

建設産業人材確保・育成方針策定会議

最終報告：H25.11
事務局 ：（一財）建設業振興基金

・全国各地域における教育訓練体系の構築
・中核的センターの確立 等
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① 教育訓練を実施するための職業能力
基準の整備・導入

② 教育訓練カリキュラムの検証とプロ
グラム・教材等の整備

③ 講師の養成支援

④ 入職の促進に資する情報の共有と広報
コンテンツの整備

中核的機能の具体的内容

○ 建設産業の担い手確保・育成について、実績、知見、能力を有し、今後の担い手確保・育成を推進していく意志を有する者によるコンソー
シアムを立ち上げ（26年10月）、地域における総合工事業団体、専門工事業団体、職業訓練校、教育機関等による地域ぐるみ、業界ぐるみの
入職促進、育成、定着のための事業を支援。

○ 事業推進に当たっては「アクションプログラム」を策定し、建設業振興基金に設置された「担い手育成基盤整備基金(ソフト事業分)」(5億
円)を活用し、地域連携ネットワークの構築に要する経費について、平成26年度から5ヶ年を目途に支援。（「建設産業担い手確保・育成アク
ションプログラム第１版（26年10月29日）」、「第2版（27年4月22日） ）」、「第3版（28年4月28日）」、「第4版（29年4月18日）」）

地域における教育訓練を支援するため、
プログラム・教材、コンテンツを整備・
提供。当面、以下の事業を実施。

［アクションプログラムの概要］
○ 担い手不足が懸念される野丁場系の技能職種に当面の重点を置き、本コンソーシアム及び富士教育訓練センターが中核的機能を担いつつ、
教育訓練体系の構築支援。
○ コンソーシアムの事業は以下の３本柱。

１．建設産業担い手確保・育成コンソーシアム１．建設産業担い手確保・育成コンソーシアム

中核的機能

総合工事業団体、専門工事業団体、職業訓練校、教
育機関、地方公共団体等からなる地域連携ネットワーク
による担い手確保・育成のための取組みを支援。

２.教育訓練等基盤の充実・強化 ３.職業訓練校ネットワークの構築１.地域連携ネットワーク構築支援

建設産業の担い手確保・育成に取
り組む関係団体・機関が、効果的な
教育訓練を行うための条件整備。

「教育訓練等基盤の充実・強化」の成
果の共有・活用、及び職業訓練校間の
状況交換・相互協力の推進。
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建設産業担い手確保・育成コンソーシアムアクションプログラム
（第４版）の概要 （平成２９年４月１８日策定）

アクションプログラム（第４版）の基本的考え方

教育訓練における中核的機能の役割を果たすため、関連機関と連携して、プログラム・教材や広報等の教育訓練基盤の充実・
強化を図る。
（１）職業能力基準及びプログラム・教材の拡充整備
①職業能力基準の普及・定着に向けた取組み
・職業能力基準（「共通編」・「とび」・「鉄筋」・「型枠」・「左官」・「機械土工」・「電気工事」・「管工事」・「内装工事」についての普及
促進を図るとともに、レベル２及びレベル３を対象とした職業能力基準を用いた継続教育や、技能者評価の指標とするための方

策、地域連携ネットワーク等との連携による入職後のフォローアップ研修についての検討を行う。
・関連団体等のニーズ等を踏まえつつ、対象職種の順次拡大を図る。
②「建設現場で働くための基礎知識（建築工事編：第一版）の普及と展開等
・パワポ教材「建設現場で働くための基礎知識（建築工事編 第一版）」について、地域連携ネットワーク、建設労働者緊急育成
支援事業、工業高等学校、専門学校等における普及推進を図る。また、用語集における項目の追加等、内容の充実を図り、
全体としては土木分野への対応等についても検討を行う。
③教員免許更新制に対応する更新講習
・教育関係者との連携強化の一環として検討してきた教員免許更新制における選択領域講習の本格実施に向けた展開を図る。

