
（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）取組実績

                    機関・団体等の名称 

 広島労働局 職業安定部 職業対策課 

事業等の名称 

「建設・警備・運輸・農業の業界団体合同セミナー 

～６業界の”いま”を知ろう～」（建設・警備・運輸（ト

ラック、バス、タクシー）・農業の業界情報発信会） 

１．実施時期 

   平成３１年１月２１日（月） 

２，実施場所 

   ハローワーク広島（広島公共職業安定所）／ 広島市中区上八丁堀 

３．対象者（参加見込又は参加者数） 

   建設業ほか（警備、運輸、農業等）参加の業界に興味を持つ求職者 

（計８５名）    

４．共催・単独等の開催状況 

   主催：ハローワーク広島（職業相談部門） 

  共催：ハローワーク広島東（ひろしま人材確保支援コーナー）、 

ハローワーク広島西条・呉・三次・可部・廿日市 

５．事業等の内容 

建設業ほか（警備、運輸、農業等）６つの業界に興味を持つ求職者を対象に、

各業界団体（建設業からは「建設産業体中国地区連合会」）による 業界の魅力

及び最新情報の説明のほか、参加求職者からの質問に業界担当者が答えるなど

イベント形式の求職者向けのＰＲイベント。 

  会場では、業界関係の求人情報（一覧情報）も提供した。 

６．期待される効果（実施結果：効果） 

  建設業等 各関係業界の魅力を知ってもらい、求職者の応募のきっかけとな

ることを期待。なお、建設業からは、「３Ｋから新３Ｋ（給与、休日、希望）

へ。今、建設業界は変わろうとしています。身に着けた技はＡＩに負けません。

資格取得支援制度もあります。」をテーマにＰＲが行われた。    

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    

注１：提出資料は電子データとしてください。 

注２：パンフレット等製本資料がある場合は、必要部数を参加者集計の後お知らせしますので、各

機関で部数を揃え、期限までに事務局へ提出してください。



対象者 内 容 各団体の相談ブース

建設・警備・運輸・農業の仕事
に興味のある方等

各団体による業界の魅力及び
最新情報の説明があります。

あなたの質問に、業界担当者
がお答えいたします。

・ハローワーク広島東（ひろしま人材確保支援コーナー）
・ハローワーク広島・ハローワーク広島西条・ハローワーク呉
・ハローワーク三次・ハローワーク可部・ハローワーク廿日市

共

催

【 開催日時 】

１３時３０分 ～ １６時３０分
(受付１３時～１６時）

【 開催場所 】

広島公共職業安定所（ハローワーク広島）
（広島市中区上八丁堀８番２号広島清水ビル）

地下大会議室

建設産業専門団体
中国地区連合会

建設・警備・運輸・農業の業界団体合同セミナー
建設・警備・運輸（トラック、バス、タクシー）・農業 の 業界情報発信会

～ ６業界の “いま” を知ろう ～

一般社団法人

広島県警備業協会

公益社団法人

広島県トラック協会

公益社団法人

広島県バス協会

一般社団法人

広島県タクシー協会

一般社団法人

広島県農業会議
（広島県新規就農相談センター）

◆ 雇用保険受給の方は求職活動実績になります ◆

お問合せ ： ハローワーク広島 職業相談部門 ☎ 082-228-0522

農業の仕事をお探しの皆様に
農業の “いま” をお伝えします。
農業に就くにはどうすればいい？
そんな疑問にお答えします。

３Ｋから新Ｋ（給料・休日・希望）へ
今、建設業界は変わろうとしています。
身に付けた技はＡⅠに負けません。
無料職業訓練による資格取得支援制
度もあります。

しっかり働いてしっかり休む、ちょこっと
だけ勤務、など選択の幅はあなた次第。
趣味や家庭も大切に。「今」の「あなた」
にぴったりの働き方でタクシードライバー
になってみませんか？

