
1 

 

 

ヒューマンタッチ総研が独自分析 
建設技術者の「2030 年 未来予測（2021 年版）」を公表 
～新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた試算～ 
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ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社で、人材紹介事業を行うヒューマンタッチ株式会社（本社：東京都新宿区、

代表取締役：髙本和幸、以下「ヒューマンタッチ」）が運営するヒューマンタッチ総研は、建設技術者不足問題について独自試算し

た建設技術者数の「2030 年未来予測（2021 年版）」をまとめました。 

 

 

 

 

 

 

■新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて 2030 年までの建設技術者の需給動向を予測 

新型コロナウイルス感染症の拡大が日本経済に与え続けている打撃は大きく、今後の建設技術者の需給動向にも大きな影響を

与えると考えられます。 

建設技術者の有効求人倍率をみると、2020 年 2 月以降 11 月まで 10 カ月連続で前年同月を下回っており、新型コロナウイ

ルス感染症拡大が建設技術者の需給動向にも大きな影響を与えていることがわかります。 

今回の未来予測では、新型コロナウイルス感染症拡大が建設技術者の需給バランスにどのような影響を与えるのかについて分析

し、【A.ベースライン成長シナリオ】、【B．成長実現シナリオ】、【C．ゼロ成長シナリオ】の 3 つのシナリオにおける 2030 年までの人材

需給ギャップを試算しました。 

 

＜建設技術者数の試算結果＞ 

■建設技術者は 2030 年には 49 万 9 千人（2015 年比 105.0％）になると試算 

建設技術者数の将来シミュレーションにおいては、2015 年の国勢調査における建設技術者数をベースとして、「新卒の建設技

術職入職」と「他職種からの入職」を増加要因、「他職種への転職」と「定年による離職」を減少要因として、下記のような考え方で

試算しました（図表①）。 

【図表① 建設技術者数の増減要因シミュレーションの考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

【本件のポイント】 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえて、建設技術者の将来の需給動向を予測 

・「ベースライン成長」、「成長実現」、「ゼロ成長」の 3 つの経済成長パターンについて、建設技術者の将来需給数を試算 

・ベースライン成長シナリオでは 30 年の不足数は 2 万人となるが、ゼロ成長シナリオでは 27 年に不足が解消され 30 年には

9 千人の過剰となる可能性も 

増減要因 試算の考え方 増減数

新卒の建設技術職入職
文部科学省「学校基本調査」により、2016年から2020年は実数値を使い、

その後は生産年齢人口の減少に伴い減少傾向で推移と想定
＋26.1万人

他職種からの入職

2020年までは専門的・技術的職業平均を若干上回る流入率で推移し、2021年以降は

生産年齢人口減少に伴う人材獲得競争が激化し流入率は低下すると想定

＊転職入職率＝転職入職者数　÷　就業者数

　（雇用動向調査、労働力調査の専門的・技術的職業のデータから試算）

＋13.2万人

他職種への転職
2020年までは専門的・技術的職業の平均レベルで推移し、

2021年以降は若年層の増加に伴い流出率が高まると想定
▲15.7万人

定年による離職
70歳定年への流れを受けて65歳で退職する人の比率は徐々に減少すると想定

＊厚生労働省「令和元年「高年齢者の雇用状況」等より退職率を設定
▲21.2万人
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その結果、建設技術者数は 2015 年の 475,200 人から緩やかな増加傾向が続き、2027 年には 500,360 人（2015 年

比 105.3％）に達しますが、その後は減少に転じて、2030 年には 498,826 人(2015 年比 105.0％）になると試算されました

（図表②）。 

【図表② 建設技術者数の試算結果】 

 

出典：総務省「国勢調査」 、文部科学省「学校基本調査」、厚生労働省「雇用動向調査」、総務省「労働力調査」、国立社会保

障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」、厚生労働省「高年齢者の雇用状況」等を参考にヒューマンタッチ総研にて試算 

 

＜建設技術者の需要数の試算＞ 

■ベースライン、成長実現、ゼロ成長の 3 つのシナリオについて試算 

建設技術者の需要数については、2020 年までは国土交通省の「2020 年建設投資見通し」（2020 年 10 月）における建

設投資額をベースに試算し、2021 年以降については内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」（2020 年 7 月）におけるベ

