
お問い合わせ先

 

国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課

 

（担当：中村・宮本）

 

TEL（０５２）９５３－８５７２

平成２３年度「建設業取引適正化推進月間」の実施について

建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法（昭和24年法律第100号）の厳正かつ適正な

 

運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。

しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、建設業の健全

 

な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。

このため、建設業の取引適正化に関し集中的に取り組むため、国土交通省及び都道府県では、昨年度に引

 

き続き１１月の「建設業取引適正化推進月間」において、法令遵守に関する活動を重点的に行います。

１．趣

 

旨

平成２３年１１月（１１月１日～３０日）

２．期

 

間 ３．主

 

催

中部地方整備局、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

（１）ポスターの掲示

 

中部地方整備局、県・市町村、建設業関係団体

（２）ホームページ等を通じた広報

（３）建設業者を対象とした講習会の開催

（※詳細については裏面の「建設業取引適正化推進月間」における講習会一覧をご覧下さい）

４．実 施 内 容

（４）立入検査等の実施

・知事許可業者に対し中部地方整備局と県との合同立入検査を実施

・大臣許可業者に対し中部地方整備局にて立入検査を実施

①日 時 ：平成23年11月4日(金)  13:30～16:00
場

 

所

 

：三重県庁

 

講堂棟

 

１階講堂

（津市広明町13）
定

 

員：150名

②日 時 ：平成23年11月8日(火) 13:30～16:00
場

 

所

 

：三重県志摩合同庁舎

 

２階大会議室

（志摩市阿児町鵜方3098-9）

定

 

員：50名

③日 時 ：平成23年11月16日(水)13：30 ～16：00  
場 所 ：三重県四日市庁舎

 

6階大会議室
（四日市市新正4-21-5）

定 員：150名

①日 時 ：平成23年11月7日(月)14：00 ～16：00  
場 所 ：岐阜県飛騨総合庁舎 大会議室

（高山市上岡本町7-468）

定 員：200名

②③他に２会場の開催を予定（現在調整中）

①日 時 ：平成23年11月16日(水)14：00 ～16：00  
場

 

所

 

：静岡県浜松総合庁舎

 

101会議室

（浜松市中区中央一丁目12－1）

定 員：108名

②日 時 ：平成23年11月24日(木) 14：00 ～16：00 
場

 

所

 

：静岡県東部総合庁舎

 

別棟２階会議室

（沼津市高島本町1-3 ）

定 員：150名

③日 時 ：平成23年11月25日(金)14：00 ～16：00  
場

 

所

 

：静岡県庁

 

西館４階第一会議室A・B・C

（静岡市葵区追手町9番6号）

定 員：216名

岐阜県内 静岡県内

三重県内愛知県内

①日 時 ：平成23年10月14日(金)14：00 ～15：40  
場

 

所

 

：刈谷市総合文化センター

 

2F 大ホール

（刈谷市若松町2-104）

定

 

員：800名

②日 時 ：平成23年10月18日(火) 14：00 ～15：40
場 所 ：愛知県産業労働センター 2F 大ホール

（名古屋市中村区名駅4-4-38）

定 員：700名

③日 時 ：平成23年10月20日(木) 10：00 ～11：40
場 所 ：愛知県産業労働センター 2F 大ホール

（名古屋市中村区名駅4-4-38）

定 員：700名



岐 阜 県 内

開　催　日　時 講　　習　　会　　名 開　催　内　容　予　定 会　　　　場　　　名 定　員 事前申込 問い合わせ先

平成２３年１１月７日（月）
１４：００～１６：００

　平成２３年度
　　　建設業法講習会

　・建設業法令遵守について
　・建設業における労働災害防止について（※）
　　※講師：高山労働基準監督署職員

　岐阜県飛騨総合庁舎
  　　　　　　　　　大会議室
　　（高山市上岡本町7-468）

200 不要
中部地方整備局
　　建政部建設産業課
　　　０５２－９５３－８５７２

　※上記の他に２会場の開催を予定（現在調整中です。今後中部地方整備局のホームページにてご確認下さい）

　 　

