
 
平 成 ３ １ 年 １ 月 ７ 日 

 土 地 ・ 建 設 産 業 局  建 設 市 場 整 備 課 

       

 

限定運用第１号の現場を公開！ 
～「建設キャリアアップシステム」の限定運用が始まります！～ 

 

 

 

 

現在、国土交通省では、「建設キャリアアップシステム」の平成３１年度の運用開始に向け、官

民一体でその構築に取り組んでおります。 

 本システムの本格的な運用に先立ち、実際の建設現場において、システムを安心かつ円滑に利用

が出来るか検証を行うため、現場を限った「限定運用」を平成３１年１月から３月まで実施します。 

 限定運用は建築や土木の新築工事や改修工事、戸建住宅のリフォーム工事など２４の現場にて順

次実施される予定となっており、１月１５日（火）から第１号の現場においてシステムの限定運用

がスタートします。 

今回、本システムの幅広い周知と更なる利用促進に向けた取組として、限定運用第１号の現場に

おいて、報道機関を対象とした「建設キャリアアップシステム限定運用現場見学会」を以下のとお

り開催いたします。 

 

 

１．日   時：平成３１年１月１５日（火）１３：１５～１５：３０ 

２．場   所：東京都港区元赤坂１－３－８ＫＴビル会議室 

３．現 場 名：①（仮称）麹町五丁目建設プロジェクト 

           ② 赤坂５丁目プロジェクト 

４．行 程：別添１参照 

５．定 員：２０名※先着順となっておりますのでご留意ください 

６．申 込 方 法：別添２の参加申込書に所定事項をご記入の上以下の 

問い合わせ先２までＦＡＸを送信してください。 

７．そ の 他：限定運用の概要資料については別添３をご参照くだ 

さい。※限定運用の情報については、（一財）建設業振興基金の 

ホームページに掲載しています。 

                http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/profile.html 

 

 

【問い合わせ先１】 

国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課 労働資材対策室 山影、畑中 

TEL 03-5253-8111(代表) (内線 24853、24856)  03-5253-8283(直通)     

FAX 03-5253-1555 

【問い合わせ先２】※限定運用に関する詳細等についてはこちらへ問合せください。 

 一般財団法人 建設業振興基金 建設キャリアアップシステム事業推進センター 今泉、渡辺、佐藤 

TEL 03-5473-4586   FAX 03-5473-4587 

建設技能者の就業履歴や保有資格を業界横断的に蓄積する「建設キャリアアップシステ

ム」の安心かつ円滑な導入に向け、平成３１年度からの本運用に先立ち、システムを利

用できる現場を限った「限定運用」を実施するとともに、限定運用の現場見学会を開催 

します！ 

同時発表：（一財）建設業振興基金 

限定運用現場イメージ 

 

キャリアアップシステム画面イメージ 



建設キャリアアップシステム限定運用現場見学会タイムスケジュール

現場 行程 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15

1

鹿島ＫＴビル
（集合場所）

建設キャリアアップシステムの概要と現時点の状況説明

2 限定運用について説明
※趣旨、全体スケジュール、広報ポリシーなど

3 現場見学の概要を説明

4 現場見学における留意事項を説明

5 システム運営主体への質疑応答

6 移動（鹿島ＫＴビル ⇒ 麹町五丁目）

7
（仮称）麹町五丁目
建設プロジェクト
（限定運用現場）

施工：大成建設(株)

機器類の説明

8 設置場所の工夫等に関する説明

9 デモの実施（カードの読取と表示）

10 利用者へのインタビュー（事前登録制）

11 移動（麹町五丁目 ⇒ 赤坂五丁目）

12
赤坂５丁目
プロジェクト

（限定運用現場）

施工：鹿島建設(株)

設置場所の工夫等に関する説明

13 デモの実施（カードの読取と表示）

14 利用者へのインタビュー（事前登録制）

15 解散

※【備 考】
・上記タイムスケジュールは目安であり、当日の状況等によりスケジュールが変更になる場合があります。
・現場のキャパシティおよび、移動の関係上、マスコミ参加者については最大２０名とします。
・途中からの見学会への参加はできませんので、参加をご希望の方は１３時１５分までに集合場所（鹿島ＫＴビル）へお集まりください。
・利用者へのインタビューを希望される方は、現場見学会参加申込書（別添２）にて事前登録をお願いします。

別添１



別添２ 

限定運用現場見学会への参加を希望される方は、事前にご登録をお願いします。 

なお、今回の見学会は 20 名を定員としておりますので、お早めにお申し込みください。 

参加申し込み期限：平成３１年１月１０日（木）１８：００まで 

 

現場見学会 参加申込書 

FAX 送付先：建設キャリアアップシステム事業推進センター 行 

FAX 番号：03-5473-4587 

 

◆報道機関名 

 

                                           

◆取材者（氏名） 

  

                                        

◆連絡先（電話番号） 

 

                                              

 

対象者 ◆利用者インタビュー希望の有無 

 

現場代理人 

 

 

有（ カメラ撮り有 ・ カメラ撮り無 ） 

 

無 

 

現場技能者 

 

 

有（ カメラ撮り有 ・ カメラ撮り無 ） 

 

無 

 

