開催日時

建設工事会社様向け企画

中小工事業がイマ取り組むべき高卒・中途採用成功事例セミナー
講座内容＆
スケジュール

セミナー 内 容

講座

現場型 労働集約産業でもヒトが集まる！人手不足を言い訳にしないためには？

１

第

セミナー内容抜粋①

講座

セミナー内容抜粋②
セミナー内容抜粋③

12:30
〜

HRD支援部

（おおむら ありたつ）

年間採用実績ゼロの沖縄の片田舎の工事会社に、人が集まるようになったヒケツとは？
セミナー内容抜粋①
セミナー内容抜粋②
セミナー内容抜粋③

2 講座

13:10

年間応募数0だった会社が一年間で中途7名・新卒1名を採用できる体制を作れたポイントとは？
本当に必要な人材は妥協しない！ 辞めない社員 を採用するヒケツとは？
待ち の採用から 攻め の採用へ！社長が作るべき、優秀な若手採用の仕組み！

有限会社 気流

有限会社 気流

代表取締役

総務部長

諏訪 二郎氏

〜

沖縄のダクト工事会社、有限会社気流の代表取締役。若かりし頃
に沖縄へ移住し、一代で県内有数のダクト工事専門会社へ成長
させた創業社長。沖縄イチ・日本イチのダクト工事会社・ダクト工
事職人へと成長させるべく、現在は採用のみならず、社員教育に
も力を入れ、社の発展と沖縄の地域活性に取り組んでいる。

14:00

3

大村 在龍

事業開発グループ チーフコンサルタント

広島県呉市出身。横浜国立大学卒業後、船井総合研究所に入社。一般・産業廃棄物業界、物流業界、建設・解体・専門工事業界といったBtoBマーケットにおけるコン
サルティングに従事。
『ヒト不足の解消と永続的な企業成長』をテーマに、人財開発を専門とし、主に廃棄物業や、建設・解体・専門工事業などを中心とした採用定着
支援を行なっている。採用に関する最新のWebノウハウと採用現場で得たナマの経験から、人不足に悩まされる採用難業界の ヒト に関わる問題解決と業績向上
を実現すべく、全国各地を奔走している。

特別
ゲスト
講師

第

深刻な建設・工事人材の人不足…いつまで効果の出ない方法を続けますか？
仕事探しに WEB ・ スマホ は当たり前！イマドキ人材の動きを知っていますか？
過去の採用実績がなくても採用できる！高校生を採用する方法を知っていますか？
株式会社 船井総合研究所

13:00

第

12：30〜16：00［ログイン開始 12:00〜］

諏訪 志織氏

講座

セミナー内容抜粋②
セミナー内容抜粋③

〜

14:10

※10/27（火）のみ16:30まで

若い建設人材が
集まり辞めない
人が育つ 工事会社の成功と失敗
ポイント 1 年間採用ゼロの会社が、
たった1年で10名以上の採用を実現

今取り組まなければ手遅れになる！？ 採用に特化したホームページ作りが全ての肝！
過去の採用実績０でも、学校・学生とのコネクションを作るためにするべきこととは？
優秀な人材を集め、定着させるには？ 採用の 仕組み化 が、会社の運命を分ける！

ポイント 2 新卒採用ゼロの会社が、
たった1年で大卒･高卒の採用に成功

東田 祥利

HRD支援部

15:20

ポイント 3 育成担当ゼロの会社が、
たった1年で育成の仕組み作りに成功

（ひがしだ しょうり）

船井総合研究所に入社後すぐに人材採用のコンサルティングに従事し、建築業・建設業における新卒・中途採用に特化したコンサルティングをおこなっている。人災
の採用を原点とし、その後の育成や定着にも貢献し、多くの企業の業績アップに清している。

第

4 講座

計画採用が会社を成長させる！ イマ経営者に考えてほしいこと
セミナー内容抜粋①

15:30
〜

セミナー内容抜粋②

16:00

特別ゲスト講師

WITHコロナ・未曾有の時代にもの自邸る会社の共通点
経営者様に今、考えて欲しいこと
株式会社 船井総合研究所

※10/27（火）のみ16:30まで

HRD支援部

事業開発グループ チーフコンサルタント

新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに
心よりお見舞い申し上げます。

大村 在龍

（おおむら ありたつ）

船井総研の無料経営相談について
船井総研には、建設業や人事戦略の構築･実行に特化す
る専門コンサルタントが在籍しています。建設工事業に

お申し込み方法

おける「採用」
「定着」
「育成」といった人不足時代の課
題に対し、全国の年商1億円から100億円以上の建設

WEBからお申込みいただけます！

OPEN!

