
記者発表資料 平成２３年 ２月 ３日
東 北 地 方 整 備 局

「建設業新分野進出セミナー」受講者を募集します。
～平成２３年２月２８日（月）、山形市（山形県建設会館）で開催～

東北地方建設産業再生協議会（会長：東北地方整備局 建政部長）では、平成
２３年２月２８日（月）に山形県建設会館大会議室で、「建設業新分野進出セミ
ナー」を開催します。

つきまして、募集人員を１００名（先着順）とし、受講者を募集します。
また、本セミナーと併せて、建設業経営支援アドバイザーによる個別相談も実

施します。（相談希望者は事前予約が必要）

○開催日時 平成２３年２月２８日（月）
・建設業新分野進出セミナー １３：３０～１７：３０【大会議室】
・個別相談会 １０：００～１２：００ １６：００～１７：３０

【第1会議室】
○開催場所 山形県建設会館

〒990-0024 山形市あさひ町１８－２５ TEL：023-623-9171

○主 催 山形県・東北地方整備局・東北地方建設産業再生協議会
（独）中小企業基盤整備機構 東北支部

○次 第 別紙１のとおり
（募集人数） ・建設業新分野進出セミナー １００名（先着順、定員締切）

・個別相談会 概ね１０社程度（先着順）

（対 象 者） 建設業新分野進出等支援セミナー
・新分野進出に興味のある中堅・中小建設業者の皆様
（建設業者の方のみならず興味のある方も参加可能です。）

個別相談会
・建設業を営んでいる方

○応募方法 ①建設業新分野進出セミナー参加
別紙２（チラシ）裏面の同セミナー参加申込みに必要事項を記入のうえ、イ

ンターネットまたはFAXでお申込みください。
②新分野進出等、今後の経営計画についての個別相談会
上記セミナーと併行して、建設業経営支援アドバイザーが個別対応。事前予

約が必要ですので、希望される方はセミナーと同様に、必要事項を記入して、
お申込みください。

※インターネット申込み
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/index.html

※FAXによる申込み・・・FAX 022-227-4459 又は 023-630-2632（山形県）

○そ の 他 当セミナーに先立ちまして、１２時５０分から同会場において「平成２２年度
山形県建設産業新分野進出優良事例顕彰」を行います。
優良事例企業につきましては、選定中ですので決まり次第、別途記者発表いた

します。

＜発表記者会：岩手・山形・福島県県政記者クラブ、青森・宮城・秋田県政記者会、
東北電力記者会、東北専門記者会＞

※記者席を用意しております。ご希望の場合は、受付にお申し出ください。
なお、個別相談会の取材につきましては、ご遠慮ください。

問い合わせ先
（東北地方建設産業再生協議会 事務局）
国土交通省東北地方整備局 電話０２２－２２５－２１７１(代)

建政部 計画・建設産業課 課 長 樋 口（内線６１２１）
ひ ぐ ち

建設専門官 白 田（内線６１５２）
し ら た



開催日時： 平成２３年　２月２８日（月）
開催場所： 山形県建設会館　　　　　　（〒９９０－００２４　山形市あさひ町１８－２５）

１２：００～ 受　　　付

１３：３０～
開会（主催者あいさつ）

  演　題： ゛新分野進出゛成功と失敗の分岐点と共通点を探る！　

  講　師：　柳沼　芳裕　氏　（中小企業診断士）　　

   （独）中小企業基盤整備機構　東北支部　地域拠点コーディネーター　ワンストップサービス
センター事業における建設業経営支援アドバイザー　 コンサルティング会社退職後、柳沼マネ
ジメント・コンサルタント事務所を設立。

　 中小機構東北支部地域拠点コーディネーターとして主に福島県の産業振興機構・商工会連
合会・地域力連携拠点における登録専門家として活躍。

   主な専門は、経営全般　経営管理強化支援　創業支援　経営革新支援　マーケティング活
動支援　財務強化支援　現場改善支援　企業再生支援　人材教育　組織力強化支援　等。

