
ITツール導⼊で⼀体何が変わる？

建設業界が考えるべき現状とこれから

建設業界の「あるある」なお悩みを解決
業務効率向上のサポート
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建設業界の現状

ITツールで建設業界の業務効率化を実現

建設業界でスケジュール管理ツール
はこう使われている！

スケジュール管理ツール「Aipo」とは
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建設業界の現状
アナログからデジタルへ
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出典：総務省「労働調査」（H30年平均）を元に国⼟交通省にて推計

年齢階層別の建設技能労働者数

慢性的な⼈⼿不⾜

総務省が⾏った「労働⼒調査」の結果、

建設関連⼈材の25％は60歳以上、10〜20

代は11％に留まるという結果になった。

今後⾼齢者が⼤量に離職し、さらなる⼈

材不⾜が起こると予想されている。
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出典：総務省「毎⽉勤労統計調査」年度報より国⼟交通省にて推計

年間実労働時間の推移

⻑時間労働

建設業は全産業平均と⽐較すると、年間

300時間以上の⻑時間労働となってい

る。また週休1⽇以下が43.0％と休⽇数も
少なく、業界全体の課題となっている。

約300時間もの労働時間差。



さらにコロナ禍により業績が悪化する企

業が出てくるなど、ITツールを活⽤した
業務効率化による⽣産性の向上が必要と

なってきます。

令和6年4⽉1⽇から建設業でも⼀般企業

同様の時間外労働の上限規制が適⽤され

ます。原則⽉45時間・年360時間とな

り、臨時的な特別の事情がなければこれ

を超えることができません。

今から⼈⼿不⾜や⻑時間労働の対策を⾏

っていく必要があります。

業務効率の向上が急務



クラウドサービス利⽤の⽤途

建設業界のITツール導⼊率は？

建設業界は71.7%の企業がクラウドサービスを導⼊しているが、その多くはファイル保管や電⼦メールとなっている。

デジタル化のためのITツールの⼀つとして多くの企業が利⽤しているクラウドサービスの割合。
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総務省「令和2年通信利⽤動向調査」より抜粋



必要だと思っていない

コストがかかりそう

セキュリティが不安

IT慣れしていない社員が多い

社内に浸透しずらそう

建設業界は他の業界と⽐べても特別ITツー

ルの導⼊率は⾼くありません。これは以下

のような理由があると思われます。

ITツールを導⼊しない理由は？

これらは過去の失敗や先⼊観によって作ら

れたイメージの可能性もあるので、今⼀度

検討されてみてはいかがでしょうか。
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ITツールで建設業界の
業務効率化を実現

アナログからデジタルへ



ツールの種類 メリット 代表ツール

スケジュール管理ツール
社内外の予定共有がリアルタイムで⾏える。予定が⾒える

化されるのでひと⽬で予定の把握が可能。また、社⽤⾞や

会議室のバッティング防⽌にも有効。

業務効率化系のITツールにはどんな種類がある？
ITツールといっても様々な種類のものがあります。社内の課題に合わせて活⽤できるものを探してみましょう。

多くの種類があるため迷ってしまうかもしれませんが、そういった場合はスモールスタートが可能で、

ビジネスの基本となる「スケジュール管理」を⾒直してみましょう。

コミュニケーションツール

タスク管理ツール

Aipo、Googleカレンダーなど

これまで電話やメールで⾏ってきた業務に関する連絡や周知

にかかる時間を⼤幅に短縮できる。

Chatwork、Slack、
LINEWORKS、Zoomなど

�

スケジュールの抜け漏れやタスクの遅れにいち早く気づき、

円滑にプロジェクトをまわすことができる。
Trello、Backlogなど

まずはどの企業でも必ず⾏う「スケジュール管理」を⾒直してみましょう！



まずは社内のスケジュール管理を⾒直そう

スケジュール管理は⼀⾒売り上げには関係なさそうですが、実は「アナログ管理」が本来の業務に使える時間を奪

っているかもしれません。以下では建設業界でも「あるある」なスケジュール管理の⽅法や課題をまとめてみまし

た。もしひとつでも当てはまっていた場合、業務効率を改善できる可能性があるかもしれません。

現状の予定共有 現状の課題

予定の確認はエクセルやホワイト

ボードで⾏っている

各々が⼿帳や独⾃のもので予定を

管理している

紙で予定を管理したり、電話での

確認を多⽤している

外出中のメンバーの予定把握が難

しい

会議の際に全員の予定を合わせる

のが⼤変

社⽤⾞や会議室のバッティング



スケジュール管理ツール導⼊で
社内はどう変わる？

情報共有をデジタル化すればパソコンやスマホで必要な情報が得られるため、各担当者
の連携がスムーズになります。建設業界であれば例えば、⼯事監理担当者が状況確認の
ために何度も現場に出向く必要はなくなるでしょう。

