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平成 29 年度「建設専門業の経営革新支援研修会」の開催について
拝啓

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、当連合会の業務運営につきましてご高配を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
さて、例年のとおり、建専連では標記研修会を別添のとおり開催することと
いたしました。
つきましては、業務ご多忙の折、誠に恐縮に存じますが、貴団体の会員企業
から多数ご参加いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
なお、貴団体の各支部等の会員企業の出席者につきましては、【別紙３】に
ご記入のうえ、【別紙２】に記載の締切日までに、現地事務局（各地区建専連）
あてに、ＦＡＸでお知らせくださいますよう、併せてお願い申し上げます。
また、当日の参加者より資料代として１人 2,000 円のご負担をお願いするこ
ととし、当日会場にて申し受けさせていただくことを申し添えます。
記

1.「建設専門業の経営革新支援研修会」の企画書【別紙１】
2. 同研修会の日程表【別紙２】
3. 同研修会の参加申込書【別紙３】
【お問合せ先】（一社）建設産業専門団体連合会 事務局
TEL：０３−５４２５−６８０５
FAX：０３−５４２５−６８０６
E-mail：info@kensenren.or.jp

【別紙１】
平成 29 年度「建設専門業の経営革新支援研修会」企画案
（一社）建設産業専門団体連合会
１．開催目的
我が国の建設産業は、建設投資の減少等により競争が激化し、地域社会を支えてきた建設
企業が疲弊するとともに、就労環境の悪化等により若年入職者が減少するなど激しい状況に
直面している。相変わらずダンピングや指値発注等により、専門工事業や技能労働者に対し
て、そのしわ寄せや若年入職者の雇用、技能・技術の継承等の問題が山積し、その解決が喫
急の課題となっている。
このような厳しい環境の中で、地域社会の維持、法令の順守、若年入職者の促進を図るた
めの方策等について認識を深めることで、まじめな建設専門業者が生き残り、さらには成長
していくことを支援するために、標記研修会を開催するものである。
２．研修会の開催概要
① 開催時期
平成 30 年 1 月 24 日（水）〜平成 30 年 3 月 6 日（火）
② 開催場所
全国 10 地区（地方整備局等所在都市）
③ 開催時間
13：30〜16：30（2〜3 時間程度、会場により異なる）
④ 受講者数
１会場 100 人程度
３．研修会の事業内容（カリキュラム・時間帯等は地域により異なる）
①開会挨拶（10 分）
地区建専連 会長等
②（仮題）
「建設産業政策 2017+10 等」について（50 分）
（含 社会保険等加入促進、働き方改革、職人基本法 等）
講師：国土交通省 地方整備局等 担当官
③（仮題）｢働き方改革｣及び｢職人基本法等｣について（50 分）
講師：厚生労働省 担当者
④（仮題）
「キャリアアップシステム」について（50 分）
講師：
（一財）建設業振興基金 担当者
⑤連絡事項（10 分）
（一社）建設産業専門団体連合会 担当者
（注）上記②〜④のカリキュラムのうち、２つを選択して実施する。

平成29年度 「建設専門業の経営革新支援研修会」日程表
地区

四
国

日時

会場

ホテルパールガーデン
1月24日（水） 1階「玉藻」
13:30〜15:30 高松市福岡町2-2-1
TEL 087-821-8500

実施内容
・「キャリアアップシステムについて」
講師：（一財）建設業振興基金
・「働き方改革について」等
講師：四国地方整備局，厚生労働省

エルおおさか
（大阪府立労働センター）

・「職人基本法に向けた取組について」等
講師：近畿地方整備局

大阪市中央区北浜東3-14
TEL 06-6942-0001

・「キャリアアップシステムについて」
講師：（一財）建設業振興基金

【別紙２】
申込締切

1月15日

近
畿

1月25日（木）
13:30〜16:00

沖
縄

沖縄産業支援センター
2月5日（月） 「309号室」
13:30〜16:00 那覇市字小禄1831-1
TEL 098-859-6234

北
海
道

・「職人基本法に向けた取組について」等
札幌第一ホテル
講師：北海道開発局
2月15日（木） 2階「かしわの間」
13:30〜15:30 札幌市中央区南7条西1-12-7 ・「キャリアアップシステムについて」
TEL 011-530-1101
講師：（一財）建設業振興基金

2月5日

関
東

浜離宮プラザ
2月16日（金） 10階「大会議室」
13:30〜16:30 中央区築地5-5-12
TEL 03-3545-5156

2月6日

中
国

エンジェルパルテ
2月20日（火）
13:30〜15:30 広島市中区袋町7-25
TEL 082-247-5588

東
北
九
州

北
陸

ホテル白萩
2月22日（木）
13:30〜16:00 仙台市青葉区錦町2-2-19
TEL 022-265-3411
TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ博多ｱﾈｯｸｽ
（ﾎﾃﾙｻﾝﾗｲﾝ福岡博多駅前）
2月28日（水）
2F ジュピター
16:00〜18:00
博多区博多駅前4-11-18
TEL 092-433-0520