演　題： ｢新分野に取り組むには何が必要か！ ゛体験からヒントを得る゛」

パネリスト     ・和田建設(有)　（岩手県北上市）   　　　　取締役　高橋　歩武　氏

　　　　　　　　　　　　　　（０～１２歳児までを対象とした24時間・年中無休の保育施設「こどもの国虹色」の運営）　

　　　　　　　　　・高橋屋根工業(株)　（宮城県石巻市）　　代表取締役　高橋　悌太郎　氏

　　　　　　　　　　　　　　（ナノカーボン発熱体を使用した、省エネタイプの壁・床暖房、融雪システムの開発・施工　）

　　　　　　　　 ・八光建設(株)　（福島県郡山市）　　　代表取締役　宗像　剛　氏　

　　　　　　　　　　　　　　（独自の技術による、高機能木材及び不燃木材の開発・製造・販売とブランドの確立）　

　　　　　　　　 ・柳沼　芳裕　氏　（独）中小企業基盤整備機構東北支部　地域拠点コーディネーター

コーディネーター

　　　　　　　　 ・齋藤　説朗　氏　　（独）中小企業基盤整備機構東北支部　経営支援チーフアドバイザー

東北経済産業局　中小企業課　新事業促進室

東北農政局　企画調整室

山形県土木部

山形県商工観光部

（独）中小企業基盤整備機構
東北支部　経営支援部　経営支援課

東北地方整備局

１７：３０
閉　　　　会

１６：０５～
各種支援事業の紹介

建設業新分野進出セミナー　～新分野進出　成功への道筋を探る～

時　　間 項　　　目 内　容　等

 
１３：３５～ 講　　　　演

１５：０５～
フリーディスカッション

別紙 １



開開 催催 日日 ：： 平成２３年平成２３年 ２月２８日（月）２月２８日（月）
開催場所：開催場所： 「山形県建設会館「山形県建設会館 大会議室」大会議室」

〒９９０－００２４〒９９０－００２４ 山形県山形市あさひ町１８ー２５山形県山形市あさひ町１８ー２５
電話電話 ０２３－６２３－９１７１０２３－６２３－９１７１

会場の案内図は、会場の案内図は、こちらこちら をご覧ください。をご覧ください。

開催時間：開催時間： １３：３０～１７：３０１３：３０～１７：３０

昨今の厳しい経済情勢のもと、建設投資が激減し、厳しい経営環境にある建設業。昨今の厳しい経済情勢のもと、建設投資が激減し、厳しい経営環境にある建設業。
このような状況下において、様々な経営改善・革新の取組等を行っている会社も多くなってきておりますが、現状としては、このような状況下において、様々な経営改善・革新の取組等を行っている会社も多くなってきておりますが、現状としては、

今後の先行きに不安を感じているものの、具体的に何をしたらよいのか、どのような方策があるのかなど、依然として多数の今後の先行きに不安を感じているものの、具体的に何をしたらよいのか、どのような方策があるのかなど、依然として多数の
建設業者の方は、次の一手を打てないままの状態ではないでしょうか。建設業者の方は、次の一手を打てないままの状態ではないでしょうか。
本セミナーは、「建設業の営業強化を図りたい」・「今後の経営改善計画を策定したい」・「新しい事業にチャレンジしたい」な本セミナーは、「建設業の営業強化を図りたい」・「今後の経営改善計画を策定したい」・「新しい事業にチャレンジしたい」な

ど、特に中小企業の皆様の今後の会社経営を見直す「きっかけづくり」を目的として開催するものです。ど、特に中小企業の皆様の今後の会社経営を見直す「きっかけづくり」を目的として開催するものです。

受講者募集！
（先着１００名）

受講をご希望の方は別紙「参加申込書」にてFAX
またはインターネットによりお申し込み下さい。
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/index.html

建設業を営んでいる方は、

建設業経営支援アドバイザーによる個

別相談も同時開催！（詳しくは裏面を！！）

パネリスト ・和田建設(有) （岩手県北上市） 取締役 高橋 歩武 氏

（０～１２歳児までを対象とした24時間・年中無休の保育施設「こどもの国 虹色」の運営 ）

・高橋屋根工業(株) （宮城県石巻市） 代表取締役 高橋 悌太郎 氏
（ナノカーボン発熱体を使用した、省エネタイプの壁・床暖房、融雪システムの開発・施工 ）

・八光建設(株) （福島県郡山市） 代表取締役 宗像 剛 氏
（独自の技術による、高機能木材及び不燃木材の開発・製造・販売とブランドの確立 ）

・柳沼 芳裕 氏 （独）中小企業基盤整備機構東北支部 地域拠点コーディネーター

コーディネーター
・齋藤 説朗 氏 （独）中小企業基盤整備機構東北支部 経営支援チーフアドバイザー

＜主 催＞
山形県・東北地方整備局・東北地方建設産業再生協議会

（独）中小企業基盤整備機構 東北支部

● 講 話 柳沼 芳裕 氏

プ

ロ

グ

ラ
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演題 “新分野進出”
成功と失敗の分岐点と共通点を探る！

● フリーディスカッション
『新分野に取り組むには何が必要か！“体験からヒントを得る”』

参加料無料

興味のある方はどなた
でも参加できます！！

～～新分野進出新分野進出 成功への道筋を探る成功への道筋を探る～～

柳沼芳裕 氏 （独）中小企業基盤整備機構
東北支部 地域拠点コーディネーター

コンサルティング会社退職後、柳沼マネジメント・コンサル
タント事務所を設立。中小機構東北支部地域拠点コーディ
ネーターとして主に福島県の産業振興機構・商工会連合会
・地域力連携拠点における登録専門家として活躍。・・・・・

このセミナーに先立ちまして１２時５０分から同会場において「 平成２２年度 山形県
建設産業新分野進出優良事例顕彰」を執り行います。

別紙２（表面）



※駐車台数に限りがあるため、できる限り公共交通機関のご利用をお願いいたします。

◆◆◆◆◆◆建設業新分野進出セミナー参加申込書◆◆◆建設業新分野進出セミナー参加申込書◆◆◆

建設業新分野進出セミナー申し込み

※インターネットによるお申込は・・・ http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/index.html

