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建築・土木系の学生のための 

「スペシャル合同企業説明会」の開催について 

 

愛知県内の有効求人倍率はリーマン・ショック以降の最高値を更新し、引き続き１．８倍台の

高水準で推移している中、建設業分野においては、若年者の建設業離れが顕著化し、相まって労

働者の高齢化が急速に進むなど、人材確保は深刻な問題となっています。 

 こうした状況を踏まえ、愛知労働局では業界団体、中部地方整備局と連携して建設業分野の人

材確保対策に取り組んでいるところですが、取組の一環として建設業に限定した「合同企業説明

会」を開催します。（添付資料別添2～別添4） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（添付資料） 別添 1：取材要領（省略） 

       別添 2：案内チラシ、参加事業所名簿 

       別添 3：会場配置図 

       別添 4：参考資料 

厚生労働省愛知労働局 Press Release 

平成 30 年 3 月 1 日（木） 
【照会先】 
職業安定部職業対策課 
 課  長    大久保 欣史 
 課長補佐    海光 勝徳 
 雇用指導係長  浮須  守 
 電話：052-219-5508（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

１ 日  時  
  平成 30年 3月 8日（木） 

・第１部 先輩社員（女性技術者など）とのパネルディスカッションセミナー 

13:00～13:50 

・第２部 スペシャル合同企業説明会 

14:00～18:00 

２ 場  所  
  ウインクあいち（愛知県産業労働センター）8階展示場 

名古屋市中村区名駅4丁目4-38 

*ＪＲ名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面徒歩5分（約400m） 

*ユニモール地下街5番出口徒歩2分（約170m） 

３ 対 象 者  
・新卒者：2019年 3月大学・短大・高専・専修卒業予定者 

・既卒者：概ね既卒3年以内の方 

４ 参加企業  
  ・企業42社＋2官公庁（予定） 

５ 主  催  
  愛知労働局、ハローワーク（公共職業安定所）、一般社団法人 愛知県建設業協会 



スペシャル合同企業説明会

1日だけの

地元愛知県の建築･土木系優良企業が一堂に会してあなたとお会いします。

主催 :一般社団法人愛知県建設業協会･愛知労働局･ハローワーク　協力 :( 株）リクルートキャリア

お問い合わせ : 052-242-4191（代）　( 一社）愛知県建設業協会まで

●日時

３月8日(木)
●開催場所

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
8F展示場
〒450-0002　名古屋市中村区名駅4丁目4-38
JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面徒歩5分
ユニモール地下街5番出口徒歩2分

●ネットで事前予約が必要です。
▼予約はこちらから
http://www.aikengousetsu.com
事前予約締切　　　　　 3月7日（水）

●対象者
・新卒者（2019年 3月大学・短大・高専・専修卒業予定者）
・第二新卒（概ね既卒3年以内）

「建築･土木系の学生」のための

受付開始 12:00

13:00～18:00

出展企業42社＋2官公庁

★先輩社員（女性技術者など）との
　パネルディスカッションセミナーも開催！
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●株式会社秋吉組
●株式会社浅井工務店
●海部建設株式会社
●株式会社イチテック
●株式会社伊藤工務店
●栄興建設株式会社
●大矢建設株式会社
●株式会社オカシズ
●岡田建設株式会社

●小原建設株式会社
●角文株式会社
●株式会社加藤建設
●株式会社加納工務店
●株式会社河村産業所
●木村建設株式会社
●株式会社近藤組
●榊原建設株式会社
●株式会社シーテック

●ジェイアール東海建設株式会社
●ジェイテクノ株式会社
●昭和土木株式会社
●株式会社杉本組
●鈴中工業株式会社
●関興業株式会社
●太啓建設株式会社
●太洋基礎工業株式会社
●瀧上建設興業株式会社

●中部土木株式会社
●TSUCHIYA株式会社
●東海建設株式会社
●徳倉建設株式会社
●トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社
●日起建設株式会社
●株式会社日東建設
●株式会社ノバック
●株式会社ヒメノ

●水谷建設株式会社
●水野建設株式会社
●名工建設株式会社
●矢作建設工業株式会社
●株式会社山田組
●ヤマダインフラテクノス株式会社
●岡崎市役所
●豊橋市役所

