
記者発表資料 平成２５年 ２月 １日
東 北 地 方 整 備 局

「建設産業経営戦略セミナー」受講者を募集します。
～平成２５年２月２８日（木）、仙台市（ハーネル仙台）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
２５年２月２８日（木）に仙台市のハーネル仙台で、「建設産業経営戦略セミナ
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２５年２月２８日（木）
・建設業新分野進出セミナー １３：３０～１６：３０【３階 蔵王】

・個別相談会 １３：３０～１７：００【６階 はぎ】

○開催場所 ハーネル仙台
〒980-0014 仙台市青葉区本町２－１２－７ TEL：022-222-1121

○主 催 東北地方建設産業再生協議会・（一財）建設業振興基金・東北地方整備局

○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） 建設産業経営戦略セミナー
・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建設産業経営戦略セミナー参加
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、

FAXでお申込みください。
②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。

FAX ０２２－２２７－４４５９※FAXによる申込み・・・

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

※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 片 川（内線６１２１）

建設専門官 大 崎（内線６１５２）



開催日時： 平成２５年　２月２８日（木）

開催場所： ハーネル仙台　　　　（〒９８０－００１４　仙台市青葉区本町２－１２－７）

１３：００～ 受　　　付

１３：３０～ 開会（主催者あいさつ）

  演　題： 復興後を見据えた建設企業経営について

   講　師：　植草　陽一　氏　　　

建設経営サービスコンサルティング事業部長。
現場主義の経営指導に尽力。経済産業省・中小企業大学校講師。ぐ
んま建設産業再生支援プラン策定委員。著書に、『よくわかる建設業
界』（共著）（日本実業出版社）。

事例紹介：被災企業の合同化による復興への取組について

○リビルド女川合同会社　代表社員　　日野　敏則 氏

○リビルド女川合同会社　執行社員　　佐藤　吉宏 氏

○リビルド女川合同会社　　　　　　　 　黄川田　尚徳　氏　

東日本大震災で被災した宮城県女川町の建設関連業１４社で「リビ
ルド女川合同会社」を設立、今後本格化する住宅再建の需要を取り
込み、町の復興も後押しする狙い。
合同会社への参加業者も多くが被災し、命を落とした経営者もいる
中、住宅問題を理由に町を離れる住民が減るよう、地元の建設業者
として全力をあげ住宅再建に取り組んでいる。

○建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業
・・・・・・・東北ブロック統括マネージャー　　　　　　　高橋　雅裕　氏

中小企業診断士　
経営改善、経営革新、新分野進出、事業再生までの企業経営全般
に関わる支援、並びにこれらの活動を成功に導くための事業戦略や
マーケティング戦略の策定を実現させるために、社内体制の整備、
組織活性化、人材育成、財務基盤の強化等の実践支援の他・経営
革新や新分野進出に関するセミナー、組織活性化や人材育成に関
する業務等も担当している。
国土交通省建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業・東北ブ
ロック統括マネージャー、盛岡商工会議所・商工調停士、岩手県中
小企業再生支援協議会・プロジェクト委員、岩手県建設業協会・経営
革新アドバイザー他、多くの機関でアドバイザー・委員等に委嘱され
精力的に活動を行っている。

○建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業
・・・・・・・建設業経営戦略アドバイザー　　　　　　　齋　乾二郎 　氏

中小企業診断士　

建設業者に関する支援の他、小売・サービス業に関しても多数手が
けており、近年は福祉関係、地域活性化などの支援を行うなど多岐
にわたる。
支援の際は常に経営者の立場で行うことを信条としている。
国土交通省建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業・建設業
経営戦略アドバイザー、東北経済産業局・中小企業支援ネットワーク
アドバイザー、中小企業基盤機構・震災復興支援アドバイザー他、多
くの機関でアドバイザー・委員等に委嘱され精力的に活動を行ってい
る。

１６：３０~ 閉　　　　会

 １３：３５～ 講　　　演

１５：２０～ 事例紹介

建設産業経営戦略セミナー　

時　　間 項　　　目 内　容　等

 別紙１



開催日時開催日時

 

：：平成２５年平成２５年

 

２月２８日（木）２月２８日（木）
１３時３０分～１６時３０分（受付１３時～）１３時３０分～１６時３０分（受付１３時～）

開催場所開催場所

 

：：

 

「ハーネル仙台「ハーネル仙台

 

３階３階

 

蔵王」蔵王」
〒９８０－００１４〒９８０－００１４

 

仙台市青葉区本町２ー１２－７仙台市青葉区本町２ー１２－７

 

電話電話

 

０２２－２２２－１１２１０２２－２２２－１１２１

受講者募集！
（先着１００名）

セミナー受講及び個別相談会の申込については裏面をご覧ください。

＜主

 

催＞
東北地方建設産業再生協議会

（一財）建設業振興基金・東北地方整備局

●講 話プ

ロ

グ

ラ

ム

復興後を見据えた建設企業経営について復興後を見据えた建設企業経営について

参加料無料

興味のある方はどなた
でも参加できます！！

中小・中堅建設企業の皆さん、震災関連工事等の受注により、完工高は増えたが、利益が伴わない、という状況に

 

陥っていませんか。現状での利益創出について、また震災関連工事終了後の生き残り

 

の為の「経営の効率化等によ

 

る経営基盤強化」について有意義なお話をいただく予定です。

講師

 

（株）建設経営サービス

 

植草

 

陽一

 

氏

● 事例紹介被災企業の合同化による復興への取組について
リビルド女川合同会社

 

代表社員

 

日野

 

敏則

 

氏

 

建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業 東北ブロック統括マネージャー

 

高橋

 

雅裕

 

氏

●個別相談会（無料）

当日、建設業経営支援アドバイザー（中小企業診断士）による個別相談会を実施いたします。

 

なお相談会は事前の申込が必要ですので希望される方は裏面にご記入願います。

また、東日本大震災で被災した企業が結集し、今後、本格化する住宅再建需要を取り込む活動を行っている事例を紹介い
たします。

植草陽一

 

氏

 

建設経営サービスコンサルティング事業部長。

 

現場主義の経営指導に尽力。経済産業省・中小企業大学校講師。ぐんま建設産業再生支援プラン策定委員。著書に、

 

『よくわかる建設業界』（共著）（日本実業出版社）。

＜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・・・

中小・中堅建設企業のための

別紙２



※定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めの申込をお願いいたします。

◆◆◆建設産業経営戦略セミナー参加申込書◆◆◆◆◆◆建設産業経営戦略セミナー参加申込書◆◆◆

セミナー受講申し込み

FAX 022-227-4459

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２５年２月２２日（金）までに

 

FAX でお申し込みください。

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

役職名 氏名

★個人情報保護について★

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。

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。

交通アクセスのご案内



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 県土整備部次長（監理課長事務取扱）

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

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 生活環境部温暖化対策課長

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

（一社）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

（一社）秋田県建設業協会 専務理事

（一社）山形県建設業協会 専務理事

（一社）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 （一財）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

県（農林）

平成２４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。

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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