※FAXによるお申込は・・・FAX 022-227-4459 又は 02３-６３０-２６３２（山形県県土整備部）

東北地方建設産業再生協議会事務局 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課へ
平成２３年２月２５日（金）までに FAX またはインターネットでお申し込みください。

＜東北地方建設産業再生協議会 事務局＞
国土交通省 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課

TEL 022-225-2171      FAX 022-227-4459
セミナー・個別相談の問い合わせは・・・

個別相談会申し込み　※相談を希望される方はご記入ください。

相談の希望
時間帯

2月28日（月） ・１０：００～１２：００ ・１６：００～１７：３０

相談者氏名

相談の具体的
内容

　　※相談時間は時間調整の上、後日連絡いたします。

会社名・団体名等

所在地

電話番号

氏名 役職名

★個人情報保護について★

　　個人情報保護法に定義されます「個人情報に該当する情報」につきましては、主催者から後日、

　このセミナーのフォローアップとしてアンケート調査等で使用する場合がございます。

受付済みのご連絡はいたしませんので、確認が必要な方はお問い合わせ下さい。

セミナーのフリーディスカッションには、既に新分野、成長分野等に進出している建設業者が参加します。
ディスカッションにおいて、新分野進出のきっかけ、苦労した点等、お聞きしたいことがありましたらこちらの欄に記入下さい。

（質問をくださった方は、会社名を読み上げますが匿名を希望する場合はその旨記載下さい。）

いずれかに○を付け
てください。

別紙２（裏面）





建政部長

建政部建設産業調整官

建政部建設業適正契約推進官

青森県 県土整備部監理課長

岩手県 県土整備部建設技術振興課総括課長

宮城県 土木部事業管理課長

秋田県 建設交通部建設管理課長

山形県 県土整備部建設企画課長

福島県 土木部建設産業室長

青森労働局 職業安定部職業対策課長

岩手労働局 職業安定部職業対策課長

宮城労働局 職業安定部職業対策課長

秋田労働局 職業安定部職業対策課長

山形労働局 職業安定部職業対策課長

福島労働局 職業安定部職業対策課長

青森センター 業務課長

岩手センター 業務課長

宮城センター 業務第二課長

秋田センター 業務課長

山形センター 業務課長

福島センター 業務課長

農林水産省 東北農政局 企画調整室調整官

林野庁 東北森林管理局 企画調整室長

青森県 農林水産部農林水産政策課長

岩手県 農林水産部農林水産企画室企画課長

宮城県 農林水産部農業振興課長

秋田県 農林水産部農林政策課長

山形県 農林水産部農政企画課長

福島県 農林水産部企画主幹兼農林企画課副課長

経済産業省 東北経済産業局 産業部中小企業課長

（独）中小企業基盤整備機構 東北支部 経営支援部経営支援課長

環境省 東北地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課長

青森県 環境生活部環境政策課長

岩手県 環境生活部環境生活企画室企画課長

宮城県 環境生活部参事兼環境政策課長

秋田県 生活環境部環境整備課長

山形県 生活環境部地球温暖化対策課長

福島県 生活環境部企画主幹

青森県 健康福祉部健康福祉政策課長

岩手県 保健福祉部保健福祉企画室企画課長

宮城県 保健福祉部保健福祉総務課長

秋田県 健康福祉部福祉政策課長

山形県 健康福祉部長寿社会課長

福島県 保健福祉部企画主幹

青森県 商工労働部商工政策課長

岩手県 商工労働観光部商工企画室企画課長

宮城県 経済商工観光部経済商工観光総務課長

秋田県 産業労働部産業政策課長

山形県 商工観光部産業政策課長

福島県 商工労働部企画主幹

東北建設業協会連合会 専務理事

（社）青森県建設業協会 専務理事

（社）岩手県建設業協会 専務理事

（社）宮城県建設業協会 事務局長

（社）秋田県建設業協会 専務理事

（社）山形県建設業協会 専務理事

（社）福島県建設業協会 専務理事

建設産業専門団体東北地区連合会 会長

関係財団 （財）建設業振興基金 構造改善センター部長

県（商工労働）

建設業団体

県（土木）

厚生労働省

雇用・能力開発機構都道府県センター

県（農林）

平成２２年度　建設産業再生協議会委員リスト

　東北地方建設産業再生協議会は、東北地方における建設産業のおかれている厳しい現状を認識し、今後の建設産業の再
生に向けた取り組み等に関して情報・意見交換を行い、相互の連携体制の確立を図ることを目的として関係省庁、東北各県
及び建設業協会を構成員として平成１５年１１月に設置されました。
．本協議会では、「建設業新分野セミナー」を例年開催しており、本年度においても開催いたします。

県（環境）

県（福祉）

東北地方整備局国土交通省

委　　　　　　員　　　　　　名

（参考）
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