（２）担い手確保・育成に関する情報等の集約及び発信
○「担い手確保・育成取組み事例集」において、地域の取組みをより効果的に支援するため、更に事例収集について充実強化。
（３）若年者の入職促進に向けた戦略的広報の推進
①人材協が運営するWEBサイトの拡充
ホームページ「見る・知る・働く 建設現場へGO！」、「18歳のハローワーク」、「建設産業で働く女性がカッコイイ」等の拡充。
②その他広報素材の充実
「建設業界ガイドブック2017」について、教育機関等へ提供。電子ライブラリーの素材（写真・イラスト等）の追加。

地域の関係者が一体となって教育訓練体系を構築することを目指し、地域における担い手確保・育成のためのネットワーク構築を支援する。
（１）地域連携ネットワークの新たな支援先の選定等
平成29年度は、新たに7件追加し、ネットワーク構築に向けた取組みを支援（計42団体）

（２）地域連携ネットワークへの情報提供等及び事業推進に係る課題の整理
地域や取組み内容等の特性に応じ、持続可能な取組みとなることを目指し、関係団体等との連携のあり方や講師の確保・育成方法、国や県等の助成金
の活用方策等について検討（地域連携ネットワークの事業内容を評価するための方策検討、教育機関との連携強化、経営者向けの情報提供等）

２．教育訓練等基盤の充実・強化

１．地域連携ネットワークの構築支援

３．職業訓練校等
ネットワークの拡充

事業内容

本コンソーシアム事業と関連が深い国の施策と連携を図り支援

これまでのコンソーシアム事業の成果を踏まえつつ、基本的な考え方を踏襲した上で、平成２９年度においても具体的な取組みを更に拡充・発展させていくこととする。と
りわけ、「若者を建設産業に取り戻す」との観点から、今まで以上に教育関係者との緊密な情報交換の機会を確保し、強い信頼関係を構築するとともに、各地における教
育訓練の枠組みが本コンソーシアムの活動期間の終了後にあっても持続的なものとして発展されるべく、事業の伸展を図ることとする。

① 地域における職業訓練
校等の講師発掘・養成の支
援

各地域の職業訓練校講師
の養成及び研修講師の資
質向上を目的とした講師養
成プログラム（案）の内容検
証を行う。

② その他職業訓練校等に
おける諸課題への対応

「建設関連職業訓練校等
連絡会議」を開催し、建設
産業における担い手の育成
に取り組む関係各機関の間
の情報交換、相互協力を推
進する。

※赤字・・・第3版からの主な変更点
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地域連携ネットワーク構築支援

平成26年度 平成27年度 平成28年度

（一社）兵庫県建設業協会

長崎県建設産業団体連合会

（一財）みやぎ建設総合センター
（一社）群馬県建設業協会
（一社）愛知県建設業協会
（一社）石川県建設業協会
関西鉄筋工業協同組合

（一財）みやぎ建設総合センター
（一社）群馬県建設業協会
（一社）静岡県建設業協会
（一社）三重県建設業協会
関西鉄筋工業協同組合

（一社）北海道建設業協会
群馬県板金工業組合
（一社）埼玉県建設産業団体連合会
建設産業専門団体関東地区連合会
（一社）横浜建設業協会
（一社）長野県建設業協会
（一社）島根県建設業協会
（一社）広島県建設工業協会
（一社）山口県建設業協会
建設産業専門団体四国地区連合会
（一社）愛媛県建設業協会
（一社）福岡県建設専門工事業団体
連合会
（一社）佐賀県建設業協会
（一社）鹿児島県建設業協会

実施事業 ２団体

予備調査 ５団体

予備調査 １４団体

（一社）北海道建設業協会
（一社）秋田県建設業協会
（一社）埼玉県建設産業団体連合会
（一社）横浜建設業協会
（一社）島根県建設業協会
建設産業専門団体四国地区連合会
（一社）福岡県建設専門工事業団体連合会
（一社）鹿児島県建設業協会