聞いてみんさい “警備業の魅力”を！
見つけてみんさい “やりがい”を！
守ってみんさい “あなたの力”で！
あなたのチャレンジ待っとるけぇ！！

DVD 上映

人事担当者に
直接質問して
みよう！



建設・警備・運輸・農業の業界団体合同セミナー Ｔｉｍｅ ｔａｂｌｅ

13：00～ 来場者受付 （16：00まで）

13：30～ 開会・挨拶

13：35～ 留意事項の説明

13：40～ 業界団体プレゼンテーション
①建設産業専門団体中国地区連合会
②一般社団法人広島県警備業協会
③公益社団法人広島県トラック協会
④公益社団法人広島県バス協会
⑤一般社団法人広島県タクシー協会
⑥一般社団法人広島県農業会議

14：15～16：30 各ブースでの説明会・相談会

【 開催日時 】

１３時３０分～１６時３０分
(受付１３時～１６時）

【開催場所】

広島公共職業安定所 （ハローワーク広島）
（ 広島市中区上八丁堀８番２号広島清水ビル ）

地下大会議室

◆交通アクセス◆
ＪＲ山陽本線・新幹線「広島駅」南口から徒歩１５分
広島電鉄白島線「女学院前」から徒歩１分
広島バス・広島交通バス「女学院前」から徒歩４分
広電バス「女学院前」・「合同庁舎入口」から徒歩１分

紙屋町東

女

学

院

前

八

丁

堀

立町 八丁堀

城 南 通 り

広島市民病院

広島城

広島県庁

福屋

広島
女学院

そごう

合同庁舎

県

庁

前

アストラムライン

至 JR広島駅 →← 至 平和公園

ハローワーク広島



（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）取組実績

                    機関・団体等の名称 

 広島労働局 職業安定部 職業対策課 

事業等の名称 

「雇用管理責任者」向け雇用管理研修（厚生労働省委託 平成

30 年度建設労働者雇用支援事業）における「建設事業主等に対す

る助成金」制度の説明 

１．実施時期 

（「雇用管理研修」のうち「基礎講習」において実施） 

 平成３０年８月２９日（水）、９月１０日（月）、１０月３１日（水）、 

１１月２２日（木） 

２，実施場所 

   広島市内３会場、福山市内１会場（別紙参照） 

３．対象者（参加見込又は参加者数） 

  雇用管理責任者及び責任者を補佐する立場の方（計８５名） 

４．共催・単独等の開催状況 

   説明実施者：広島労働局職業対策課課長補佐（助成金担当） 

（研修会については、主催：「株式会社 労働調査会」（受託者）、協力：広島県建

設業協会連合会、広島県建設工業協会、建設業労働災害防止協会 広島支部、広島県

労働基準協会） 

５．事業等の内容 

  建設事業主が活用できる雇用関係助成金制度の概要（制度変更等）を、労働局担当

者が説明。 

６．期待される効果（実施結果：効果） 

   建設労働者の雇用の改善や職業訓練などを実施する建設事業主等に対して、経費

や賃金の一部を助成する「建設労働者確保育成助成金」の各コースが、今年度から助

成目的別に トライアル雇用助成金、人財確保等支援助成金及び人材開発支援助成金に

統合されたことに伴い「建設事業主等に対する助成金」として周知を図った。 

これら制度の計画的な活用により、建設労働者の雇用の改善や職業訓練などの推進

が図られることを期待。    

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    

・「建設労働者雇用支援事業」（受託：労働調査会）では、今年度「つなぐ化事業」

（若年者と建設業界の架け橋）の新設があったが、広島県内での実施なし。 

・標記研修会のほか、広島県土木建設局と連携して、求職者の雇入れに係る雇用関係

助成金制度（特定求職者雇用開発助成金）等の制度説明を、県内各地の広島県建設

業協会連合会の構成団体等に赴き実施している。 

注１：提出資料は電子データとしてください。 

注２：パンフレット等製本資料がある場合は、必要部数を参加者集計の後お知らせしますので、各

機関で部数を揃え、期限までに事務局へ提出してください。



※1 平成30年4月1日以降に開始するトライアル雇用から適用されます。 
※2 平成30年4月2日以降に提出する計画届に係る事業から適用されます。ただし、計画届の提出が不要なコース（雇用管理制度助成コース（建設分野）<1>、建設労働