※取材にあたっての留意事項 

 １）取材中は自社腕章を必ず着用願います。 

 ２）取材に際しては、現地の担当者の指示に従って頂きますようお願いします。 

 ３）当日のスケジュールは別添１となりますが、諸事情によりスケジュールを変更する場合があり 

ますでご了承ください。 

  ４）利用者インタビューについては、当日の状況により、希望する対象者へ取材出来ない場合があ 

りますので予めご了承願います。 

【問い合わせ先】            

一般財団法人建設業振興基金      

 建設キャリアアップ事業推進センター 

 今泉、佐藤、渡辺 

電話番号：03-5473-4586 



〇「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界
横断的に登録・蓄積する仕組み

〇システムの活用により技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたっ
て建設業の担い手を確保

〇システムの構築に向け官民（参加団体：日建連、全建、建専連、全建総連 等）で検討を進め、平成３１年１月
以降システムを利用できる現場を限った「限定運用」を開始し、限定運用で蓄積した知見を踏まえ、
平成３１年度より「本運用」を開始予定

〇運用開始初年度で１００万人の技能者の登録、５年で全ての技能者（３３０万人）の登録を目標

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入状況等

ピッ！

現場入場の際に読み取り

技能者にカードを交付

建設キャリアアップシステムの構築

①技能者情報等の登録

技能者の処遇改善が図られる環境を整備

②カードの交付・現場での読取 ③技能者の能力評価

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等
【現場情報】
・現場名
・工事の内容 等

※システム運営主体
（一財）建設業振興基金

＜建設キャリアアップシステムの概要＞

別添３
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建設キャリアアップシステムの限定運用について

建設キャリアアップシステムについては、システムを安心かつ円滑に導入するため、来年度からの本運用に先立ち、平成３１年
１月から３月までシステムを利用できる現場を限った「限定運用」を実施。

建築・土木の新築工事や改修工事、住宅の新築工事やリフォーム工事などの工種、また、工事規模の大小、立地地域などの
バリエーションを念頭に置き、関係団体や事業者の協力の上、今般、「限定運用」を行う現場を選定。
限定運用に向けた準備を着実に進め、来年１月中旬から限定運用を開始予定。

１．限定運用とは

２．実施内容等

３．実施現場 ４．スケジュール

〇システムは様々な条件の現場での利用が想定（インターネット環境や入場技能者数の大小など）。また、システムである
以上、一定のエラーも想定しておく必要。
〇システムの安心・円滑な導入に向け、本運用に先立って、
・現場で生ずるトラブルに対して、システム運営主体が丁寧かつ迅速に利用者をサポートし、
・発生したトラブルを検証し、結果をシステム運用にフィードバックするための、
現場数を限定した運用（「限定運用」）を実施。

【サポート体制】
限定運用の対象現場の元請事業者毎に、システム運営主体
（建設業振興基金）の担当者を配置し、発生するトラブル等
に対して対応予定。

【データの継続性】
限定運用中に蓄積された就業履歴は、本運用開始後も引き継
ぎ可能。

建築・土木の新築工事や改修工事、住宅の新築工事やリフォー
ム工事などの工種、また、工事規模の大小、立地地域などのバリ
エーションを踏まえ、関係者と調整を進めた結果、２４の現場を選
定。【別紙参照】

今後、段階的に、現場向けの説明会を開催し、元請事業者、
下請事業者、その他のすべての関係者間で「限定運用」の
趣旨・目的の共有を図り、来年１月中旬から限定運用を開
始予定。

【実施内容】
工種や規模の異なる複数の現場において、建設キャリアアップシス
テムを利用した就業履歴の蓄積を実施。

①現場へのカードリーダーの設置・設定

②カードリーダーを通じた建設キャリアアップカードの読み取り

③システムへの就業履歴の蓄積状況の確認



限定運用実施現場リスト
別紙

No 建築/土木 場所 現場名 元請事業者

1 建築 東京 （仮称）麹町五丁目建設プロジェクト 大成建設株式会社
2 建築 東京 *調整中 株式会社竹中工務店
3 建築 東京 赤坂5丁目プロジェクト 鹿島建設株式会社
4 建築（住宅） 兵庫 阪神支店Ａ邸・B邸 新築工事 大和ハウス工業株式会社
5 建築（改修） 東京 G地区改修工事事務所 株式会社竹中工務店
6 建築（住宅） 東京 *戸建住宅のリフォーム工事 *調整中
7 土木 茨城 常陸那珂廃棄物護岸築造工事 五洋建設株式会社
8 土木 東京 虎ノ門地下歩道その２工事 西松建設株式会社
9 建築 東京 八丁堀二丁目計画 戸田建設株式会社
10 建築 東京 T大学建替工事 株式会社大林組
11 建築 東京 某大学学生寮 株式会社フジタ
12 土木 神奈川 横環南戸塚IC改良（その1）工事 株式会社安藤・間
13 建築 東京 神田神保町３丁目ビル新築工事 前田建設工業株式会社
14 建築 長野 北信合同庁舎耐震改修工事 中野土建株式会社
15 土木 島根 大田静間道路静間川橋下部第3工事 株式会社中筋組
16 建築（住宅） 東京 *都内戸建住宅工務店 *調整中
17 建築 東京 六本木５丁目計画 清水建設株式会社
18 土木 茨城 鬼怒川小絹築堤護岸工事 三井住友建設株式会社
19 建築 東京 （仮称）港区芝浦二丁目計画 新築工事 株式会社長谷工コーポレーション
20 建築 東京 恵比寿西二丁目複合施設建築ＪＶ 東急建設株式会社
21 建築（改修） 東京 S地区改修工事事務所 鹿島建設株式会社
22 土木 東京 外環大泉南工事 大成建設株式会社
23 土木 東京 南北線中防接続部工事 鹿島建設株式会社
24 土木 東京 東京国際空港際内トンネル他築造等工事 清水建設株式会社


