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一般社団法人 愛知県建設業協会 
専務理事 大 西 克 義 

 
 
 

建設産業女性活躍推進セミナー全国大会の開催について 
 
 
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経営基盤整備支援 

 
センターから、別紙のとおり国土交通省との共催により建設産業における女性 
 
活躍の取組紹介や先進的な取組みを行っている経営者によるパネルディスカッ 
 
ション等の内容を盛り込んだ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。 

 
以 上 



事務連絡 

平成 31年 1月 24日 

一般社団法人 愛知県建設業協会 御中 

 

           一般財団法人建設業振興基金 

経営基盤整備支援センター 

人材育成支援担当部長  川浪 信吾 

（公 印 省 略） 

 

建設産業女性活躍推進セミナー全国大会 

ご周知及びご出席のお願い 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本財団の運営に関しまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、国土交通省及び本財団では、来たる２月８日（金）、浜離宮建設プラザ（東京都中央区築地 5-5-12）に

おいて「建設産業女性活躍推進セミナー全国大会」を開催する運びとなりました。 

セミナーでは、本年度に立ち上がった「建設産業女性活躍推進ネットワーク」の取組紹介のほか、女性活躍の

分野で先進的な取組みをされている経営者も含めたパネルディスカッションを行います。また、セミナー終了後

には、意見交換・情報交換の場を設けます（任意参加）。参加費は無料です。 

女性活躍に関して日ごろから様々な取組をされておられます皆様に是非ご出席いただきたいと思います。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご周知、ご出席を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

１．依頼内容    「建設産業女性活躍推進セミナー全国大会」ご周知及びご出席 

２．日時       平成３１年２月８日（金）１４：００～１７：００ 

３．場所      浜離宮建設プラザ（東京都中央区築地 5-5-12） 

４．参加費・定員  参加費：無料 定員：250名（先着順受付） 

５．参加申込      開催日前日までに、以下の専用サイトからお申込ください。 

※取材をご希望される報道機関の方は 

事務局（一財）建設業振興基金（ＴＥＬ 03-5473-4572）までご一報ください。 

http://www.yoi-kensetsu.com/jyokatsu/seminar2019.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

事務局：一般財団法人 建設業振興基金 

経営基盤整備支援センター 人材育成支援課 

担当：海沼、平澤、市橋 

TEL 03-5473-4572 /FAX 03-5473-4594 

E-mail：jyokatsu@kensetsu-kikin.or.jp 

https://www.navitime.co.jp/address/13102009000/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E7%AF%89%E5%9C%B05-5-12/
https://www.navitime.co.jp/address/13102009000/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E7%AF%89%E5%9C%B05-5-12/
http://www.yoi-kensetsu.com/jyokatsu/seminar2019.html


 

「建設産業女性活躍推進セミナー全国大会」を開催します 
～ 建設産業では女性活躍の輪が拡大しています！ ～ 

 

１．概要 

就業者の高齢化が進む中、将来の建設産業を支える担い手の確保が課題となっています。安全で、働きやすく、

やりがいを持って、仕事ができる労働環境を整備するとともに、建設産業の魅力を積極的に発信することにより、

建設産業を希望し、入職する方が増えるような取組が重要です。 

本セミナーでは、国土交通省や「建設産業女性活躍推進ネットワーク」の取組紹介のほか、女性活躍の分野で

先進的な取組みをされている経営者も含めたパネルディスカッションを行います。また、セミナー終了後には、

意見交換・情報交換の場を設けます（任意参加）。参加費は無料です。ぜひご参加ください。 

 

２．日時・開催地 

平成３１年２月８日（金）１４：００～１７：００ 

浜離宮建設プラザ １０階 大会議室（〒104-0045 東京都中央区築地 5-5-12） 

→ 都営地下鉄大江戸線「築地市場駅」A２出口より徒歩５分 

→ 浅草線「新橋駅」Ａ１出口より徒歩８分 

→ ＪＲ・銀座線「新橋駅」汐留口より徒歩１０分 

→ 都営浅草線・日比谷線「東銀座駅」６番出口より徒歩１２分 

→ 日比谷線「築地駅」１、２番出口より徒歩１０分 

※当日の内容は別添をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．参加費・定員 

参加費：無料 定員：250名（先着順受付） 

 

４．参加申込 

開催日前日までに、以下の専用サイトからお申込ください。 

※取材をご希望される報道機関の方は事務局（一財）建設業振興基金（ＴＥＬ 03-5473-4572）までご一 

報ください。 

http://www.yoi-kensetsu.com/jyokatsu/seminar2019.html 

専用サイトへは「建設現場へＧＯ！」からのアクセスが簡単です。（http://genba-go.jp/） 

 

 

浜離宮建設プラザ 

 
築地市場駅 

 
新橋駅 

 

東銀座駅 
 

東銀座駅 

https://www.navitime.co.jp/address/13102009000/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E7%AF%89%E5%9C%B05-5-12/
http://www.yoi-kensetsu.com/jyokatsu/seminar2019.html


