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平成２８年度「建設業職長等指導力向上教育研修会」の実施について（お願い） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、当振興センターの業務につきまして、ご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、既にご承知のとおり、建設業においては技能労働者等の人材不足が顕著になっており、未熟練労働

者の就労や、退職・離職していた技能労働者等の復帰により、部下の教育・指導経験が十分でない職長およ

び職長等が作業員の教育・指導を行うこととなり、人材の質の維持や現場管理に支障が生じています。 

これらの人材不足に対応した労働災害防止対策として、作業方法や部下の教育・指導など建設現場の安

全衛生管理に果たす役割の大きい「職長等」の指導力向上を図るための再教育として、２６年度、２７年度に

引き続き、当振興センターが厚生労働省より委託を受け、「建設業職長等指導力向上教育研修会」を下記要

領にて全国各地で実施いたします。  

同研修会は、職長等に必要な職務知識を再確認させることはもとより、指導力レベルアップのための諸手

法を講義方式と演習方式を併用した実践的教育を実施することにより、職長等の指導力向上を図ることを目

的とした内容になっています。なお、同研修会は、安全衛生教育推進要綱に基づく「職長等に対する能力向

上教育に準じた教育」として位置付けられております。 

つきましては、業務ご多忙中とは存じますが、貴会のご支援・ご協力を賜りたく、会員各位への研修会開催

案内等の周知につき、ご高配の程よろしくお願い申し上げます。 また、同封のリーフレット、ポスターを窓口

等に設置いただけますと幸甚に存じます。 

  最後に、厚生労働省より各団体宛に出された協力要請文書をご参考までに添付いたします。 

敬具 

記 

１．主      催 ：  (株)建設産業振興センター 

２．受講対象者 ：  職長として職務について概ね５年以上経過した方、またはそれに準じた方 

３．研修内容・開催日等 ： 別添のリーフレット、会場一覧をご参照ください。 

４．定      員 ：  ４０名（お申込みは先着順ですので、定員になり次第締め切ります。） 

５．受  講  料 ：  無  料 

６．Ｃ Ｐ Ｄ Ｓ ：  ＣＰＤＳ対象の講座です。（７ユニット予定 ※受講者個人での申請となります。） 

７．申 込 方 法 ： 当振興センターホームページ（http://www.ks-sc.co.jp） 

または、ＦＡＸ申込み（FAX. 03-5473-0784） 

８．問 合 せ 先 ：  （株）建設産業振興センター 事務局  担当 髙村、島    

ＴＥＬ 03-5408-1881（直通) 

※別添のリーフレット、会場一覧、会員への案内文雛形等の電子データがご必要な場合

は、お手数ですが、事務局までお申し付けください。 

 











都道府県名 開催地 開催日 会場名 会議室名 〒 会場住所

北海道 札幌市 6/10 金 北海道建設会館 8Ｆ A会議室 060-0004 北海道札幌市中央区北4条西3丁目

北海道 函館市 6/17 金 (一社)函館建設業協会 3Ｆ 講堂 040-0034 北海道函館市大森町19-6

青森県 青森市 9/29 木
青森県労働福祉会館
（ハートピアローフク）

大会議室A+B 030-0802 青森県青森市本町3-3-11

岩手県 盛岡市 8/25 木 建設研修センター 2Ｆ 第1研修室 020-0873 岩手県盛岡市松尾町17-9

宮城県 仙台市 8/26 金 宮城県建設産業会館 4F 第3会議室 980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町2-48

宮城県 仙台市 10/19 水 宮城県建設産業会館 4F 第3会議室 980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町2-48

秋田県 秋田市 8/30 火 秋田県JAビル 8F 中会議室 010-0976 秋田県秋田市八橋南2-10-16

山形県 山形市 10/26 水 山形県建設会館 5Ｆ 中会議室 990-0024 山形県山形市あさひ町18-25

福島県 郡山市 10/27 木 ビッグパレットふくしま 3F 小会議室2+3 963-0115 福島県郡山市南2-52

茨城県 水戸市 8/4 木
茨城県建設技術管理センター
研修センター

研修室1 310-0004 茨城県水戸市青柳町4195

栃木県 宇都宮市 10/18 火 栃木県総合文化センター 3F 第2会議室 320-8530 栃木県宇都宮市本町1-8

群馬県 前橋市 7/5 火 群馬建設会館 3F 研修室 371-0846 群馬県前橋市元総社町2-5-3

埼玉県 さいたま市 10/3 月 埼玉建産連研修センター 101会議室 336-8515 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7

千葉県 千葉市 6/13 月 千葉県経営者会館 地下研修室 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港4-3

千葉県 千葉市 9/7 水 千葉県経営者会館 407研修室 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港4-3