（一社）茨城県建設業協会
（一社）東京都中小建設業協会
（一社）新潟県建設業協会
（一社）山梨県建設業協会
（一社）滋賀県建設業協会
（一社）京都府建設業協会
（一社）和歌山県営繕協会
（一社）岡山県建設業協会
大分県建設産業団体連合会
（一社）沖縄県建設業協会

予備調査 １０団体

予備調査：5団体 19団体 10団体
実施事業：2団体 11団体 26団体
合計：7団体 30団体 36団体

【地域連携ネットワーク構築支援 予備調査・実施事業 28年度までの実績及び29年度選定先】

（一社）福島県建設業協会
（一社）岐阜県建設業協会
（一社）愛知県建設業協会
（一社）石川県建設業協会

実施事業 ９団体

（一社）室蘭建設業協会
群馬県板金工業組合
建設産業専門団体関東地区連合会
（一社）長野県建設業協会
（一社）山口県建設業協会
（一社）愛媛県建設業協会
（一社）佐賀県建設業協会

実施事業 １５団体

平成29年度

実施事業 ９団体

（一社）茨城県建設業協会
（一社）新潟県建設業協会
（一社）滋賀県建設業協会
（一社）和歌山県営繕協会
（一社）沖縄県建設業協会

（一社）東京都中小建設業協会
（一社）山梨県建設業協会
（一社）京都府建設業協会
大分県建設産業団体連合会

（一社）福井県建設業協会
（一社）大阪府建団連

但馬地域建設産業振興会
（一社）奈良県建設業協会

（公財）鳥取県建設技術センター
（協）中国建設専門工事業協会

（一社）職人育成塾

実施事業 ７団体

－

26団体＋16団体
４２団体

事業継続

事業継続
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職業レベル レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

名　　称 初級技能者 中堅技能者 職長・熟練技能者 登録基幹技能者

経験年数（目安） 3年まで 4～10年まで 5～15年まで 10～15年以上

対象技能者
イメージ

指示された作業を、手順に基づき、他の
作業者と一緒に実施できる。

分担された作業を手順に基づいて正確に
実施できる。職種によっては、施工図を
作成し、自分で加工できる。

現場管理や工法、技術等について元請管
理者と協議し、作業手順の組み立て、作
業員への的確な指示・調整等ができる。

高度な技術・技能を有し、現場管理や工
法、技術等について元請管理者と協議で
きる。また、他職種との調整など、
QCDSEの総合的な管理ができる。

教育訓練
初期教育訓練

※富士教育訓練センター

職業訓練校等

職長教育 登録基幹技能者講習

技能検定 3級 2級 1級

職業能力基準（案）の整備

教育訓練等基盤の充実・強化

「プログラム・教材等ワーキンググループ」において主に以下の活動を実施

20

○「共通編」 それぞれのレベル・技能者像を踏まえ、知識、社会性及び適性の各分野に分けて、各レベルに応じて求められる
能力を段階的に整理し、その上で、建設現場に関わる職種に共通して求められる施工図、安全管理、現場管理、
段取りと作業管理を合わせて作成。

○「職種別」 平成２７年度 ： 「とび」、「鉄筋」、「型枠」、「左官」 平成２８年度 ： 「内装仕上」、「機械土工」、「電気工事」、「管工事」
平成２９年度 ： 前２年において策定した基準のフォローアップ及び新たな職種に係る職業能力基準（案）の検討・策定

今後も普及促進へ向
けた活動を継続

新規入職者向け教材開発

【建設現場で働くための基礎知識】
（建築工事編：第一版）

目次
１．建設業の役割とその魅力

２．建築物の主な構造種別

３．施工の体制と工事の流れ

４．現場で活躍する専門職種の紹介

５．建設現場の安全

６．作業現場に入場する際の注意点

７．建設現場作業に関する共通事項(図面等）

８．仮設（足場・仮囲い）の共通事項

９．工具と材料の共通事項

１０．現場作業の技能の基礎

〇 主に建築躯体系新規入職者（レベル１）や

入職希望者を対象とした教育訓練での利用

を念頭に作成。

地域連携ネットワーク
等での活用を推進
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https://youtu.be/6stqrbZzbew 47

