
（ 別添様式１ ）

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組概要

機関・団体等の名称

一般社団法人 鳥取県建設業協会

事業等の名称 進路説明会

１．実施時期

  平成 30 年 5 月 25 日（金）土木系 14 時 50 分～15 時 05 分

               建築系 15 時 05 分～15 時 20 分

２．実施場所

 鳥取市 鳥取県立鳥取工業高校 

３．対象者

 県内建設業界に就職希望の３年生の生徒 20 名（男子 19 名 女子 1 名）

及び保護者 3 名

４．共催・単独等の開催状況

 鳥取県土木施工管理技士会と共催

５．事業等の内容 

土木系と建築系に分れ説明

   土木系・・建設業とは、仕事内容、魅力、現場監督の職務・必要な資格、

        現場での１日、先輩からの一言、社会人としての心構え等

   建築系・・建設業とは、建築工事の組織、施工管理の実務、現場での１日、

        現場監督に求められる資格、社会人としての心構え等

   講師 会員企業

６．期待される効果（実施結果：効果）

   卒業後、建設業に入職し、定着すること

７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案

   説明時間が足りない

８．その他



平成３０年５月２５日 鳥取県立鳥取工業高等学校 進路説明会 

 

 

       
  

 

 

 

  

 

            



（ 別添様式１ ）

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組概要

機関・団体等の名称

一般社団法人 鳥取県建設業協会

事業等の名称 進路ガイダンス

１．実施時期

  平成 30 年 10 月 26 日（金）13 時 30 分～15 時 20 分 

２．実施場所

   鳥取市 鳥取県立鳥取工業高校

３．対象者

  建設業界に就職希望の１、２年生の生徒 65 名及び保護者 4 名

４．共催・単独等の開催状況

 （一社）鳥取県土木施工管理技士会と共催

５．事業等の内容

  ４グループに分かれ、20 分講義を行う

   ・建設業界の流れ、建設業の役割

   ・必要な資格や免許について

   ・自社施工の事例紹介

   ・建設業で働く魅力について

・建設業への入職について 今が入職のチャンス  

講師 協会専務理事、会員企業

６．期待される効果（実施結果：効果）

   建設業に興味を持たせ、卒業後建設業に入職すること

７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案

８．その他



  

 

平成３０年１０月２６日 鳥取県立鳥取工業高等学校 進路ガイダンス 

 

 

  
 

              



（ 別添様式１ ）

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組概要

機関・団体等の名称

一般社団法人 鳥取県建設業協会

事業等の名称 高校生・大学生への出前講座

１．実施時期

平成 31 年 1 月 24 日（木）10 時 30 分～12 時

２．実施場所

鳥取市「鳥取大学 第 42 講義室」

３．対象者（参加予定者数）

   ２回生 56 名（内女子学生 8 名）

４．共催・単独等の開催状況

 鳥取県土木施工管理技士会と共催

５．事業等の内容

   県内企業の魅力をＰＲし、県内企業への入職促進につなげるためのキャ

リア探究

   ・建設業の現状、人材確保・育成の取組みや、仕事のやりがい、ＩＣＴ

活用工事の説明等

 講師 協会専務理事、会員企業 OB２名 

６．期待される効果（実施結果：効果）

   建設産業の魅力発信、イメージアップ、建設業への職業意識を持って頂く

一助とする

７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案

   如何に生徒・学生に関心を持たせることができるか

８．その他



平成３１年１月２４日 鳥取大学工学部 出前講座 

 

         
 

 

         



（ 別添様式 1 ）

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組概要

機関・団体等の名称

一般社団法人 鳥取県建設業協会

事業等の名称 インターンシップ

１．実施時期

 平成 30 年  9 月 3 日（月）～ 7 日（金）5 日間 鳥取工業高等学校

   平成 30 年  9 月 11 日（火）～14 日（金）4 日間 倉吉農業高等高校

   平成 30 年 10 月 23 日（火）～25 日（木）3 日間 米子工業高等学校

２．実施場所  

鳥取市、八頭郡、倉吉市、東伯郡、米子市、西伯郡、日野郡

３．対象者（参加者数）

鳥取県立鳥取工業高等学校 2 年生（土木 9 社 12 名、建築 6 社 12 名）

鳥取県立倉吉農業高等高校 2 年生（土木 3 社  5 名）

鳥取県立米子工業高等学校 2 年生（土木 8 社 15 名、建築 4 社 9 名）

４．共催・単独等の開催状況

単独

５．事業等の内容

 職業体験を行う研修

６．期待される効果（実施結果：効果）

   職業選択におけるミスマッチの減少

社会人としてのコミュニケーション能力の育成及びマナー習得

   望ましい勤労感、職業観を養う

７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案

８．その他

   受入れ企業は、鳥取県の「インターンシップ研修生受入企業支援事業」

を利用し、人件費の助成を受ける





（ 別添様式 1 ）

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組概要

機関・団体等の名称

一般社団法人 鳥取県建設業協会

事業等の名称 高校生の現場見学会

１．実施時期

  ①平成 30 年 10 月 9 日（火）12 時 50 分～14 時 30 分

   ②平成 30 年 10 月 30 日（火） 9 時～15 時 10 分

２．実施場所  

①鳥取市「鳥取西道路 重山トンネル工事」

②八頭郡若桜町「国道 482 号（つく米ﾊﾞｲﾊﾟｽ）わかさ氷ノ山ﾄﾝﾈﾙ工事」

鳥取市「鳥取砂丘ビジターセンター新築工事」

鳥取市「湖山川河川改修工事」

３．対象者（参加者数）

①鳥取県立鳥取緑風高等学校 

     定時制課程総合学科昼間部 1 年生 29 名 引率教諭 6 名

②鳥取県立鳥取工業高等学校 

建設工学科１年生 37 名 引率教諭 2 名

４．共催・単独等の開催状況

 単独

５．事業等の内容

 現場見学

６．期待される効果（実施結果：効果）

   建設業への理解と関心を高め、進路意識の高揚

７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案

   高校の希望する時期に、適した現場を選定できるか

８．その他



 

