
平成 30 年 12 月 21 日 
 
会  員  各  位 

 
 

一般社団法人 愛知県建設業協会 
専務理事 大 西 克 義 

 
 
 

【建設業振興基金】 
国土交通省受託事業「建設業における多能工推進セミナー」 

の開催について 
 
 
標記につきまして、このたび、一般財団法人建設業振興基金から全国建設業 

 
協会を通じまして、別紙のとおり国土交通省からの受託事業であります「建設業 
 
における多能工推進セミナー」を開催する旨の周知依頼がありましたので、ご案 
 
内いたします。 
 
なお、このセミナーでは「多能工」に焦点を当て、多能工育成の現状や手法、 

 
有効性になどを紹介し、CPDS3 ユニット、CPD2 単位の取得が可能となってお 
 
ります。 
 

 
以 上 



事 務 連 絡  
平成 30年 12月 21日 

 
関係都県建設業協会 
専務理事・事務局長 殿 

 
一般社団法人 全国建設業協会 

専務理事 伊 藤   淳 
 
 

国土交通省受託事業 建設業における多能工推進セミナーの 
周知・PR の協力のご依頼について 

 
 
時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 
さて、一般財団法人建設業振興基金におきましては、国土交通省受託事業と 

 
して「建設業における多能工推進セミナー」を開催することとなり、当会に対 
 
し別添のとおり周知・協力の依頼がありました。 

 
つきましては、貴協会の会員企業の皆様にご周知下さいますようお願い申し 

 
上げます。 

 
このセミナーには、CPDS３ユニット、CPD２単位の取得が可能となってお 

 
ります。 

 
年末のお忙しい中、誠に恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 
 

労働部：担当：長尾 
 



平成 30年 12月 17日 

一般社団法人全国建設業協会  

専務理事 伊藤 淳 様 

一般財団法人建設業振興基金 

理事 奥地正敏 

 

国土交通省受託事業 建設業における多能工推進セミナー 

周知・ＰＲのご協力のご依頼について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、当財団の活動につきまして御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記については、国土交通省からの受託事業として、当財団が下記及び別添の通りセミナ

ーを実施させていただくこととなりました。 

本セミナーは、建設技能者の担い手不足が深刻化する中、生産性向上の一つの手段として「多能

工」に焦点を当て、多能工育成の現状や手法、有効性などについて紹介するものです。 

つきましては、本セミナーについて、貴団体に所属している会員企業様に周知していただけまし

たら幸甚に存じます。 

ご多忙の中、誠に恐れ入りますが、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

1.セミナー名 

建設業における多能工推進セミナー 

 

   2.日時・場所 

     平成３１年１月～３月にかけて、全国９カ所で実施 

     （詳細は、別添チラシをご参照ください） 

 

   3.申込み方法（次のいずれかの方法による） 

① ＷＥＢで申し込む方法（ＷＥＢは１２月２０日頃より受付開始予定） 

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/tanoukou/ 
② ファックスで申し込む方法 

別添チラシの裏面にご記入の上、ファックスしてください。 

送信先ＦＡＸ：０３－５４７３－４５９４ 

【担当】 

一般財団法人建設業振興基金 長谷川 太田 

TEL:03-5473-4572 

 

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/tanoukou/


平成30年度 国土交通省受託事業 

人口減少や高齢化が進む中、建設産業においては、 
担い手不足が深刻化しており、「生産性の向上」が喫緊の課題とされています。 

                 本セミナーでは生産性向上の一つの手段として、「多能工」に焦点を当て、多能工育成の 
            現状や手法、有効性などについて紹介いたします。 

 

受講 
無料 

 
 
 
 ・建設業界の人手不足と多能工の必要性 
 ・多能工の育成方法はどのようにすべきか 
 ・多能工活用に適している工事・場面とは 
 ・多能工推進の効果・メリット   
 ・生産性向上に向けた働きやすさ・働き方改革とは 
 ・企業経営幹部による多能工推進に向けた取組  など 
 
 
 

     

   セミナー内容 全日程14:00～16:40（受付13:30～） 

全
国
版 

２名の講師が日替わりで講師を行います セミナー講師１ （14：15～15：45） 

降籏 達生氏 
  

蟹澤 宏剛氏 
芝浦工業大学 
建築学部建築学科 教授 

ハタコンサルタント㈱  
代表取締役 

  
学生時代に、映画「黒部の太陽」を見て、建設を生涯の仕事 
にすることを決意。大阪大学工学部土木学科卒業後、株式会 
社熊谷組を経て、1995年、ハタコンサルタント株式会社を創 
業。「今すぐできる建設業の工期短縮」など著書多数。 
 
  