映像の教材の開発
スマホ世代に適した教育システムとは？



・担い手確保・育成に関する事業説明会の開催（以下は29年度実績）

【日時】平成29年7月13日（木）10：00～12:00
【場所】（一財）建設業振興基金３階 301会議室 約40名出席

国土交通省、厚生労働省、法務省、中小企業庁が取り組む建設人材の
確保・育成に関連する政策などについての説明会を開催。

■国土交通省
社会保険加入対策に係る各種の取組や建設キャリアアップシステムに
ついて説明

■厚生労働省
「建設労働者確保育成助成金」で本年度に新設された建設業若手・女
性労働者向けトライアル雇用助成コースをはじめ、若年労働者の定着
促進のための職場環境づくりに関する研修などの支援策について説明

■法務省
刑務所出所者を雇用し、社会復帰に協力する「協力雇用主制度」への
協力を呼びかけるとともに、受刑者・少年院在院者に対する就労支援
の取組について説明

■中小企業庁
中小企業・小規模事業者の人で不足対応ガイドラインをはじめ、関連
施策を活用することで事業者の取り組みを後押しすることを説明

■建設業振興基金
担い手確保・育成に関する取り組みや人材協が運営するウェブサイト
「建設現場へＧＯ！」をリニューアルしたことなどを紹介

撮影日：平成29年7月13日 48



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土地・建設産業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

建設産業人材確保・育成推進協議会建設産業人材確保・育成推進協議会

H29 H28 H27 H26

高校生 1,235 1,290 1,314 1,082

社会人 503 452 399 275

１．各分科会の活動

（１）企画分科会

・作文コンクールの開催（以下は29年度実績）

【募集期間】 平成29年5月15日～7月14日
【国土交通大臣賞授与式】 平成29年10月6日（金）

○「社会人の作文コンクール」では、「私たちの主張 ～未来を創造する建設業～」をテーマに、建設業がもたら
す「夢」や「憧れ」、建設業の仕事を選んだ動機、仕事のやりがいや自分の目標、これから就職しようとする若者
へのメッセージやアドバイス等、建設産業のイメージアップにつながるテーマで、建設業従事者より作文を募集。
応募総数 503作品より、国土交通大臣賞3名、土地・建設産業局長賞2名、佳作10名を選出。

○「高校生の作文コンクール」では、『「建設業の未来」を担う高校生の君たちへ～』をテーマに、建設業に対す
るイメージ、好きな建物、構造物（ダム・橋梁等）あるいは将来造りたい建物等、建設業へ就業した場合の5年後、
10年後の自分等をテーマとして、全国の工業高校の建築学科、土木学科等の在校生より作文を募集。
応募総数 1,235作品より、国土交通大臣賞2名、土地・建設産業局長賞3名、佳作10名を選出。国土交通大臣賞、

土地・建設産業局長賞を掲載した入賞作品集を作成して配布予定。

近年の応募数

平成２９年度 建設産業人財確保・育成推進協議会

ＣＩＵ
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・建設業界ガイドブック２０１７の作成

・担い手確保・育成に関する事業説明会の開催（以下は28年度実績）

【日時】平成28年7月14日（木）10：00～12:00
【場所】（一財）建設業振興基金3階 301会議室 約50名出席

国土交通省、厚生労働省、法務省から各担当者を迎え、国土交通省からは建設産業担
い手確保・育成に関する現状や、政策等を踏まえた今後の流れ等について、また、厚生
労働省からは、担い手確保・育成に関する助成金の種類や活用方法、活用事例等につい
て、法務省からは刑務所出所者の雇用促進等について、説明が行われた。