東京都 東京都 6/6 月 東京都左官工業協同組合 8F 会議室 162-0824 東京都新宿区揚場町1-21飯田橋升本ビル

東京都 東京都 8/3 水 東京都左官工業協同組合 8F 会議室 162-0824 東京都新宿区揚場町1-21飯田橋升本ビル

東京都 東京都 9/28 水 東京都左官工業協同組合 8F 会議室 162-0824 東京都新宿区揚場町1-21飯田橋升本ビル

神奈川県 横浜市 7/26 火 神奈川県中小企業共済会館
603、604
会議室

231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通3-33

新潟県 新潟市 6/22 水 新潟テルサ 中会議室 950-1141 新潟市中央区鐘木185-18

新潟県 新潟市 9/15 木 新潟テルサ 中会議室 950-1141 新潟市中央区鐘木185-18

山梨県 甲府市 10/5 水
かいてらす
（山梨県地場産業センター）

2F 大会議室 400-0807 山梨県甲府市東光寺3-13-25

長野県 松本市 10/4 火 松筑建設会館 大会議室 390-0852 長野県松本市島立996

富山県 富山市 7/28 木 富山県建設会館 4F 大会議室 930-0094 富山県富山市安住町3-14

石川県 金沢市 7/27 水 石川建設総合センター 5Ｆ 第1研修室 921-8036 石川県金沢市弥生2-1-23

福井県 福井市 7/15 金 福井県建設会館 4F 大会議室 910-0854 福井県福井市御幸3-10-15

岐阜県 岐阜市 7/7 木 サンレイラ岐阜 第1研修室 500-8382 岐阜県岐阜市薮田東1-2-2

岐阜県 岐阜市 9/13 火 サンレイラ岐阜 第1研修室 500-8382 岐阜県岐阜市薮田東1-2-2

静岡県 静岡市 7/29 金 静岡県建設業会館 4F 会議室 420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町9-9

愛知県 名古屋市 6/15 水 愛知建設業会館 3F 小講習室 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-28-21

三重県 津市 8/9 火 三重県建設産業会館 中会議室 514-0003 三重県津市桜橋2-177-2

※各会場の定員数は40名です。裏面も日程を掲載しています。

平成28年度 建設業職長等指導力向上教育研修会 会場一覧(平成28年6月～平成28年10月）



都道府県名 開催地 開催日 会場名 会議室名 〒 会場住所

平成28年度 建設業職長等指導力向上教育研修会 会場一覧(平成28年6月～平成28年10月）

滋賀県 大津市 7/13 水 ピアザ淡海 203会議室 520-0801 滋賀県大津市におの浜1-1-20

京都府 京都市 7/14 木 京都建設会館
別館4F

第3会議室
604-0944 京都府京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町641

大阪府 大阪市 6/9 木 大阪建設会館 6F 研修室 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東１－３０ 

大阪府 大阪市 10/14 金 大阪建設会館 6F 研修室 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東１－３０ 

兵庫県 神戸市 9/14 水 兵庫県民会館 303号室 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通4-16-3

奈良県 奈良市 9/6 火 エルトピア奈良 大会議室Ａ+Ｂ 630-8325 奈良県奈良市西木辻町93-6

和歌山県 和歌山市 7/29 金 和歌山県JAビル
和（なごみ）

ホールA
640-8331 和歌山県和歌山市美園町5-1-1

鳥取県 倉吉市 9/9 金 鳥取県立倉吉未来中心 セミナールーム1 682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町212-5(倉吉パークスクエア内）

島根県 松江市 9/8 木 くにびきメッセ 601大会議室 690-0826 島根県松江市学園南1-2-1

岡山県 岡山市 8/19 金 岡山建設会館 4F 会議室 700-0827 岡山県岡山市北区平和町5-10

岡山県 岡山市 10/20 木 岡山建設会館 4F 会議室 700-0827 岡山県岡山市北区平和町5-10

広島県 広島市 8/18 木 広島YMCA国際文化センター 本館 403号室 730-8523 広島県広島市中区八丁堀7-11

山口県 山口市 7/22 金 パルトピアやまぐち 中ホール 753-0064 山口県山口市神田町1-80

徳島県 徳島市 8/23 火 徳島県JA会館 本館特別室 770-0011 徳島県徳島市北佐古一番町5-12

香川県 高松市 8/24 水 香川県建設会館 701大ホール 760-0026 香川県高松市磨屋町6-4

愛媛県 松山市 6/14 火 リジェール松山 シルバーホール 790-8555 愛媛県松山市南堀瑞町2-3 JA愛媛8F

愛媛県 松山市 9/6 火 リジェール松山 シルバーホール 790-8555 愛媛県松山市南堀瑞町2-3 JA愛媛8F

高知県 高知市 9/16 金 高知県建設会館 4Ｆ ホール 780-0870 高知県高知市本町4-2-15

福岡県 福岡市 7/21 木 福岡建設会館 703会議室 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-18

福岡県 福岡市 10/13 木 福岡建設会館 703会議室 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-18

佐賀県 佐賀市 6/28 火 (一社)建設業協会 佐賀 大会議室 849-0918 佐賀県佐賀市兵庫南2-13-5

佐賀県 佐賀市 10/12 水 (一社)建設業協会 佐賀 大会議室 849-0918 佐賀県佐賀市兵庫南2-13-5

長崎県 長崎市 6/16 木 長崎県建設総合会館 8F 中会議室 850-0874 長崎県長崎市魚の町3-33

熊本県 熊本市 7/20 水 熊本市国際交流会館 4F 第3会議室 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町4-18

熊本県 熊本市 10/12 水 熊本市国際交流会館 4F 第3会議室 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町4-18

大分県 大分市 9/1 木 大分県建設会館 大ホール 870-0046 大分県大分市荷揚町4-28

宮崎県 宮崎市 6/24 金 宮崎県建設会館 5Ｆ 会議室 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東2-9-19

宮崎県 宮崎市 8/2 火 宮崎県建設会館 5Ｆ 会議室 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東2-9-19

鹿児島県 鹿児島市 10/13 木 鹿児島県建設センター 501会議室 890-8512 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6-10

沖縄県 浦添市 6/30 木 沖縄建設労働者研修福祉センター 3F 大研修室 901-2131 沖縄県浦添市牧港5-6-7

※各会場の定員数は40名です。