セミナー情報をWEBページ
からもご覧いただけます！

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/064558

和時代・withコロナ時代における「イマ取り組むべき人
事戦略」を、成功事例と失敗事例を織り交ぜながら、今
回ご参加頂けます企業様と個別に、お話させていただき
ます。セミナーご参加特典としてセットになっております
ので、ぜひご活用いただきまして、本セミナー内容を実
行に移すきっかけとしていただければ幸いです。

有限会社 気流
代表取締役

諏訪 二郎 氏
主 催

右記のQRコードを読み取りいただきWEBページの
お申込みフォームよりお申込みください。

工事会社に対するコンサルティングの中で見出した、令

経営者様・人事担当者様必見

中小工事業がイマ取り組むべき

有限会社気流の総務部長兼人事担当。直近で年間採用ゼロだった
自社の状況を一新させるべく、
中途採用の抜本的な強化、
そして3
年ぶりの高卒新卒採用に取り組む。ただ待つだけの採用では社の
発展は不可能と判断し、
中途採用のWeb戦略導入や企画型高卒採
用へ踏み出すなど、
有限会社気流の人財力強化を進めた立役者。

株式会社 船井総合研究所

10月27日（火）・11月4日（水）
11月9日（月）・11月17日（火）

受付（ログイン開始）12：00〜

現場人財は集まる！中小工事業がイマすぐ始めるべき高卒新卒・中途採用の成功事例大公開！
セミナー内容抜粋①

2020年

12：30〜16：00

10 27 ・11月4日（水）・11月9日（月）・11月17日（火）

WEB
月
日（火）
2020年
セミナー 12：30〜16：30［ログイン開始 12:00〜］

完全オンラインセミナー

ら
沖縄か ンで
イ
ラ
ン
オ
壇！
登
特別

★中小工事会社

気流 はココがすごい★

①応募数40件以上！
若くて定着する人材を採用できた秘訣！
②社員数40％増でも、
年間離職率4％を実現した体制作り！
③8年ぶりの採用活動でも、
高校との関係性0でも実現できた新卒採用

総務部長

諏訪 志織 氏

詳細 は中面 のレポート をお読みください!
中小工事業がイマ取り組むべき高卒・中途採用成功事例セミナー

TEL.0120-964-000
株式会社 船井総合研究所

平日
9:30〜17:30

〒541-0041大阪市中央区北浜4-4-10

お問い合わせNo.S064558

お申し込みに関するお問い合わせ：天野
内容に関するお問い合わせ：東田

船井総研大阪本社ビル

（船井総研ホームページ［www.funaisoken.co.jp］右上検索窓に『お問い合わせNo.』を入力ください。）→ 064558
WEBからお申し込みいただけます。

Web活用による 中途採用 の加速と8年ぶりの 高卒採用 で若手採用に成功！
特別ゲスト 有限会社 気流

代表取締役

総務部長

諏訪 二郎 氏 諏訪 志織 氏

有限会社気流様は、沖縄県を中心に事業を展開する、
ダクトの製造･設計･設置を中心とす
る空調換気設備工事会社です。社員数は30名、創業34年となる、県内でも中堅に位置す
る専門工事会社。美ら海水族館、
バスターミナル、病院など様々な建物の施工実績があり、
業界内でも有数の工事会社です。
沖縄という特殊な商圏、そしてダクト工事という特殊な業種であることから、数年間年間採用人
数がゼロだった会社ですが、たった1年で10人の現場職人（未経験、大卒新卒含む）
を採用し、
更には8年ぶりの高卒採用に取り組み、そして採用を成功
（1名内定・入社予定）
させました。
沖縄イチ・日本イチのダクト工事会社・ダクト工事職人へと成長させるべく、
現在は採用のみ
ならず、
社員教育にも力を入れ、
会社の発展と沖縄の地域活性に取り組んでいます。

若い人材が集まり･辞めない･人が育つ工事会社の４つのポイント

Ⅰ

年間採用数0の会社が年間採用数
10名まで増やせた秘訣

Ⅱ

indeed

育成体制のない会社が入社後の
新人育成に成功した秘訣

engage
求人ボックス

Google
for Jobs

安定して年間５０名以上の応募が来る
最新のＷｅｂ活用型自社採用スキーム
５０名以上の応募から、見込みのある
１０名を採用できた選考プロセス
自社の強みがわからない･PRできない会社
でも１ヶ月で出来た自社ブランディング

Ⅲ

社員数が40％増えても、離職率は
低い水準を維持できた秘訣

年間10名以上の採用、社員が1.4倍に増え
ても離職率が改善した若手･中堅採用戦略
不人気業界である建設工事業でも、
離職率が5%以下になる組織体制
入社前から将来が描け、入社後も安心
して働ける独自のキャリアプラン策定

採用活動から社員を巻き込み、
後輩指導の感覚を掴ませる現場体験会
新人指導にブランクのある社員を育てる
指導者向けマニュアルと実践研修
動画活用で教育内容を平準化させる
新人育成・業務指導マニュアル

Ⅳ

8年間新卒採用0人の会社が
新卒採用に成功した秘訣

大学や高校の新卒者が魅力を感じ、興味
を持つ、会社紹介手法と個別アプローチ
デジタル化に馴染めない会社でもできた
オンライン型インターン･会社説明会
限られた採用活動でも、高校生と接点を
増やし採用に繋がる自社単体の出張講座