昨年度に引き続き、「建設業界ガイドブック2017」を2017年3月に作成して、協賛団体等に配布した。昨年度は大幅な改訂を行った
ため、今回大幅な変更は行わず、業種紹介頁に１業種（道路標識・標示業）のみを追加して作成。
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学校名 学科 学年 人数 日付 協力団体等

都立
葛西工業高等学校

建築科 ２年生
39名

（女子3名）
4/27
（水）

（株）ＪＭ

さいたま市立
大宮西中学校

－
１年生
２年生

137名
169名

8/31
（水）

（株）ＪＭ・大和ハウス工業（株）・佐藤工業（株）
（一社）埼玉県左官業協会・日本工業大学

千葉県立
安房拓心高等学校

総合学科
土木系列

２年生
24名

（女子2名）
11/30
（水）

千葉県鉄筋業協同組合
（（株）ダイニッセイ、（有）ハリマ）

さいたま市立
大谷口小学校

－ ６年生 94名 1/21
（土）

（株）アキュラホーム・国土交通省関東地方整備局

（株）ＪＭ・全国低層住宅労務安全協議会・大和ハウス工業（株）

神奈川県立
磯子工業高等学校

建設科
建築コース

２年生
36名

（女子2名）
3/8
（水）

関東圏専門工事業担い手確保・育成推進協議会（夢協）
神奈川建設重機協同組合・全国クレーン建設業協会神奈川県支部

（２）広報分科会

・「国土交通省学校キャラバン」の開催（以下は28年度・29年度実績及び予定）

平成２９年度の学校キャラバン第一回目は、高等学校において建設業の仕事内容についての説明を映像を交えて説明を行った。
中学校での開催では、１～３年生２６６名に対して実施した。今回は、昨年度実施したドローン、VR、ロボットスー

ツ体験に加え、近隣の工業系高等学校に出展いただき、高校生の授業・実習を体験してもらった。
出展の高等学校の在校生（1年生女子2名、2年生男子3名）が実習助手として参加しているので、中学生の体験終了後に、高校

生にも各出展者の説明・体験、実際に現場で働く女性技術者との交流会を行ったことで、建設業界での仕事をより身近に感じて
もらえたようである。１２月には、小学校での開催を予定している。

平成28年度 「国土交通省学校キャラバン」開催実績

平成29年度 「国土交通省学校キャラバン」開催実績及び予定

学校名 学科 学年 人数 日付 協力団体等

東京都立
南葛飾高等学校

普通 1-2年
希望者
10名

7/3
(月) ―

さいたま市立
七里中学校

－ 全学年 266名 8/31
（木）

（株）ＪＭ・大和ハウス工業（株）・埼玉県立いずみ高等学校
埼玉県立大宮工業高等学校・(一社)埼玉県建設業協会
全国低層住宅労務安全協議会

さいたま市立
文蔵小学校

－
調整中 調整中 12月 調整中
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・「子ども霞ヶ関見学デー」の開催（以下は29年度実績）

【開催日】平成29年8月2、3日 【来場者】 3,836人

【建設産業戦略的広報推進協議会 実施プログラム】
○職人さんになってみよう！
〈協力団体〉(一社)全国中小建築工事業団体連合会、(一社)日本造園組合連合会、(一社)日本アン
カー協会

○乗ってみよう！「はたらくくるま」！
〈協力団体〉戸田建設(株)

○ぐるぐるまわろう！スタンプラリー（参加者へのグッズ配布）
〈協力団体〉(一社)日本建設業連合会、(一社)全国建設業協会、(一社)全国中小建設業協会、(一
社)東京建設業協会、(一社)建設産業専門団体連合会、(一社)職人育成塾、日本室内装飾事業協同組
合連合会、(独)勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部、戸田建設(株)、東日本建設業保
証(株)、キャタピラー教習所(株) 等