 千葉大学大学院自然科学研究博士課程修了。博士（工学）。 

専門は建築生産・建築構法（主に木造）。国土交通省担い手確
保・育成検討会 委員、同省建設産業活性化会議 委員など。『建
築生産―ものづくりから見た建築のしくみ」など著書多数。 

セミナー講師２ （15：45～16：35） 多能工化を推進している企業経営幹部が講師を行います 

水谷工業(株) 
「誇れ、助っ人稼業」をスローガンに、耐震補強工事やインフラの維持・
更新に欠かせないアンカー工・鉄筋工・型枠工・グラウト工・ひび割れ
補修工・断面修復工等の多能工化を推進。先輩が後輩をマンツーマン
で教育する「兄貴分制度」などユニークな人材育成を行っている。  

元請からの要請もあり、躯体一式工事の「新技能集団」として多能工
の育成を始める。企業内に東京都認定の高等職業訓練校を設置し、
新入社員には入社後みっちり1年間、実社会に出る前に、品質管理や
各職種の基本を習得させるなどして、多能工化を推進している。 

（株）マルチビルダー 

セミナー開催日程 開催地 会場 講師１ 講師２

　１月３１日（木） 東　京 浜離宮建設プラザ 降 籏 氏 水　谷　工　業

　２月　１日（金） 札　幌 北海道建設会館 降 籏 氏 マルチビルダー

　２月　４日（月） 大　阪 エル・おおさか 降 籏 氏 水　谷　工　業

　２月　８日（金） 高　松 高松テルサ 蟹 澤 氏 マルチビルダー

　２月　９日（土） 広　島 ワークピア広島 蟹 澤 氏 水　谷　工　業

　２月１６日（土） 新　潟 新潟県建設会館 蟹 澤 氏 マルチビルダー

　２月１８日（月） 福　岡 福岡建設会館 降 籏 氏 マルチビルダー

　２月２５日（月） 名古屋 愛知建設業会館 降 籏 氏 水　谷　工　業

　３月　４日（月） 仙　台 フォレスト仙台 降 籏 氏 マルチビルダー

ＣＰＤ 
ＣＰＤＳ 

対象 

（一財）建設業振興基金 経営基盤整備支援センター 
（株）建設産業振興センター 

ＴＥＬ：03-5473-4572   ＦＡＸ：03-5473-4594 

申し込み 
お問い合わせは 

こちらまで 

ＷＥＢまたはＦＡＸにてお申し込みください（詳細は裏面） 



http://www.kensetsu-kikin.or.jp/tanoukou/ 

申込用紙 

ＦＡＸ番号  ０３－５４７３－４５９４ 

申込方法 ②  ＦＡＸにて申込み     

申込方法 ①  ＷＥＢにて申込み      

 下記にご記入の上、FAXで送信してください。 

セミナー対象者  建設会社幹部、労務管理担当者、技術者・技能者、行政関係者 等 
受   講    料   無料 
ＣＰＤ ・ ＣＰＤＳ    ＣＰＤ  ２単位    会場に設置している名簿にＩＤ・氏名をご記入ください。 

            ＣＰＤＳ ３ユニット  学習履歴の申請はご自身で行ってください。 

申    込   方   法   以下①または②の方法でお申し込みください。 
 

※申込書にご記入いただいた情報は、当セミナーの管理・運営に利用させていただきます。 
※また、次年度以降の当該目的の事業に利用させていただく場合があります。 
 

　１月３１日（木） １４:００～ 東　京 浜離宮建設プラザ

　２月　１日（金） １４:００～ 札　幌 北海道建設会館

　２月　４日（月） １４:００～ 大　阪 エル・おおさか

　２月　８日（金） １４:００～ 高　松 高松テルサ

　２月　９日（土） １４:００～ 広　島 ワークピア広島

　２月１６日（土） １４:００～ 新　潟 新潟県建設会館

　２月１８日（月） １４:００～ 福　岡 福岡建設会館

　２月２５日（月） １４:００～ 名古屋 愛知建設業会館

　３月　４日（月） １４:００～ 仙　台 フォレスト仙台

フリガナ

氏　　名

フリガナ

勤務先名

勤務先

所在地

TEL FAX
E-mail

CPD・CPDS

申請の有無

御社の経営課題、講師への質問等

□　CPＤ　　　　　□　CPDS　　　　□　なし

日　　時

会　　場

   ↓　ご希望の会場に「○」をご記入ください。

役　　職

主催・問い合わせ 
（一財）建設業振興基金 経営基盤整備支援センター 
（株）建設産業振興センター 

ＴＥＬ：03-5473-4572   ＦＡＸ：03-5473-4594 

建設業振興基金  HP 

（一財）建設業振興基金 HP  トップから、 
右記バナーをクリックしてお申し込みください。 

検索 

ＱＲコードはこちら 

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/tanoukou/