スケジュールや情報共有がスムーズに

営業先でも施⼯先でも予定確認ができる

その場で予定の追加・確認ができる

業務連絡がスピードアップ

ペーパーレス化でコスト削減
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建設業界でスケジュール管理

ツールはこう使われている！

アナログからデジタルへ



スケジュール管理ツールであれば「今⽇」「どこ

で」「誰と」「何について打ち合わせをし」「その

内容はどうだった」ということまで⼀つの画⾯で確

認や共有が可能です。

建設業界では拠点が複数存在していたり、外出する

社員が多いことから情報の共有速度が遅くなってし

まうことがあります。

紙やホワイトボード、エクセルではどうしてもリア

ルタイム性がなく、さらに情報の詳細を共有するの

が難しいので、⽣産性を下げてしまう要因の⼀つに

なりかねません。

ホワイトボードやエクセルから

スケジュール管理ツールへ



スケジュール管理ツールであればいつ誰が何を利⽤

するかその場で分かるので、⼿間もなくダブルブッ

キング等のトラブルも未然に防ぐことができます。

会議室や社⽤⾞、建設機材といった社内共有のもの

を利⽤する際は前もって予約をするかと思います。

企業によっては「総務部へ連絡→ホワイトボードや

紙に記載してもらう→スマホで写真をとっておく」

といった⼿間が発⽣することもあります。

施設や設備、建設機材も

スケジュールに登録



「⽇程調整機能」では相⼿⽅に⾃分の空いている時

間を選んでもらうだけなので、そういった⾯倒なや

り取りは発⽣しません。

社内・社外問わず打ち合わせを⾏う際はお互いのス

ケジュールのすり合わせが必要になります。

これが意外と時間のかかる作業で、みなさんも「○

⽇は難しいので△⽇はいかがでしょうか？」「△⽇

はあいにく…□⽇でしたら…。」

といったメールや電話のやりとりを⾏ったことがあ

るかもしれません。

打ち合わせのアポも

「⽇程調整機能」でラクラク



スケジュール管理
ツールを導⼊する
際のポイントは？

セキュリティの高い
ツールを選ぶ

トライアルを通じて現場
の声を聞く

小さく始めて拡大して
いく

導入後のメインの担当
を配置する

社内情報の漏洩が無いよう安心
できるものを

即導入ではなく、まずは現場で
試し、使用感を確認

まずは一つの部署から運用しな
がら全体に

管理者を配置することで運用、
浸透がスムーズに

導入目的に合った
ツールを選ぶ

ITスキルの低い社員の
意見も重視する

本来解決したい課題に合わせて
選ぶことが大切

誰にでも使いやすいものが浸透
には大切

活⽤できずに使われないツールは導

⼊時の検討が⼗分にできていないこ

とが⼤きな原因です。
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スケジュール管理ツール

「Aipo」とは

アナログからデジタルへ



ってなに？

AipoはITツール慣れしていない⽅でも直感的に操作できるスケジュール管理グループウェアです。

建設系の企業様にも多く導⼊いただいております。

スマホでもPCでも、どこにいても予定を共有可能

予定の詳細も確認することができます

1700社導⼊

⾼いセキュリティ信頼性を持つ

AWSのデータセンターを利⽤



使いたい機能
のみ契約可能

が選ばれる

カレンダーを中⼼に、チャット、タイム

カードなど多数の製品がありますが、ニ

ーズに合わせて使いたい機能のみを選べ

るので最⼩限から利⽤が可能です。

セットアップ⼿順から機能の活⽤⽅法ま

で、まるで隣にいるかのような感覚で⼿

厚く⽀�援します。 チャットで素早くご
対応させていただきます。

シンプルな操作性

クリックやドロップで直感的に操作が可

能で、マニュアルがなくともすぐに使⽤

することができます。スマホでも少ない

タップ数で予定を登録可能です。

丁寧な
サポート体制

信頼性の⾼い
セキュリティ

低リスクで
始められる

⾼い信頼性を持つ認証と認定を受けてい

るAWSのデータセンターを利⽤してお

り、弊社は実績が認めらAmazon社より

公式コンサルティングパートナーとして

認定されています。

年間契約といった縛りもなく、最低利⽤

⼈数は5名から可能。正式導⼊前の無料

お試しで、機能性、操作性を確認できる

ので⾮常に低リスクで開始可能です。

5つの理由



で出来ることを少しご紹介

カレンダー

カンタンな操作で予定を登録するこ

とができ、予定の詳細やファイルを

添付することも可能です。メンバー

はもちろん、会議室や社⽤⾞等の設

備も登録することができます。

⽇程調整 出⽋確認

社外の⽅と打ち合わせをする際の⽇

程調整メールのやり取りを無くしま

す。複数の取引先とよく打ち合わせ

を⾏う⽅にオススメな機能です。

多数決形式で投票が可能な機能で

す。社内での打ち合わせや飲み会な

ど、⼤勢で集まる際にわざわざひと

りひとりにスケジュールを確認する

必要がなくなります。



建設企業の導⼊事例
総合建設業で、建築、住宅、⼟⽊の事業を推進されており、様々な商業施設や医療施設、またマンションや住宅の建築・改

修を⼿掛けられている「菱和建設株式会社様」にアイポを導⼊されたことで社内にどのような変化があったかを、伺いまし

た。

菱和建設株式会社様

これまでは各メンバーのスケジュールを都度⼝頭で確認しな

ければいけませんでしたが、Aipoを導⼊することで確認した

いときにすぐ全メンバーの予定を確認できるようになりまし

た。

設備予約まで管理可能なため社⽤⾞の利⽤状況などもすぐに

確認できるようになり、さらに、休暇管理までできますので

事務作業に関しても⼤幅に⼯数削減が実現できました。



最後までご覧いただき、ありがとうございました。

Mail:�support@aipo.com�

お問い合わせ

TEL：03-3555-5260（平⽇：10時-17時）�

TOWN株式会社 Aipo事業部

Aipoサポートセンター



https://aipo.com