【ミニショベル操作体験】

【庭師職人体験】

【アンカー職人体験】

年度 1位 2位 3位 4位 5位

29年度

農水省 文科省 国交省 経産省
環境省
厚労省

7,222 6,104 3,836 3,220 3,150

28年度
農水省 文科省 経産省 国交省

厚労省
環境省

6,664 4,928 4,346 3,558 2,725

27年度
農水省 文科省 国交省 厚労省 環境省

4,787 4,638 3,225 2,884 2,284

26年度
農水省 文科省 経産省 国交省 厚労省

4,771 3,960 3,221 2,030 1,589

25年度
農水省 文科省 厚労省 外務省 国交省

6,327 3,224 1,742 1,684 1,545

24年度
文科省 農水省 国交省 厚労省 総務省

3,797 3,320 1,335 1,170 1,047

単位：人子ども霞が関見学デー来場者数の推移

【スタンプラリー】

釧路新聞(平成29年8月14日)

【大工職人体験】
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・「夏のリコチャレ２０１７」への参加

(株)日刊建設通信新聞社と日本大学理工学部共催の「夏のリコチャレ２０
１７」が８月１０日（木）に日本大学理工学部駿河台校舎１号館で開催され
た。女子中高生を主な対象とし、理工系の職業に興味を持ってもらおうとい
うイベントであり、約２００人が来場した。

約５０企業・団体が出展し、建設産業戦略的広報推進協議会としては「建
設業界ガイドブック２０１７」と「ニッポンをつくる人たちまもる人たち」
を配布し、「建設業では、一つのものをつくるのに、様々な職種や業種の人
達がかかわって仕事をしている」ということを説明した。

来場者の中には、４時間かけて各ブースをまわった熱心な学生もいた。
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（３）共通

・HP 「建設現場へGO！」リニューアル
・パンフレット「ニッポンをつくる人たち、まもる人たち」

・取組事例データベース、電子ライブラリー

平成２８年度の改訂内容

・【守る】
地域を守る取組についての項目追加
・【知る】
建設現場へＧＯ！の広告を設置
・【働く】
建設労働者緊急育成支援事業の紹介
・ＱＲコードによる誘導

・取組事例総数：349件
・電子ライブラリー写真追加（500件）

イベントカレンダー

スマホ・タブレット対応

新着情報・お知らせ

様々なジャンルからの
検索に対応！

地域で検索、専門職種で検索、
高校生・保護者などの対象で検索、
様々なジャンルからの検索に対応！

協賛団体等のイベントを
表示可能になりました。

様々な大きさの画面に
合わせたレイアウト表示
に対応！

WEBサイト「建設現場へＧＯ！」をリニューアルしました。
様々な機能を付けることで、より使いやすくなりました。
新着情報を募集しています。

新着情報を
わかりやすく表示
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（４）その他

①建設業イメージアップ戦略実践プロジェクトチーム（CIU）

運営委員会

ワークショップ

・第１回運営委員会 平成28年8月16日

・第２回運営委員会 平成29年3月 3日

・ひとづくり（女性×キャリア）WS
平成28年9月 1日

・地方創生×経営戦略WS
平成28年9月20日

・メディア戦略WS
平成29年2 月17日

・建設業全体のイメージアップを一層強力に推進するため、建設業界において先進的な取組み・女
性活躍の取組みをされている方に加え、有識者、他業界において活躍されている方等の参画のもと
で先鋭的なプロモーションを検討。

・これまでの建設業の魅力を伝える広報活動にとどまらず、建設業全体のイメージアップを一層強
力に推進すべく、建設業界において先進的な取組み・女性活躍の取組みをされている方、有識者、
他業界において活躍されている方等にも参画頂く「建設業イメージアップ戦略実践プロジェクト
チーム（ＣＩＵ（Construction Image Up））」を建設産業人材確保・育成推進協議会のもとに設
置（平成28年8月）。