1月15日

・「建設産業政策2017+10について(含 社会保険等加入促進)」等

講師：沖縄総合事務局
・「キャリアアップシステムについて」
講師：（一財）建設業振興基金

1月26日

・「建設産業政策2017+10について(含 社会保険等加入促進)」等

講師：関東地方整備局，厚生労働省
・「キャリアアップシステムについて」
講師：（一財）建設業振興基金
・「職人基本法に向けた取組について」等
講師：中国地方整備局
・「キャリアアップシステムについて」
講師：（一財）建設業振興基金

2月9日

・「建設産業政策2017+10について(含 社会保険等加入促進)」等

講師：東北地方整備局
・「キャリアアップシステムについて」
講師：（一財）建設業振興基金

2月13日

・「建設産業政策2017+10について(含 社会保険等加入促進)」等

講師：九州地方整備局
・「月給制、週休二日制導入について」
講師：九州地区で講師選定中(会計士,社労士,ｺﾝｻﾙ等)

・「働き方改革について」等
新潟グランドホテル
講師：北陸地方整備局，厚生労働省
３階 「悠久」
3月2日（金）
・「キャリアアップシステムについて」
新潟市中央区下大川前通３ノ
14:00〜17:00
講師：（一財）建設業振興基金
町2230
TEL 025-228-6111

2月19日

2月20日

・高校の就職担当の先生,生徒たちの就職感について/普通科

中
部

ウィンクあいち
3月6日（火） 12階「1203号室」
14:00〜16:00 名古屋市中村区名駅4-4-38
TEL 052-571-6131

・「建設産業政策2017+10について(含 社会保険等加入促進)」等

講師：中部地方整備局
・「キャリアアップシステムについて」
講師：（一財）建設業振興基金

2月23日

【別紙3】
☆各現地事務局あてにFAXでお申込みください。
平成29年度 建設専門業の経営革新支援研修会
【

参加申込書

地区研修会場】

団体名
担当者役職氏名

計
Ｎｏ

所属名

役職

※必要に応じて本用紙をコピーしてご記入ください。

名

氏名

連絡先TEL

地区建専連組織の概要
平成29年12月14日現在

設 立
地区
年月日

地区建専連名称
所在地等
建設産業専門団体北海道地区連合会

会員数

会長名

事務局
担当者名

19団体

熊谷 誠一

阿部 孝明

23団体

宮崎 佳巳

向 善四郎

24団体

向井 敏雄

保坂 益男

16団体

近 喜男

佐久間 義晴

24団体

佐川 修

牟田 美智代

37団体

北浦 年一

藤川 義治

24団体

谷

勝美

藤屋 貴士

20団体

武田 美治

平見 里美

11団体

杉山 秀彦

根井 邦彦

9団体

仲田 一郎

武村 勲

〒062-0020

北海道

平成14年
4月1日 札幌市豊平区月寒中央通３丁目１−１０ 稲田ビル３階
北海道建設作工技建（協）内
TEL：011-803-0559 FAX：011-803-0559

建設産業専門団体東北地区連合会
〒980−0011
平成15年
東 北
11月14日 仙台市青葉区上杉１−７−３０ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ上杉2階
(一社)宮城県建設専門工事業団体連合会内
TEL：022-265-0887 FAX：022-265-0840

建設産業専門団体関東地区連合会
〒110-0015
平成15年
関 東
6月10日 台東区東上野５-１-８ 上野富士ビル９階
(一社)日本機械土工協会内
TEL：03-3845-2727 FAX：03-3845-6556

建設産業専門団体北陸地区連合会
〒950-2027
平成15年
北 陸
8月1日 新潟市西区小新大通1-5-3
(一社）新潟県建設専門工事業団体連合会内
TEL：025-267-6020 FAX：025-267-6019

建設産業専門団体中部地区連合会
〒456-0031

中 部

平成15年
11月7日 名古屋市熱田区神宮3-9-14

東海建設躯体工業会
TEL：052-681-6811 FAX：052-681-6812

建設産業専門団体近畿地区連合会
〒540-0034
平成15年
近 畿
4月1日 大阪市中央区島町２−１−５
(一社)大阪府建団連内
TEL：06-6946-2131 FAX：06-6946-2133

建設産業専門団体中国地区連合会
〒730-0847
平成13年
中 国
9月5日 広島市中区舟入南４−１４−１５ 中東ビル２階
福井建設(株)内
TEL：082-235-1877 FAX：082-235-1878

建設産業専門団体四国地区連合会
〒761−0705

四 国

平成16年
2月25日 香川県木田郡三木町井上３０００−４５

香川県鉄筋業(協)内
TEL：087-898-3055 FAX：087-898-3400

建設産業専門団体九州地区連合会
〒813-0034
平成15年
九 州
10月1日 福岡市東区多の津4-5-13 杉山ビル6階
（一社）福岡県建設専門工事業団体連合会内
TEL：092-624-7599 FAX：092-624-7598

建設産業専門団体沖縄地区連合会
〒900-0012
平成15年
沖 縄
8月6日 沖縄県那覇市泊3-5-6
（株）沖縄建設新聞内
TEL:098-867-1290 FAX：098-867-1295