に
時 代に
ナ
ロ
コ
h
t
i
w
おける

工事業の人事戦略 成功と失敗

採用活動のWEBシフト
1 採用
全般 自社の採用特設サイト立ち上げによる、
ミスマッチの減少と離職率の低下
2 採用
全般 自社の特長を数多く訴求し、
中途 Indeedをはじめとした求人検索エンジンや 求人媒体と
3 採用 採用サイトやＳＮＳを連動させた集客術
採用
4 全般 紹介や、定額課金の求人媒体に依存しない方法で、徹底的に採用コストをダウン
インターンシップ等
採用 事前会社見学や選考外の社員交流、
5 全般 選考フローの見直しで採用率･入社率アップ
新卒
6 採用 高卒･大卒といった新卒採用に挑戦し、平均年齢をダウン
学校訪問型のシゴト体験付き出張講座を実施し、
7 高卒
採用 高校生との接触頻度を増加させ、
応募数をアップ
直接会えない状況でも可能！オンライン説明会実施で、
8 採用
全般 コロナ禍でも動きを止めない戦略
新卒 インターンシップを実施し、学生の惹きつけをおこなうことで、
9 採用 応募数・採用率の増加
企業の魅力アップと離職率の減少を実現
10 新卒
採用 評価賃金制度を見直し、
社員 職人や監督の下限品質を向上させる、
11 育成 テキストや動画を用いた自社独自の育成指導マニュアル
社員 業界未経験者や若手でもイメージが付く、
12 育成 育成計画と連動した会社独自のキャリアプラン作成
社員
13 育成 役職やキャリアステップに合わせた育成マニュアルを作り、新入社員・既存社員を育成
社員 退職者分析や社員ヒアリングによる退職予備軍のあぶり出しで、
14 定着 退職要因の把握と改善を定期的に実行
人事 世間･顧客･社員･求職者の声からわかる会社イメージの把握と
15 戦略 上記成功施策から生まれる「採用ブランディング」の創造
上記のような成功の裏にある、数々の失敗談も交えて、
令和における工事業の人事戦略をご紹介いたします！

ご入金確認後、
マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

中小工事業がイマ取り組むべき高卒・中途採用成功事例セミナー

お問合せNo.

S064558

開催要項

オンラインにてご参加
2020年

日時・会場

10月27日（火）

11月 4 日（水）
2020年 11月 9 日
（月）
2020年 11月17日
（火）
2020年

開始

お申込期限：10月23日
（金）

12：30

12：30

16：00

12：30

終了

16：00

（ログイン開始 12：00より）
開始

お申込期限：11月13日
（金）

終了

（ログイン開始 12：00より）
開始

お申込期限：11月5日（木）

16：30

（ログイン開始 12：00より）

開始

お申込期限：10月31日
（土）

終了

12：30

終了

16：00

（ログイン開始 12：00より）

本講座はオンライン受講となっております。 諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

5,500円）／一名様
税抜 4,000円（税込4,400円）
／一名様

一般価格 税抜 5,000円（税込
会員価格

受講料

●お支 払いが、クレジットの場合はお申込 み 手 続き完 了後 の 案 内（メール）をもって、セミナー受 付とさせていただきます。銀 行振 込の場合はご入 金 確 認 後、お送りする案 内（メール）を
もってセミナー 受 付とさせていた だきます。● 銀 行 振 込 の方は、税 込 金 額 で のお 振 込 みをお願いいたします。お 振 込 み いた だ いたにも関 わらずメールが お 手 元に届かない 場 合 や、セ
ミナー 開 催４営 業日前までにお 振 込 みできない 場 合は、下 記 お申込 み 担 当者へご連 絡ください。な お、ご入 金 が 確 認できない 場 合は、お申込 みを取 消させていた だく場 合がござ いま
す。●ご 参加を取り消される場合は、開 催3営 業日（土・日・祝 除く）前まではマイページよりキャンセ ルをお願い致します。それ 以 降は下 記 事務局 宛にメールまたはお 電 話にてご連 絡く
ださい。尚、ご 参加料金の50 ％ を、当日の 欠 席は100 ％ をキャンセル 料として申し受けますのでご 注 意ください。

●会員価格は、
各種経営研究会・経営フォーラム、
および社長onlineプレミアムプラン
（旧：FUNAIメンバーズPlus）
へご入会中のお客様のお申込に適用となります。

お申込方法

下記QRコードよりお申込みください。
クレジット決済が可能です。受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。
または、
船井総研ホームページ（www.funaisoken.co.jp）、
右上検索窓にお問い合わせNo.064558を入力、
検索ください。

株式会社 船井総合研究所
お問合せ

TEL

0120-964-000 （平日9:30〜17:30)

●申込みに関するお問合せ：天野 ●内容に関するお問合せ：東田

お申込 みはこちらからお 願いいたします

10月27日（火）オンライン
申込締切日10月23日（金）

11月4日（水）オンライン
申込締切日10月31日
（土）

11月9日
（月）オンライン
申込締切日11月5日（木）

11月17日
（火）オンライン
申込締切日11月13日
（金）

検