・第３回運営委員会 平成29年8月22日
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全国各地において、未就職者等の建設業への入職を促進するため、当基金に中央拠点を設置するとともに、地域の総合建設業団体、専門工事業
団体、職業訓練校等に地方拠点を設置し、求職者の「募集・職業訓練・就職斡旋」をパッケージ（以下、「パッケージ業務」）により実施する。

＜募集＞

＜就職支援＞

＜職業訓練＞

○ 本事業は、厚生労働省所管の事業であり、平成27年度から5年間
の時限措置として実施。
○当財団が平成27年度から3年連続で受託。

●中央拠点では、地方拠点と連携の上、求職者
を募集するため以下のような広報等を実施
・ハローワークとの連携による募集
・ポスター、チラシ等の配布
・建設業団体会員企業における縁故採用等の
情報収集
・定時制高校教員等との情報交換
・合同就職説明会の実施
・ホームページ、フリーペーパー、新聞、ＦＭ放
送等の活用

●中央拠点では、富士教育訓練センターにお
いて重機オペレーター、躯体や内装系技能者
の職業訓練をオーダーメイドにより実施すると
ともに、首都圏において、定時制高校生等を対
象とした通学型の職業訓練等、２コースを実施
●地方拠点では、それぞれが状況に応じて、
地域の既存の職業訓練校へ委託する方法や、
地元の公共職業訓練施設等を借りて実施する
方法等により訓練を実施

●地方拠点設置団体をはじめ、当財団が連携
している建設業団体の会員企業を主な対象と
して就職支援を実施。その他、ハローワーク等
との連携により、建設業への入職希望する者
については、可能な限りマッチングに努める。

【事業目標、実績】

○平成27年度：契約額569百万円
目標：職業訓練参加者 600名

修了率：参加者の60％以上
就職率：修了者の70％以上

実績：職業訓練参加者556名
修了率：96.9%(539名)
就職率：71.6%(386名)

○平成28年度：契約額924百万円
目標：職業訓練参加者1,000名

修了率：参加者の60％以上
就職率：修了者の70％以上

実績：就職支援は平成29年6月30日まで継続中のため実績は非公表。

○平成29年度：889百万円
目標：職業訓練参加者1,000名

修了率：参加者の90％以上
就職率：修了者の70％以上

３．厚生労働省 「建設労働者緊急育成支援事業」３．厚生労働省 「建設労働者緊急育成支援事業」
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厚生労働省

建設業振興基金

中央拠点（建設業振興基金に設置）

地方拠点（各建設業団体に設置）

団体役職員

会員企業

各建設業団体

② 職業訓練

① 未就職者等の募集

職員

専任職員
（基金採用の職員又は団体からの出向職員）

連携

職業訓練

・国の施設（地方整備局技術事務所）
・県の施設（建設技術センター等）
・独立行政法人（ポリテクセンター）
・職業訓練法人（富士教育訓練センター等）
・建設業団体、会員企業等の施設・現場等
・民間施設、教習所等

受託

連
携

建設業団体への委託を含め
上記機関等を活用

③ 就職支援（無料職業紹介所の運営）

報告・精算

地方拠点一覧（全２３拠点）：中央拠点と合わせて全国２４拠点において実施
北海道 （一社）北海道建設業協会 兵庫 （一社）兵庫県建設業協会
宮城 （一財）みやぎ建設総合センター 兵庫 豊岡建設技術者養成センター
東京 （一社）全国基礎工事業団体連合会 兵庫 三田建設技能研修センター
東京 （一社）日本機械土工協会・（一社）日本基礎建設協会 大阪 建設産業専門団体近畿地区連合会
東京 （一社）東京都中小建設業協会 広島 （職）広島建設アカデミー
東京 建設産業専門団体関東地区連合会 香川 （一社）職人育成塾
神奈川 （一社）神奈川県建設業協会 高知 （一社）高知県建設業協会
神奈川 （一社）全国クレーン建設業協会神奈川県支部 福岡 （一社）福岡県建設専門工事業団体連合会
石川 石川県造園業協同組合 長崎 長崎県建設産業団体連合会
愛知 建設産業専門団体中部地区連合会 宮崎 （一社）宮崎県建築業協会
愛知 （一社）全国クレーン建設業協会愛知支部 沖縄 （一社）沖縄産業開発青年協会
愛知 （一社）全国タイル業協会
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（１）建設業経理検定 （３級及び４級建設業経理事務士 高等学校向け特別研修の実施）