30
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企　　　業　　　　名 所　　　　在　　　　地

1 株式会社秋吉組 春日井市穴橋町字山本1488番地

2 株式会社浅井工務店 名古屋市千種区千種通6丁目29番地

3 海部建設株式会社 海部郡蟹江町城四丁目351番地

4 株式会社イチテック 一宮市せんい一丁目2番19号

5 株式会社伊藤工務店 名古屋市中川区小碓通二丁目25番地

6 栄興建設株式会社 名古屋市中区松原三丁目3番1号

7 大矢建設株式会社 名古屋市天白区池場一丁目606番地

8 株式会社オカシズ 名古屋市東区東大曽根町22番25号

9 岡田建設株式会社 豊川市白鳥町京次52番地の1

10 小原建設株式会社 岡崎市明大寺町字西郷中37番地

11 角文株式会社 刈谷市泉田町古和井1番地

12 株式会社加藤建設 海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19の1

13 株式会社加納工務店 名古屋市中区千代田一丁目4番15号

14 株式会社河村産業所 あま市下萱津字替地1104番地

15 木村建設株式会社 碧南市源氏神明町61番地

16 株式会社近藤組 刈谷市一里山町伐払123

17 榊原建設株式会社 一宮市北園通二丁目10番地

18 株式会社シーテック 名古屋市瑞穂区洲雲町四丁目45番地

19 ジェイアール東海建設株式会社 名古屋市中村区則武一丁目15番7号

20 ジェイテクノ株式会社 名古屋市天白区井の森町163番地  

21 昭和土木株式会社 名古屋市天白区植田山五丁目2301番地

22 株式会社杉本組 名古屋市中区正木四丁目10番15号

23 鈴中工業株式会社 名古屋市中区丸の内一丁目9番7号

24 関興業株式会社 刈谷市司町七丁目38番地

25 太啓建設株式会社 豊田市東梅坪町十丁目3番3号

26 太洋基礎工業株式会社 名古屋市中川区柳森町107番地

27 瀧上建設興業株式会社 名古屋市中川区清船町四丁目1番地

28 中部土木株式会社 名古屋市名東区社台三丁目125番

29 TSUCHIYA株式会社　 名古屋市中区丸の内二丁目2番25号 東照ビル2Ｆ

30 東海建設株式会社 名古屋市港区新船町一丁目一番地

31 徳倉建設株式会社 名古屋市中区錦三丁目13番5号(中央ﾏﾝｼｮﾝﾋﾞﾙ3階)

32 トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社 豊田市亀首町上向イ田65番地

33 日起建設株式会社 愛西市山路町野方149番地の7

34 株式会社日東建設 名古屋市中区伊勢山二丁目11番33号

35 株式会社ノバック 東京都港区西新橋3-2-1 Daiwa西新橋ビル7階

36 株式会社ヒメノ 名古屋市東区東大曽根町12番19号

37 水谷建設株式会社  三重県桑名市大字蛎塚新田328

38 水野建設株式会社 名古屋市千種区徳川山町一丁目12番30号

39 名工建設株式会社 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号(ＪＲｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰｽﾞ34階）

40 矢作建設工業株式会社 名古屋市東区葵三丁目19番7号(葵ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ)

41 株式会社山田組 名古屋市中川区戸田五丁目1213番地

42 ヤマダインフラテクノス株式会社 東海市名和町石塚12番地の5

※　五十音順

「スペシャル合同企業説明会」参加事業所



パネルディスカッション会場

合同企業説明会会場（企業ブース）

「スペシャル合同企業説明会」会場配置図

就職相談コーナー

記
入

台

記入台

企業受付 学生一般求職者受付

記入台

記入台

事業所パンフレットコーナー 事業所パンフレットコーナー 事業所パンフレットコーナー

フリースペース

事業所パンフレットコーナー 事業所パンフレットコーナー

　　別添３



平成２８年度開催実績

１ 日時

平成２９年３月１０日（金）

２ 場所

ウインクあいち ７階展示場

３ 参加事業所数

４０社（内２官公庁）

４ 来場者数

１７８名

・学生：１６７名（事前エントリー２０５名）

・一般： １１名

平成２９年度業界団体、中部地方整備局と連携した取組み

１ 愛知労働局・ハローワーク

・建築・土木系の学生のための「スペシャル合同企業説明会」の開催

平成３０年３月８日（木） １３：００～１８：００

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）８階展示場

・建設業を含む「ミニ面接会」開催

名古屋市内３所ほかにおいて庁舎内等でミニ面接会を７回開催（平成２９年１２月末現在）

・「愛知の未来を創る建設業界」ガイドブックによる入職促進

未経験者等業界への入職促進を図るため、各ハローワーク及び付属施設にて配布

中の冊子の充実。

２ 中部地方整備局・業界団体（中部圏建設担い手育成ネットワーク協議会）

・建設業若手従事者の交流、ネットワークづくり

建設業若手従事者の交流、ネットワークづくりを主な目的とした研修会「第4
回建設若者塾」を平成２９年６月２１日～６月２２日に開催。東海４県の技術者・技能者

３５名を５つのグループに分け、グループディスカッション、現場見学等を実施。

・高校生、高校教師等と専門工事業のマッチング

主に高校生、高校教師等に、建設専門工事業の仕事内容を広く知ってもらうことを

目的に、「第２回建設専門工事業合同体験フェア」を平成２９年５月３１日に開催。一般

公開の会場において、東海４県の生徒３２０名を対象に、７業種の実習体験、５業種の

職種説明を実施。

別添４



主な建設分野の求人・求職動向（愛知労働局）

有効求人倍率は、リーマンショックの影響などにより平成２１年度までは減少傾向
にあったが、その後の震災復興需要などもあり、平成２９年１２月末現在、他職種の
１．８４倍と比較しても６．７６倍～１３．２７倍と現在は高い水準にある。 ※数値は、原数値である。



建設業就業者の年齢構成

平成２８年における建設業就業者の年齢階層別構成比をみると、５５歳以上の
割合が３３．９％となり、３４歳以下の割合は昨年から微増し１９．１％となっている。

就業者の平均年齢では、平成２８年の建設業の生産労働者（男）の平均年齢
は４４．２歳となっており、全産業や製造業に比べ、高齢化が進展。

■ 就業者の年齢構成の推移

■ 就業者の平均年齢の推移

資料：総務省「労働力調査」

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 注：企業規模１０人以上の事業所



新規学卒者の建設業への就職状況

新規学卒者の建設業への就職者数は、平成２８年は昨年より減少したものの、
平成２２年以降でみると増加傾向にある。

資料：文部科学省「学校基本調査」 注：短大・大学等には、高等専門学校、大学院を含む。なお、四捨五入の都合上、グラフと表の数値が一致しないことがある。

（千人）

（千人）

（％）

■ 新規学卒者の建設業への入職状況

建設業における女性就業者数等の推移

建設業全体の就業者数が減少する中、平成２３年より女性就業者数は増加傾向であ
り、平成２８年で７４万人となっている。しかし、女性就業者の比率は全産業や製造業と
比較すると、依然として低い状況。
（％） （万人）

資料：総務省「労働力調査」


