
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。

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）
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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。