ースラインケース及び成長実現ケースの GDP 成長率、消費者物価上昇率を使った試算に加えて、2021 年以降をゼロ成長とした

3 つのシナリオについて試算しました（図表③）。 

【図表③ 建設技術者の将来需要試算の前提】 

 

 

■2030 年における建設技術者の需要数は成長実現シナリオで 55 万人、ベースラインシナリオで 51 万 9 千人、ゼロ成長シ

ナリオで 49 万人 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける 2020 年度の建設投資額は、国土交通省の「建設投資見通し」において 55 兆

１千億円（前年度比▲3.8％）の見通しとなっていますので、その数値をベースに必要な建設技術者の需要数を試算しました。 

2021 年についてはリーマンショック時のデータおよび内閣府の「長期の経済財政に関する試算」（2020 年 7 月 31 日）による

2020 年度の GDP 成長率予測値をベースに試算しました。リーマンショック時には実質 GDP 成長率が▲3.6％で民間非住宅・土

　A．ベースライン成長シナリオ
内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」（2020年7月）におけるベースライン

ケースの経済成長率、消費者物価上昇率をベースに建設投資の増減を試算

　B．成長実現シナリオ
内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」（2020年7月）における成長実現

ケースの経済成長率、消費者物価上昇率をベースに建設投資の増減を試算

　C．ゼロ成長シナリオ
経済成長率、消費者物価上昇率ともにゼロ成長で推移すると想定して建設投資の

増減を試算
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木建設投資額は▲15.6％となっています。また、2020 年度の実質 GDP 成長率は▲4.5％と予測されています。これらのデータと 

緊急事態宣言が再発出されるなど新型コロナウイルス感染症の収束が遅れている状況を踏まえて、2021 年度の民間非住宅・土

木の建設投資額は▲20％減少すると仮定して必要な建設技術者数を試算しました。 

その結果、各シナリオ共通で建設技術者の需要数は 2019 年の 54 万 3 千人から 2020 年には 52 万 3 千人、2021 年に

は 50 万 5 千人に減少すると試算されました。2022 年以降は成長実現シナリオでは増加傾向が続き 2030 年には需要数は 55

万人となり、ベースラインシナリオでは横ばいで 2030 年には 51 万 9 千人、ゼロ成長シナリオでは減少傾向が続き 2030 年には 49

万人になると試算されました（図表④）。 

【図表④ 建設技術者需要数の試算結果】 

 

出典：下記資料を参考にヒューマンタッチ総研にて試算 

総務省「国勢調査」「労働力調査」、文部科学省「学校基本調査」、厚生労働省「一般職業紹介状況」「雇用動向調査」 「高年齢者

の雇用状況」 、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」、国土交通省「令和 2 年度 建設投資見通し」、内閣府

「中長期の経済財政に関する試算」、野村総研「2040 年の住宅市場と課題」 

 

＜3 つのシナリオにおける建設技術者の需給ギャップの推移＞ 

建設技術者数と建設技術者の需要数の試算結果から需給ギャップの推移をみると各シナリオにおいて次のようになります。 

 

【A．ベースライン成長シナリオ】 

■2030 年の不足数は 2 万人 

3 つのシナリオともに、建設技術者の不足数は 2019 年に最大の 60,613 人の不足となり、その後 2020 年には 37,193 人、

2021 年には 15,310 人と不足数は大幅に減少します。 

それ以降については、ベースラインシナリオでは 2022 年の不足数は 27,040 人に増加しますが、その後、不足数は徐々に減少して

2030 年には 20,160 人の不足になると試算されました（図表⑤）。 
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【図表⑤ ベースライン成長シナリオにおける需給ギャップの試算】 

 

 

【B．成長実現シナリオ】 

■2030 年の不足数は 5 万 1 千人に拡大 

成長実現シナリオでは 2022 年に不足数は 27,002 人に増加し、その後は急速に増加して 2030 年には 51,394 人の不足

になると試算されました（図表⑥）。 

【図表⑥ 成長実現シナリオにおける需給ギャップの試算】 
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【C．ゼロ成長シナリオ】 

■ゼロ成長シナリオでは 2027 年に建設技術者は過剰に転じる 

ゼロ成長シナリオでは 2022 年に不足数は 22,294 人に増加、しかしその後は減少傾向が続いて 2027 年には過剰に転じ、

2030 年には 9,299 人の過剰になると試算されました（図表⑦）。 

【図表⑦ ゼロ成長シナリオにおける需給ギャップの試算】 

 