者認定訓練コース<2>）については、支給要件となっている助成金（人材開発支援助成金・人材確保等支援助成金）に係る計画届を平成30年4月2日以降に提出され
た場合に適用されます。 

※3 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けた中小建設事業主または中小建設事業主団体に限ります。 
※4 人材開発支援助成金（特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースのいずれかのコース）の支給を受けた中小建設事業主に限ります。 

平成30年度の「建設労働者確保育成助成金」について 
～主な見直し内容のご案内～ 

厚生労働省・都道府県労働局 

 「建設労働者確保育成助成金」は、建設労働者の雇用の改善や職業訓練などを実施する建設事業主
や建設事業主団体に対して、経費や賃金の一部を助成する制度です。 

  平成３０年４月１日から、 「建設労働者確保育成助成金」の各コースについては、下記のとお
り、助成目的別にトライアル雇用助成金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金（以下、
「建設事業主等に対する助成金」という。）に統合する予定です。 

 
建設関係の事業主、事業主団体の皆さまへ 

LL300326建港01 

【現行(平成29年度)】   【整理統合後(平成30年度)】 
  

建設労働者確保育成
助成金 

  
トライアル雇用助成金 

①若年・女性労働者
向けトライアル雇用
助成コース  

  
①若年・女性建設労働
者トライアルコース 

 若年者（35歳未満）又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行
雇用し、トライアル雇用助成金（一般トライアルコース又は障害者トラ
イアルコース）の支給を受けた中小建設事業主に対して助成（※１） 

②雇用管理制度助成
コース  

  人材確保等支援助成金 

  

①雇用管理制度助成
コース（建設分野） 

<1>人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）の支給を受けた上
で本助成コースが定める若年者及び女性の入職率に係る目標を達成し
た中小建設事業主（※２）、 

<2>雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定した
中小建設事業主（※２） 

に対して助成 

③登録基幹技能者の
処遇向上支援助成
コース  

  

④若年者及び女性に
魅力ある職場づくり
事業コース 

  
②若年者及び女性に魅
力ある職場づくり事業
コース（建設分野） 

<1>若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行っ
た建設事業主または建設事業主団体（※２）、 

<2>建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的
職業訓練を実施する職業訓練法人（※２） 

に対して助成 
⑤建設広域教育訓練
コース（うち推進活
動経費助成） 

  

⑤建設広域教育訓練
コース（うち施設設
置等経費助成） 

  
③作業員宿舎等設置助
成コース（建設分野） 

<1>被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中
小建設事業主（※２）、 

<2>自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小
元方建設事業主（※２）、 

<3>認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職
業訓練を実施する職業訓練法人（※２） 

に対して助成 

⑥作業員宿舎等設置
助成コース 

  人材開発支援助成金 

  

①建設労働者認定訓練
コース 

<1>職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主または中
小建設事業主団体（※２、※３）、 

<2>雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主
（※２、※４） 

に対して助成 

⑦女性専用作業員施
設設置助成コース 

  

⑧認定訓練コース   
②建設労働者技能実習
コース 

 雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主または
建設事業主団体に対して助成（※２） 

⑨技能実習コース   

建設事業主等に対する助成金 
※平成30年度にかかる詳しい助成内容は、平成30年度予算成立後に 
 パンフレット等によってお知らせします。  

【資料１－１４】



平成30年度の主な見直し内容 

平
成
２
９
年
度   
      

  １ 中小建設事業主 
        ※支給対象：男性・女性建設労働者 

   (１) ２０人以下の中小建設事業主            
       生産性要件を満たした場合  ９０％        
       生産性要件を満たさない場合 ７５％    
  (２） ２１人以上の中小建設事業主                                
       生産性要件を満たした場合   ７５％       
       生産性要件を満たさない場合  ６０％                                                                    
                                    

  ２ 中小以外の建設事業主  
    ※支給対象：女性建設労働者 

       生産性要件を満たした場合   ６０％       
       生産性要件を満たさない場合  ４５％     

建設労働者確保育成助成金（技能実習コース） 

  １ 中小建設事業主 
        ※支給対象：男性・女性建設労働者 

   (１) ２０人以下の中小建設事業主            
       生産性要件を満たした場合  ９０％        
       生産性要件を満たさない場合 ７５％   