全国大会

を開催します

開会
講演１

「最近の建設産業行政について」
国土交通省

講演２
「女性が活躍するために中小建設業ができること」

株式会社松下産業 代表取締役社長　松下 和正 氏

講演３
「男女共同参画社会の実現に向けて（仮称）」

内閣府

「建設産業女性活躍推進ネットワーク」登録団体の紹介・
キックオフミーティングについて
パネルディスカッション

「建設業における女性活躍の加速化について」等
・国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課長　小笠原 憲一 氏
・株式会社松下産業 代表取締役社長　松下 和正 氏
・建設産業女性活躍推進ネットワーク
　幹事長　　須田 久美子 氏　（一社）土木技術者女性の会 運営委員
　その他建設業界で活躍する女性技術者・技能者等

閉会・参加者による交流会・名刺交換会（任意参加）

土地・建設産業局 建設市場整備課

➡インターネットの専用申込サイトより、お申し込み下さい。
http://www.yoi-kensetsu.com/jyokatsu/seminar2019.html
WEBサイト「建設現場へGO！」　http://genba-go.jp/　から申込フォームへアクセス！

平成31年２月８日（金） 14：00〜17：00（開場13：30）
浜離宮建設プラザ 10階 大会議室（〒104-0045 東京都中央区築地５-５-12）

一般財団法人 建設業振興基金  TEL：03-5473-4572
（取材をご希望の方は、電話にてお申し込み下さい。）

申 込

日時・会場

プログラム

事務局
（問合せ先）
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　就業者の高齢化が進む中、将来の建設産業を支える担い手の確保が課題となっていま
す。安全で、働きやすく、やりがいを持って、仕事ができる労働環境を整備するとともに、
建設産業の魅力を積極的に発信することにより、建設産業を希望し、入職する方が増える
ような取組が重要です。
　本セミナーでは、国土交通省や「建設産業女性活躍推進ネットワーク」の取組紹介のほ
か、女性活躍の分野で先進的な取組みをされている経営者も含めたパネルディスカッショ
ンを行います。また、セミナー終了後には、意見交換・情報交換の場を設けます（任意参
加）。参加費は無料です。ぜひご参加ください。

参加費
無料

定員：250名

建設産業
  女性活躍推進セミナー

対 象
・ 良い人材の採用に関心のある

中小建設企業の経営者、管理者
・ 女性の定着に悩む中小建設企

業の経営者、管理者
・ 建設産業で更なる活躍を目指

す女性技術者・技能者・事務職
とその上司

・ 建設産業に興味のある女性
　（大学生等を含む） 等

お気軽に
お問い合わせ
ください。

◎会社紹介
東京都文京区で創業、平成31年に60周年を迎える総合建設業。採用から教育、配
属、キャリア支援、ワークライフバランス推進、総労働時間抑制の取組みなど社員
のバックアップと人生全体を支える施策をラインとは独立した部門にて行い成果を
出している。
◎受賞歴
・�平成28年度東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞優秀賞
・�平成26年度東京都がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業表彰
・�文京区ワークライフバランス推進認定企業（平成24年〜２期連続認定）

講師紹介

検索建設現場へGO! 



建設産業女性活躍推進ネットワーク登録団体（平成31年１月現在）

女性活躍を推し進める団体は、全国各地に組織されておりますが、当ネットワークは、それら団体の相互交流や情報交換、連携
等を促すことにより、建設産業で働く女性の入職促進、定着を推進することを目的として、平成30年度に始動しました。平成
31年１月までに26の団体の登録があります。新規登録方法につきましては、WEBサイト「建設現場へGO！」よりご確認下さい。

１ 東京都 （一社）日本建設業連合会　けんせつ小町委員会

２ 東京都 （一社）土木技術者女性の会

３ 東京都 建築設備六団体協議会　設備女子支援ネットワーク

４ 東京都 日本建築仕上学会　女性ネットワークの会

５ 東京都 （一社）日本造園建設業協会　女性活躍推進部会

６ 東京都 （一財）建設物価調査会　チームひまわり

７ 東京都 （一社）日本溶接協会　溶接女子会

８ 東京都 測量・地理空間情報　女性の技術力向上委員会「ソクジョの会」

９ 東京都 （公社）日本建築積算協会　積女ASSAL委員会

10 北海道 北海道ブリリアント会

11 青森県 あおもり女性建設技術者ネットワーク会議

12 岩手県 いわて女性の活躍促進連携会議　けんせつ小町部会

13 岩手県 （一社）岩手県建設産業団体連合会　岩手県建設業女性マネジングスタッフ協議会

14 福島県 （一社）福島県建設業協会　ふくしま建女会

15 東京都 全国低層住宅労務安全協議会　じゅうたく小町部会

16 山梨県 山梨県建設業協会青年部　けんせつ小町甲斐

17 長野県 （一社）長野県建設業協会　女性部会

18 新潟県 にいがた土木女子会議

19 新潟県 （一社）新潟県建設業協会　 女性部会

20 島根県 しまね建設産業イメージアップ女子会

21 徳島県 なでしこBC連携

22 愛媛県 （一社）愛媛県建設業協会　女性部会

23 山口県 やまぐち建設産業女性の活躍支援ネットワーク

24 福岡県 けんちくけんせつ女学校

25 長崎県 ながさき建設女子ネットワーク　〜よりより〜

26 熊本県 熊本県建設産業団体連合会　くまもと建麗会

WEB サイト「建設現場へ GO!」　http://genba-go.jp/ 検索建設現場へGO! 


