
 

茨 建 協 発 第 196 号 

令和元年 11 月 25 日 

会員各位 

一般社団法人茨城県建設業協会 

会 長  石 津 健 光  

［ 公 印 省 略 ］ 

 

「建設業合同企業説明会(第 1 部)」「建設業界研究セミナー(第 2 部)」 

出展企業の募集について（ご案内） 

 
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素より、本会の活動につき、多大なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、茨城労働局、並びに大好きいばらき就職応援“くらぶ”（茨城県労働政策課）との

共催により、県内建設産業における担い手の確保・若年者の入職促進の取組みの一環として、題記イ

ベントを下記のとおり開催することといたしましたのでご案内申し上げます。 

本イベントは、第 1 部は高校 2 年生等を対象に、第 2 部は大学生・専門学校生等を対象とした 2 部

制での実施を予定しております。 

つきましては、新規採用を検討・予定されている事業所は、ぜひ参加申込頂きたく存じます。 

なお、参加（ブースの出展）を希望される事業所にあっては、別紙（参加申込書）を 12 月 20 日（金）

17：00 必着までに事務局宛てメールまたはＦＡＸにてご回答頂ければ幸いです。 

 

 

記 

［開催日時・場所］ 

令和 2 年 2 月 21 日（金）12：00～16：30 ・ 茨城県武道館（堀原運動公園）水戸市新原 2-11-1 

・「建設業合同企業説明会(第 1部)」［高校生の部］ 

                     （受付 11：00～）開催時間帯 12：00～13：35 

・「建設業界研究セミナー(第 2部)」［大学・短大・専門学校生・一般の部］ 

                     （受付 13：30～）開催時間帯 14：30～16：30 

［対象学生等］ 

「建設業合同企業説明会(第 1部)」［高校生の部］（参考：昨年度来場者 358名） 

・高校 2年生以下、及び保護者（建設系学科を有する高校をはじめ普通科高校等を含む） 

［水戸工業・水戸農業・土浦工業・下館工業・つくば工科・坂東総合・真壁・海洋・神栖・その他、 

県内公立私立高校など］200～300名程度を想定 

「建設業界研究セミナー(第 2部)」［大学・短大・専門学校生・一般の部］（参考：昨年度来場者 111名） 

・2021年 3月に大学・大学院・短期大学・高等専門学校・及び専門学校を卒業予定で就職希望する方 

［水戸日建工科専門学校・文化デザイナー学院・筑波研究学園専門学校・その他、 

県内及び関東近郊の公立私立大学・専門学校など］100名程度を想定 

・一般求職者 

［参加（ブース出展）条件］ 

・対象となる学生等の採用計画があり、県内に事業所を有する建設業関係の企業（65 社程度予定） 

・第 1 部及び第 2 部の両方参加できる事業所（1 部のみ、または 2 部のみのご参加はご遠慮ください。） 

・本セミナーの開催趣旨、及び開催要領にご理解をいただいていること 

・当日必ず参加出来る企業であること（会社都合による出展キャンセルは不可とする） 

［説明方法］ 

第 1 部［高校生の部］ 

企業ごとのブースによる講演形式（1 クール説明 15 分＋移動・休憩 5 分）×5 回 

第 2 部［大学・短大・専門学校生・一般の部］ 

企業ごとのブースによる対面形式（1 クール説明 20 分＋移動・休憩 5 分）×5 回 

［参加費用］ 

無料 

［そ の 他］ 

詳細は、別添の開催要領（案）による 【 お問合せ先 】一般社団法人茨城県建設業協会 

事務局担当／古田部（コタベ） 

〒310-0062 水戸市大町 3-1-22  

TEL：029-221-5126  FAX：029-225-1158 

ﾒｰﾙ：t-kotabe@ibaken.or.jp 



（令和元年 11 月 25 日現在） 

「建設業合同企業説明会(第 1 部)」 

「建設業界研究セミナー(第 2 部)」 

開催要領（案） 

 