  (２） ２１人以上の中小建設事業主 

    ○３５歳未満                       
       生産性要件を満たした場合   ８５％       
       生産性要件を満たさない場合  ７０％                                                                    
    ○３５歳以上 
       生産性要件を満たした場合   ６０％       
       生産性要件を満たさない場合  ４５％ 
                                                  

  ２ 中小以外の建設事業主  
    ※支給対象：女性建設労働者 

       生産性要件を満たした場合   ７５％       
       生産性要件を満たさない場合  ６０％     

人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース） 

平
成
３
０
年
度   
      

助成率の見直し 

平成30年度においては、若年者及び女性労働者の入職・定着の促進を図るため、主に
以下の見直しを実施します。 







受託・実施  （株）労働調査会

～若年者と建設業界の架け橋～

「つなぐ化」事業とは
「つなぐ化」事業（厚生労働省職業安定局委託事業）とは、建設業界と高等学校（工業科）等の生徒・教師等が
つながる機会を提供することにより、生徒側の建設業に対する理解を深め、若年者の入職を促進することを
目的とした事業です。以下のような取り組みを単独または組み合わせて実施します。

つなぐ化事業 検索
03-3915-7033

（株）労働調査会  雇用管理研修事業部　〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-4-5
TEL 03-3915-7221　E-mail  tsunaguka@chosakai.co.jp

tsunaguka.chosakai.ne.jp/より申込み
申込み

対象者

お問合せ先

地域の建設企業・団体が学校
を訪問し、建設業の現状や魅
力を紹介する取り組みです。

出前授業 現場見学会

意見交換会 インターンシップ

FAX
WEB

（裏面の申込書にご記入の上、送信ください）

建設業の仕事やその魅力、実
際の就労環境などについて意
見交換を行う取り組みです。

生徒や教師に工事現場を見
学してもらい、建設業で働く
人たちの就労環境を把握し
てもらう取り組みです。

職業選択や自身の適性を見
極めることを目的に、生徒が
建設企業に赴き、職場体験を
する取り組みです。

「つなぐ化」事業のご案内

■建設企業・団体 ／ ■学校関係者（生徒・教師等）
※学校関係者の方の費用負担は原則ありません。
※建設企業・団体の方はホームページの「Q&A」をご確認ください。

平成30年度 新設委託事業

※詳細は下記ホームページをご覧ください。

出前授業
現場見学会

インターン
シップ意見交換会



03-3915-7033

□ 学校関係者
参加予定人数※

実施希望先〈学校・地域〉
・あればご記入ください。名

□ 建設企業・団体

特設HP「つなぐ化」事業（http://tsunaguka.chosakai.ne.jp/）の
「お申し込みフォーム」からもお申し込みいただけます。

この用紙に必要事項をご記入の上、 まで、ご送信ください。

申込日：平成　　  年　　 月　　 日

㈱労働調査会 雇用管理研修事業部 行

（株）労働調査会  雇用管理研修事業部　〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-4-5

＊記載された内容については、厳重に管理し、本事業以外の目的で使用いたしません。
＊お申し込み後、おおむね一週間以内にお電話またはメールにてご連絡いたします。

〈お問合せ先〉

■※印は必ずご記入ください。
■お申し込み多数の場合は先着順とさせていただきます。

TEL 03-3915-7221  FAX 03-3915-7033　E-mail  tsunaguka@chosakai.co.jp

「つなぐ化」事業 申込書

どちらかに□をつけてください。

実施希望コース
（複数可）※

実施希望時期※ 例）9月の上旬～中旬

学校名／
企業・団体名※

住所※

ご担当者様氏名※

所属部署／役職

電話番号※

メールアドレス※

連携先
建設企業・団体/学校

その他ご要望
ご質問等

過去に実施したこと
のある取り組み

都道
府県

□出前授業　　□現場見学会　　□意見交換会　　□インターンシップ
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

□出前授業　　□現場見学会　　□意見交換会　　□インターンシップ
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

〒　 　 -

フリガナ