静 岡 県 内

開　催　日　時 講　　習　　会　　名 開　催　内　容　予　定 会　　　　場　　　名 定　員 事前申込 問い合わせ先

平成２３年１１月１６日（水）
１４：００～１６：００

　平成２３年度
　　　建設業法講習会

　・建設業法令遵守について
　・建設業における労働災害防止について（※）
　　※講師：浜松労働基準監督署職員

　静岡県浜松総合庁舎
　　　　　101会議室
　（浜松市中区中央一丁目12－1）

108 不要
中部地方整備局
　　建政部建設産業課
　　　０５２－９５３－８５７２

平成２３年１１月２４日（木）
１４：００～１６：００

　平成２３年度
　　　建設業法講習会

　・建設業法令遵守について
　・建設業における労働災害防止について（※）
　　※講師：静岡労働局職員

　静岡県東部総合庁舎
　　　　　別棟２階会議室
　（沼津市高島本町1-3 ）

150 不要
中部地方整備局
　　建政部建設産業課
　　　０５２－９５３－８５７２

平成２３年１１月２５日（金）
１４：００～１６：００

　平成２３年度
　　　建設業法講習会

　・建設業法令遵守について
　・建設業における労働災害防止について（※）
　　※講師：静岡労働局職員

　静岡県庁
　　　 西館４階第一会議室
                         A・B・C
　（静岡市葵区追手町9番6号）

216 不要
中部地方整備局
　　建政部建設産業課
　　　０５２－９５３－８５７２

愛 知 県 内

開　催　日　時 講　　習　　会　　名 開　催　内　容　予　定 会　　　　場　　　名 定　員 事前申込 問い合わせ先

平成２３年１０月１４日（金）
１４：００～１５：４０

　平成23年度
　　　建設業講習会

　・建設業許可、経審について他
　・建設業法令遵守について

　刈谷市総合文化センター
　　　　　　2F 大ホール
　（刈谷市若松町2-104）

800 不要
愛知県建設部
　　建設業不動産業課
　　　０５２－９５３－６５０２

平成２３年１０月１８日（火）
１４：００～１５：４０

　平成23年度
　　　建設業講習会

　・建設業許可、経審について他
　・建設業法令遵守について

　愛知県産業労働センター
　　　　　　2F 大ホール
　（名古屋市中村区名駅4-4-38）

700 不要
愛知県建設部
　　建設業不動産業課
　　　０５２－９５３－６５０２

平成２３年１０月２０日（木）
１０：００～１１：４０

　平成23年度
　　　建設業講習会

　・建設業許可、経審について他
　・建設業法令遵守について

　愛知県産業労働センター
　　　　　　2F 大ホール
　（名古屋市中村区名駅4-4-38）

700 不要
愛知県建設部
　　建設業不動産業課
　　　０５２－９５３－６５０２

三 重 県 内

開　催　日　時 講　　習　　会　　名 開　催　内　容　予　定 会　　　　場　　　名 定　員 事前申込 問い合わせ先

平成２３年１１月４日（金）
１３：３０～１６：００

　平成２３年度
　　　建設業法講習会

　・建設業法の基礎的知識について
　・建設業法令遵守について

　三重県庁 講堂棟
　　　　　　　　１階講堂
　（津市広明町13）

150 不要
三重県
　　県土整備部建設業室
　　　０５９－２２４－２６６０

平成２３年１１月８日（火）
１３：３０～１６：００

　平成２３年度
　　　建設業法講習会

　・建設業法の基礎的知識について
　・建設業法令遵守について

　三重県志摩庁舎
　　　　　　　２階大会議室
　（志摩市阿児町鵜方3098-9）

50 不要
三重県
　　県土整備部建設業室
　　　０５９－２２４－２６６０

平成２３年１１月１６日（水）
１３：３０～１６：００

　平成２３年度
　　　建設業法講習会

　・建設業法の基礎的知識について
　・建設業法令遵守について

　三重県四日市庁舎
　　　　　　　６階大会議室
　（四日市市新正4-21-5）

150 不要
三重県
　　県土整備部建設業室
　　　０５９－２２４－２６６０

【注意点】
　　　　　①講習会の対象者は建設業を営む方です。

　　　　　②上記全ての会場で、事前申込み不要・受講料無料です。

　　　　　③お越し際には公共交通機関をご利用下さい。

「建設業取引適正化推進月間」における講習会一覧
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