［開催目的］ 

建設産業は、地域のインフラの整備やメンテナンス等の担い手であると同時に、地域経済や雇用を支え、災

害発生時には最前線で地域の安全・安心の確保を担う地域の守り手としての大きな役割を担っている。しかし

ながら、現在、建設現場で働いている技能労働者約 340 万人のうち、約 1/3 にあたる約 110 万人が今後 10 年

間で高齢化等により離職する可能性があると想定されることなどから、将来の建設業を支える「担い手の確

保・育成」が喫緊の課題となっている。 

このようなことから、業界団体と国・県など関係団体等が連携し、県内の建設企業と今後就職を予定する学

生等が一堂に会する「建設業合同企業説明会(第 1部)」・「建設業界研究セミナー(第 2部)」を開催し、企業情

報の提供だけでなく、建設業の役割や仕事の魅力を直接ＰＲすることで、建設業に対する理解を一層深めても

らうとともに、就職希望先の選択に資することで、県内建設企業への就職を促進する。 

  

［開催日時・場所］ 

令和 2年 2月 21日（金）12：00～16：30 ・ 茨城県武道館（堀原運動公園）水戸市新原 2-11-1 

・「建設業合同企業説明会(第 1部)」［高校生の部］ 

  （受付 11：00～  開場 11：45～）開催時間帯 12：00～13：35 

・「建設業界研究セミナー(第 2部)」［大学・短大・専門学校生・一般の部］ 

  （受付 13：30～  開場 14：15～）開催時間帯 14：30～16：30 

 

［対象学生等］ 

「建設業合同企業説明会(第 1 部)」［高校生の部］ 

・高校 2年生以下、及び保護者（建設系学科を有する高校をはじめ普通科高校等を含む） 

「建設業界研究セミナー(第 2 部)」［大学・短大・専門学校生・一般の部］ 

・2021 年 3月に大学・大学院・短期大学・高等専門学校・及び専門学校を卒業予定で就職希望する方 

・一般求職者 

 

［参加（ブース出展）条件］ 

・対象となる学生等の採用計画があり、県内に事業所を有する建設業協会会員企業（65社程度予定） 

・第 1部及び第 2部の両方参加できる事業所（1部のみ、または 2部のみのご参加はご遠慮ください） 

・本イベントの開催趣旨、及び開催要領等にご理解をいただいていること 

・主催者より本イベントに関する書類等の提出依頼があった場合に提出期限を守ること 

・当日必ず参加出来る企業であること（会社都合による出展キャンセルは不可とする） 

 

［説明内容・方法］ 

 企業情報・企業の魅力・職場環境・施工実績・将来展望・現在就業者の情報・インターンシップ情報など、

各企業ブースにて説明。ただし、第 1部・第 2部ともに採用条件や採用選考に関する情報などの説明は出来

ない。 

企業側の担当者は、自社のブースへ訪問した学生等に対し説明をおこなう。 

学生等に対し、企業側から自社ブースへの誘導等は出来ない。 

主催者側が各クール時間帯の開始と終了についてアナウンスする。 

 

「建設業合同企業説明会(第 1 部)」［高校生の部］ 

企業ごとのブースによる講演形式（1クール説明 15分＋移動・休憩 5分）×5回 

※第 1クールは指定ブース訪問形式。第 2～5クールは自由ブース訪問形式。 

①第 1クール 12：00～12：15 ②第 2クール 12：20～12：35 

③第 3クール 12：40～12：55 ④第 4クール 13：00～13：15 

⑤第 5クール 13：20～13：35  

 

（第 1部終了後、約 50分間の休憩時間を設ける） 

 

「建設業界研究セミナー(第 2 部)」［大学・短大・専門学校生・一般の部］ 
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企業ごとのブースによる対面形式（1クール説明 20分＋移動・休憩 5分）×5回 

※全クールともに自由ブース訪問形式。 

①第 1クール 14：30～14：50 ②第 2クール 14：55～15：15 

③第 3クール 15：20～15：40 ④第 4クール 15：45～16：05 

⑤第 4クール 16：10～16：30 

 

［参加（ブース出展）費用］ 

無料 

 