高校生の現場見学会 
 

 

  
         

平成３０年１０月９日 鳥取県立鳥取緑風高等学校 
 

 

 

 

 

  
        

 平成３０年１０月３０日 鳥取県立鳥取工業高等学校 





（ 別添様式 1 ）

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組概要

機関・団体等の名称

一般社団法人 鳥取県建設業協会

事業等の名称 地元紙を利用した情報発信（１）

１．実施時期

  平成 30 年 8 月 31 日(金) 

２．実施場所  

   新日本海新聞

３．対象者

   県民

４．共催・単独等の開催状況

単独

５．事業等の内容

   地元紙（新日本海新聞）に防災特集号として「鳥取の防災力～インフラを

守る」をテーマに、国土交通省中国地方整備局鳥取河川事務所長、鳥取県県

土整備部長、建設業協会会長が、災害に強い県土づくりを目指して討議した

結果を掲載 

６．期待される効果（実施結果：効果）

   建設業の役割、イメージアップ

７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案

   経費の問題

８．その他 （公財）建設業福祉共済団事業利用





（ 別添様式 1 ）

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組概要

機関・団体等の名称

一般社団法人 鳥取県建設業協会

事業等の名称 地元紙を利用した情報発信（２）

１．実施時期

  平成 31 年 1 月 1 日(火) 

２．実施場所  

   新日本海新聞

３．対象者

   県民

４．共催・単独等の開催状況

単独

５．事業等の内容

「鳥取の未来を創る仕事 建設業」と題して、今年インターンシップを体

験された地元高校生４名の体験談、女性技術者２名の対談を地元紙（新日本

海新聞）に掲載 

６．期待される効果（実施結果：効果）

   建設業のイメージアップ

７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案

   経費の問題

８．その他 （公財）建設業福祉共済団事業利用





（ 別添様式 1 ）

平成３０年度 建設産業魅力発信（担い手確保・育成）取組概要

機関・団体等の名称

一般社団法人 鳥取県建設業協会

事業等の名称 就職前準備研修 

１．実施時期

  平成 31 年 3 月～5 月予定 （2 泊 3 日）3 回

２．実施場所  

   兵庫県三田市武庫が丘６－１「三田建設技能研修センター」

３．対象者（参加予定数）

 会員企業の就職内定者(18 名）及び就職後 1 年以内の者(4 名）計 22 名

４．共催・単独等の開催状況

 単独

５．事業等の内容

   社会人としての基本の習得、労働安全衛生に対する理解、入社前の不安

解消等をテーマとした研修

６．期待される効果（実施結果：効果）

   社会人としての基本を習得させ、建設産業に対する理解を深めさせ、入社

前の不安を解消し、入社後の定着促進を図る

７．運営上の課題と課題解決に向けての検討・提案

８．その他  西日本建設業保証㈱の助成により実施



 

就職前準備研修カリキュラム 

 

 ■１日目 

 

■２日目 

 

■３日目 

 

時間 項目 内容 形態 

13:00 開講式   

13:30 オリエンテーション 研修の進め方と研修における人間関係 講義・実習 

14:00 
ビジネスパーソンに 

求められる意識－１ 

ビジネスパーソンに求められる意識 

企業とは－会社の目的 

何のために働くの？ 

講義・実習 

16:00 スピーチ練習 
自分の名前について・自己紹介 

会社を選んだポイント 等 
実習 

17:00 
ビジネスパーソンに 

求められる意識－２ 

社内でのマナー・指示・報告・計画と段取

り 仕事の基本等 
講義・実習 

18:50  １日目のまとめ     19:00終了予定  

時間 項目 内容 形態 

9:00 

ビジネスパーソンに 

求められるマナー 

（基本編） 

身だしなみ 

あいさつ・発声・表情・姿勢－お辞儀 

・言葉遣い など 

講義・実習 

11:00 
ビジネスパーソンに求め

られるマナー（社外編） 

来客応対－名刺の取り扱い 

お客様に対する言葉遣い 等 
講義・実習 

12:00 昼  食   

13:00 

 

ビジネスパーソンに求め

られるマナー 

 

電話応対 電話の受け方（基本・応用）等 

講義・実習 電話応対 

ケーススタディ・Ｅメール 

15:10 建設現場で働くための基

礎知識 

 

建設業の役割とその魅力 

 
 

講義 

 17:00 建設現場の安全     19:00終了予定 

時間 項目 内容 形態 

9:00 

ビジネスパーソンに 

求められるコミュニケ

ーション 

聞き方・話し方・年齢別のポイントなど 

人間関係をスムーズにするために 
講義・実習 

10:30 
建設業に求められるコ

ミュニケーション 
ケーススタディ 講義・実習 

12:00 昼  食   

13:00 

建設業に求められるコ

ミュニケーション（続

き） 

ケーススタディ 

講義・実

習・ 

発表 

14:00 研修のまとめ 
「働く」ことについてのまとめ 

新入社員としての自分の目標・計画を立てる 
実習 

14:30 閉講式 修了証授与  