出典：下記資料を参考にヒューマンタッチ総研にて試算 

総務省「国勢調査」「労働力調査」、文部科学省「学校基本調査」、厚生労働省「一般職業紹介状況」「雇用動向調査」 「高年齢者

の雇用状況」 、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」、国土交通省「令和 2 年度 建設投資見通し」、内閣府

「中長期の経済財政に関する試算」、野村総研「2040 年の住宅市場と課題」 

 

■ヒューマンタッチ総研所長・髙本和幸（ヒューマンタッチ代表取締役）のコメント 

建設技術者の需給ギャップは 2019 年に 6 万人の不足にまで拡大しましたが、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響で建設投資が減少する影響を受けて 2021 年には 1 万 5 千人程度の不足にまで需給ギ

ャップは縮小すると試算されました。コロナ禍による建設投資額の減少に伴い、建設技術者の需給はかなり

緩和されはしますが一定レベルの人材不足は続きそうです。 

2030 年の需給ギャップについて、ベースライン成長シナリオでは 2 万人の不足、成長実現シナリオでは 5

万 1 千人まで不足数が拡大する試算になっていますが、ゼロ成長シナリオでは 2027 年に建設技術者は

過剰に転じ、2030 年には 9 千人の過剰になるという試算結果になっており、経済動向次第で需給ギャッ

プは大幅に変動しそうです。 

足元では、緊急事態宣言が再び発出され、新型コロナウイルス感染症拡大の収束の目途が立たない状況であり、2020 年度の

ＧＤＰ成長率は今回の試算で使った▲4.5％よりもさらに下振れすることも考えられます。2020 年 12 月に発表された政府経済

見通しでは 2020 年度の実質 GDP 成長率は▲5.2％とされており、緊急事態宣言の再発出を受けてさらに下振れする危険性も

あると考えられることから、短期的には縮小マーケットを想定しながらも中長期的には建設市場の動向次第で建設技術者の不足数

が拡大する可能性も踏まえて採用戦略をフレキシブルに見直していくことが重要になると考えられます。 
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■ヒューマンタッチ総研とは 

「ヒューマンタッチ総研」は、ヒューマンタッチ株式会社が運営する、建設業界に関する各種データを基に将来の姿を予測する研究

所です。 

「ヒューマンタッチ総研」は、建設業界の人材動向を中心に市場動向、未来予測などの調査・分析を行い、 独自調査レポート 

や定期的なマンスリーレポート、そして建設 ICT の最新ソリューションを紹介する各種セミナーの企画・運営など、建設業界に関わる

様々な情報発信をしています。 

建設業界の人材不足を改善するために、 ICT 導入による「生産性向上」や魅力ある業界への転換としての「働き方改革」を推

奨し、建設業界に関わる各種データや業界を超えた様々な情報の調査・分析から、 

建設業界の明るい未来につながる発信をしてまいります。 

●ヒューマンタッチ総研 WEB サイト：https://kensetsutenshokunavi.jp/souken/ 

 

■ヒューマングループについて 

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、IT と多岐にわたる事業を展開しています。1985

年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社会、

待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組み、独自のビジネスモデルを展開してきました。 

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げ

られた SDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいきます。SDGs への貢献を

通じて、「為世為人」の実現を加速させ、より良い社会づくりに貢献していきます。 

●ヒューマンホールディングス WEB サイト：https://www.athuman.com/ 

 

 

会社概要 

ヒューマンタッチ株式会社 

●代表者：代表取締役 髙本 和幸  ●所在地：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 1F 

●資本金：1 億円         ●コーポレートサイト URL：https://human-touch.jp/ 

●ヒューマンタッチ総研サイト URL：https://kensetsutenshokunavi.jp/souken/ 

 

 
＜このレポートに関するお問い合わせ＞ 

ヒューマンタッチ株式会社 ヒューマンタッチ総研担当 

TEL：03-6872-1027  E-ｍａｉｌ： htsouken@athuman.com 

＜ヒューマングループに関するお問い合わせ＞ 

ヒューマングループ 広報担当 原、安永 

E-mail：kouhou@athuman.com 

https://human-touch.jp/