［選考基準］ 

申込多数の場合には、次の要件に該当する企業を優先選考とする。 

・建設業における現場見学会・現場実習・インターンシップ・体験学習等に協力いただいている企業、 

または今後、協力いただける企業 

・働き方改革の推進、職場における女性活躍推進、ワーク・ライフ・バランスの推進、子育て支援など、 

労働環境の向上に前向きに取り組んでいる企業 

・茨城県が実施するインターンシップの受入企業である等、県事業に協力いただいている企業、 

または今後、協力いただける企業 

・本県へのＵＩＪターン及び地元就職の促進が期待される企業 

・その他 

 

［主  催］ 

一般社団法人茨城県建設業協会 

 

［共  催］ 

厚生労働省茨城労働局、県内各公共職業安定所（ハローワーク）、 

大好きいばらき就職応援“くらぶ”（茨城県労働政策課）、 

 

［後  援］ 

国土交通省関東地方整備局、茨城県教育委員会、NPO法人 雇用人材協会、 

茨城県キャリア支援ネットワーク（県内 10大学）、株式会社茨城新聞社 

 

［協  力］ 

一般財団法人建設業振興基金、東日本建設業保証株式会社、 

日本工業経済新聞社水戸支局、日本建設新聞社水戸総局、 

日刊建設通信新聞社東関東支局、日刊建設工業新聞社、 

茨城県総務部総務課私学振興室、茨城県高等学校教育研究会 

 

［そ の 他］ 

［第 1部・第 2部共通］ 

・会場の関係上、説明者を含む企業側の参加者は、1企業あたり最大 3名までとする。 

・主催者が用意する 1ブースあたりのレイアウトは、掲示用パネル 2枚、企業側イス 3脚、3人掛けテーブル

1 本、学生側イス 6脚とする。 

・穴あきパネル（高さ 1800㎜×幅 1200㎜）2枚。（2枚使用時のパネルの幅は約 2400 ㎜） 

・テーブル（高さ 700㎜×幅 1800㎜×45㎜）1本。 

・イス（折りたたみ式パイプイス）9脚（企業側 3脚＋学生側 6脚）。 

・主催者の許可なく貸出備品の移動などによるブースレイアウトの変更は出来ない。 

・各ブースに参加企業名を主催者が準備し掲示する。 

・各企業ブースに設置された掲示用パネルは、企業のＰＲ情報等の掲示やプロジェクタースクリーンとして利

用可能。なお、掲示用パネルをスクリーンとして使用される場合には、スクリーンシートや白色の模造紙等

を各自で準備設置すること。 

・説明にはパソコンやプロジェクター等の使用は可能であるが貸出は出来ない。使用する際には各自で準備設

置すること。なお、パソコンやプロジェクター等使用のための電源コードは主催者側が準備する。 

・各企業の「のぼり旗」や「椅子カバー」など、掲示物等の設置も可能とするが、各企業ブースエリアの範囲

内にておこなうこと。なお、その際は通行の妨げにならないように注意すること。 

・学生等に対する会場への交通手段については、可能な範囲内においてバス等を主催者が手配する。 
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（1校あたり 8名程度以上の参加予定がある場合など）主催者が手配したバス等に係る費用は茨城県建設業

協会が負担する。 

・主催者は、当日参加した学生・企業からアンケートを実施し、今後の参考とする。 

・本イベントは、県内建設企業における企業研究・業界研究の一環として開催するものであり、採用条件や採

用選考のための説明会ではない。（採用に関する情報を積極的に企業側より発信することは出来ない） 

・第 1 部と第 2 部、それぞれ対象となる学生等に配布する資料については、主催者が配布する。（企業情報の

フォーマットは主催者が作成） 

・来場する学生等について、事前の予約なしに参加可能を基本とするが、交通手段を確保する等の観点から、

事前予約制も設けることとする。 

・会場内に茨城労働局（ハローワーク）による相談コーナーを設け、来場者からの相談支援に対応する。 

・会場内 1階フロア内での飲食は出来ない。飲食する際は 2階観客席を利用すること。 

・会場内で出たゴミは各自で持ち帰ること。 

 