（２）建設系学科を設置する工業高等学校における取組事例の調査

平成２８年度より施工管理技術検定試験の受験資格が緩和され、当該年度末において満１７才の方に
ついて２級学科試験の受験ができるよう法改正がなされた。このことから、施工管理技術検定試験の指
定試験機関である本財団では、工業高等学校における資格取得支援の取り組みをはじめ、就職支援の状
況、卒業生の進路状況、建設業界に望むことなどのアンケートを実施し、併せて、施工管理技術検定の
取得支援に特に力を入れている１０校の先生方からお話を伺い、その結果を平成２８年６月に、『平成
２７年度 建設系学科を設置する工業高等学校における取組事例集』としてまとめた。事例集は、本財
団ホームページ内「文書データベース」で「工業高等学校 事例集」と検索することで閲覧することが
可能。

なお、平成２９年度においては、「建設企業における採用活動の実態及び工業高校生の就職に関する
識調査」を実施中。

建設系の工業高校生が在学中に取得できる資格には様々なものがあるが、本財団が実施している
「建築／電気工事施工管理技術検定試験」及び「建設業経理検定」についてＰＲするためのポスターを
作成した。

工業高校生の男女が登場するストーリー調のポスターであり、全国の建設系学科を設置する工業高校
約５００校に配布した。

在学中に取得できる注目資格の案内や、ポータルサイト「建設現場へＧＯ！」についてのＰＲを行っ
ている。

（３）資格取得促進ポスターの制作及び配布

建設業経理検定のうち３級及び４級の特別研修（試験と研
修がセットになっているもの：３級：３日間、４級：２日
間）について、一般向け実施とは別に、工業高等学校を中心
に受講いただいている。平成２８年度の実績は右の通り。

級 学校数 受講者数 合格者数 合格率

３級 １９校 ３４１ ３００ ８７．９８％

４級 ３０校 ９５５ ９２９ ９７．２８％

４．その他（教育関係者との連携）４．その他（教育関係者との連携）
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○ 工業高等学校等の先生方に対する広報活動を実施

工業高等学校等の先生方で構成される教科別研究会においては、毎年７～８月の夏休み期間を中心に、

工業教育の発表の場となる研究大会を全国各地で開催しており、各会場には工業高校の先生方が集まり、
現在の教育状況の報告や問題点についての協議が行われる。

本基金では、平成２９年度において、以下の研究会に参加及び参加予定である。

6.東日本建築教育研究会開催状況
6.出展ブース

3.中国地区高等学校工業教育研究大会岡山大会開催状況 59

No. 研究会名 開催日 開催場所

1 東日本高等学校建築教育研究会 3/14 東京都立墨田工業高等学校

2 西日本高等学校建築教育研究会 5/19 岡山県岡山市

3 全国専門学校建築教育研究会 6/17 東京都八王子市

4 中国地区高等学校工業教育研究大会 7/25 岡山県岡山市

5 東日本高等学校土木教育研究会 7/27-28 三重県津市

6 全国高等学校設備工業教育研究会 7/27-28 静岡県掛川市

7 東日本高等学校建築教育研究会 7/27-28 愛知県名古屋市

8 西日本高等学校土木教育研究会 8/10-11 広島県広島市

9 全国専門学校土木教育研究会 9/9-10 神奈川県横浜市

10 全国工業高等学校長協会 第65回研究協議会 10/26-27 栃木県宇都宮市