［第 1部のみ該当］ 

・企業ごとのブースによる講演形式（1クール説明 15分＋移動・休憩 5分）×5回により実施。 

・出展企業の担当者はブースに訪問した学生グループ全員に同じ説明をする講演形式にて実施。 

・第 1クールはあらかじめ主催者より指定されたブースへ訪問する指定訪問形式。 

・第 2～5クールは自由にブースを訪問する自由訪問形式。 

・高校生は受付にて配布された企業訪問カードに必要事項を記入し、第 1クール欄に記載されている企業のブ

ースに訪問する。第 2～5クールは自由に企業を選択し訪問する。 

・高校生の企業訪問カードについては企業側へ提出はしない。 

・各クールにおいて説明を受ける学生数は最大 10 名までとし、それを超えた場合は別企業のブースへの案内

をする、または次クールでの説明を受けさせるなど、会場の状況によって対応する。ただし、最終クール時

間帯となる第 5クールにおける学生の人数制限は設けないこととする。 

 

［第 2部のみ該当］ 

・企業ごとのブースによる対面形式（1クール説明 20分＋移動・休憩 5分）×5回により実施。 

・全クールともに自由にブースを訪問する自由訪問形式。 

・学生は受付にて配布された企業訪問カードに必要事項を記入し、ブース訪問時に企業担当者へ提出する。 

（最大 5企業ブースへの訪問が可能なことから、学生には受付時に企業訪問カードを 5枚配布する） 

・企業担当者は、ブースを訪問し説明を希望する学生から企業訪問カードを受領する。 

・学生は予約不要、履歴書不要、入退場自由、服装自由とする。 

・各クールにおいて説明を受ける学生数は最大 10 名までとし、それを超えた場合は別企業のブースへの案内

をする、または次クールでの説明を受けさせるなど、会場の状況によって対応する。ただし、最終クール時

間帯となる第 5クールにおける学生の人数制限は設けないこととする。 

・参加した学生等から、採用条件や採用選考等に関する説明を希望された場合には、採用に関する説明会等が

解禁となる 3月 1日以降に調整・実施すること。 

・本イベント終了後、参加した一般求職者（新卒学生を除く）に対し、後日、個別の面接等を実施する企業は、

ハローワークに求人票を提出するとともに、一般求職者に対しては、ハローワークからの紹介状の交付を受

けた後、面接となることを説明すること。 

 

 

 
【 担当 】------------------- 

一般社団法人茨城県建設業協会 

事務局担当／古田部（コタベ） 

〒310-0062 水戸市大町 3-1-22 

TEL：029-221-5126      

FAX：029-225-1158      

ﾒｰﾙ：t-kotabe@ibaken.or.jp 



別紙 2020年 2 月 21 日「建設業合同企業説明会」「建設業界研究セミナー」 

参加申込書 

①申込日    令和元年   月   日 

②申込事業所情報 

郵便番号 〒 

所 在 地 茨城県 

商  号  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

代表メールアドレス  

インターンシップの 

受入の有無 

高校生 受入可能  ・  受入不可 

大学・専門 受入可能  ・  受入不可 

 

③連絡担当者情報（出展に関する各種情報のやりとりが可能な方を記載してください） 

担当者（役職・氏名）  

担当者メールアドレス  

 

④募集を予定されている職種 

例）土木施工管理、建築施工管理、営業、総務、一般事務、設計、積算、測量、機械オペ、作業員など 

 

                    ※募集する職種の詳細を全て記載して下さい 

 

※1 必ず開催要領（案）をご理解の上、お申込下さい。 

※2 上記①～④記載の上、12 月 20日(金)17：00必着までにメールまたは FAX にてお申込下さい。 

※3 お申込みを頂いても申込多数等の理由により出展企業の調整をする場合がありますので予め 

ご了承願います。 

 

一般社団法人茨城県建設業協会 事務局担当／古田部 行き 

〒310-0062 水戸市大町 3-1-22  TEL：029-221-5126  

メール送信先 t-kotabe@ibaken.or.jp または FAX 送信先 029-225-1158 


