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令和３年３月１ 1日

四国建設広報協議会

構成団体各位

四国建設広報協議会事務局

「建設フェア四国２０２1in徳島」出展募集について

日頃からお世話になっております。「建設フェア四国２０２１ in徳島」の
出展者募集を開始いたします。出展の応募並びに協議会・構成団体各位に

おかれましては、関係する団体・企業等へ幅広く展開いただけますようお

願いいたします。

募集の詳細については別添「出展募集要領」をご確認のうえ、協議会構

成団体で「出展申込書」お取りまとめ願います。

どうぞよろしくお願いいたします。

申込期限：令和３年４月２８日（水）

○お問い合わせ先：四国建設広報協議会 令和２年度事務局

山下 〇宇都宮（四国地方整備局企画部企画課）

TEL:087-811-8308

○申込先：四国建設広報協議会 令和２年度事務局

山下 〇宇都宮（四国地方整備局企画部企画課）

メールアドレス：skr-shikoku_kensetsu_kouhou@mlit.go.jp
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出展申込期限：令和３年４月２８日（水） 

 
 
 
 
 

建設フェア四国 20２１ in 徳島 
≪同時開催「202１建設リサイクル技術発表会・技術展示会」≫ 

 

出展募集要領 
 

 

 
 

 

 

□開催日時 令和３年１１月２５日（木）10：00～16：00 

             ２６日（金）10：00～16：00 

※開催時間については、 

変更する場合があります。 

 

□開催場所:アスティとくしま 

〒770-8055 徳島県徳島市山城町東浜傍示 1 番地 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
主催：四国建設広報協議会 
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■建設フェアの目的 
 

くらしを豊かにし、生活を支える社会資本（インフラ）整備は、建設産業の新工法

などの技術が支えています。特に近年では、防災技術や老朽施設の長寿命化技術など

で多くの対策研究が開発されています。建設フェアは、これらの新工法などの建設技

術や研究成果等について、産・学・官が共有するとともに、市民に向けて発信するこ

とで、くらしと建設技術が深くかかわっていることを理解してもらうためのものです。 

 

■開催日時：令和３年 １１ 月２５日 (木) 10:00-16:00 

２６日 (金) 10:00-16:00 
※開催時間については、 

変更する場合があります。 
 

■開催場所 :アスティとくしま（多目的ホール、多目的広場ほか） 

〒770-8055 徳島県徳島市山城町東浜傍示 1 番地 1 

 
 

■主催 : 四国建設広報協議会 
国土交通省四国地方整備局／徳島県／香川県／愛媛県／高知県／ 

西日本高速道路(株)四国支社／本州四国連絡高速道路(株)坂出管理センター／ 

(独)水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部／(公社)土木学会四国

支部／ (公社)地盤工学会四国支部／(公社)日本測量協会四国支部 

(一社)日本道路建設業協会四国支部／(一社)日本建設業連合会四国支部／ 

(一社)日本建設機械施工協会四国支部／(一社)日本埋立浚渫協会四国 

支部／ (一社)建設電気技術協会四国支部／全国コンクリート製品協

会四国支部／(一社)建設コンサルタンツ協会四国支部／(一社)全国道

路標識・標示業四国協会／ (一社)四国クリエイト協会／ (一社)日本

海上起重技術協会四国支部／(一社)日本空調衛生工事業協会四国支部

／(一社)日本電設工業協会四国支部／(一社)プレストレスト・コンク

リート建設業協会四国支部／四国建設業協会連合会 

 

■出展内容 
 

建設関係技術（建設関係者向けの技術を含む）で、以下の技術展示、研究成果発表、

取組み紹介などを募集します。特にＩＣＴに関する展示を歓迎いたします。 

①施工 

②防災 

③老朽化対策 

④コスト削減 

⑤環境 

⑥情報 

⑦一般 
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■スケジュール（予定） 
 

時 期 内 容 備 考 

2021年 

３月上旬～

４月28日

５月下旬 

８月中旬 

９月中旬 

11 月25日 

11 月26日 

 

出展募集期間 

 

出展の可否通知

出展料振込期限

出展者説明会 

フェア開催 

フェア開催 

 

 

 

 

 

出展マニュアル渡し 

 

■出展の可否 
 出展採択結果は後日（令和3年5月下旬頃予定）お知らせいたします｡ 

その際に併せて、出展費用の振込方法や、その他の留意事項についてお知ら

せいたします。 

 出展採択後の取り消しは出来ません。出展者のご都合により取り消される場

合は、出展費用をいただくこととなりますのでご注意願います。 

 出展製品を会場内で販売することは禁止させていただきます。 

 

■出展料 

展示場所 
出展料(税込) 

1 ブースあたり 
条件 

 

屋内展示場 
1８0,000 円 

（協議会構成員は 

170,000 円） 

・多目的ホール（Ｗ2.7ｍ×Ｄ2.7ｍ、夜間施錠有） 

 

プレゼン

テーション 

 

３0,000 円 

 

1 プレゼン（15 分間） 

・2 ブース以上出展される場合は、「必要ブース数×出展料」となります。 

・天災等によるフェア中止の場合、いただいた出展料の全部又は一部が返金されない

場合があります。（新型コロナ感染拡大等の事由を含む） 

・プレゼンテーションは、撮影した動画を youtube で配信する予定です。 

 

■出展者説明会 
【日時】 

令和３年９月中旬（予定） 

【場所】 
〇三密回避のため、Web会議を予定しています。 

※出展者説明会の詳細については、後日ご連絡いたします。 
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■ 展示について 
 

【出展内容】 
 建設・土木技術及びそれに関する新技術など、建設フェアの目的に沿ったもの

の出展をお願いします。 

 ブース内において、各社の説明者が展示したパネル、ビデオ、パンフレット、

模型、実物等を用いて、来場者に説明・ＰＲを行っていただきます。 

 

【展示ブース配置】 
ブース位置については、展示内容等を考慮して主催者にて配置します。 

 

【プレゼンテーション】 
プレゼンテーションについては、会場内会議室において 15 分間のプレゼンテ

ーションを行っていただきます。 

 

【その他】 
備品のお申し込みは、９月中旬（予定）に開催致します出展者説明会において、

申し込みを受け付けます。また、無料備品以外の追加備品（備品、装飾、電気設

備等）をご希望される場合は、出展者の負担となります。重量物や給排水など特

殊な展示を希望される場合は、会場の規定により制限がありますので、予め事務局

指定の運営受託会社にご確認をいただくか、出展者説明会において配布いたします

「出展マニュアル｣をご参照ください。 

 

■ 問い合わせ先 
 

・四国建設広報協議会事務局  （国土交通省四国地方整備局企画部企画課（広報担当）） 

ＴＥＬ（０８７）８１１－８３０８ 

 

■ 申し込み先【協議会毎で取りまとめの上ご申請ください。】 

申込書（エクセル）に必要事項を記入し、以下アドレスへメール送付してお申し

込みください。 

E-mail：skr-shikoku_kensetsu_kouhou@mlit.go.jp 

 

 

□参考（建設フェア四国 2018in 高松） 
http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/shikokukensetsu/pdf/houkoku2018.pdf 



 

 
 

◆名 称：「2021 建設リサイクル技術発表会・技術展示会」 

 

◆開催目的：建設リサイクルの更なる普及と促進に向けて、関係者（公共事業発注者、建設

工事設計・施工者等）の意識啓発と建設リサイクルの推進に有用な技術情報等

の周知・伝達、技術開発の促進及び一般社会に向けての建設リサイクル活動の取

り組みをＰＲする。 
 

◆主 催：「建設副産物リサイクル広報推進会議」 

「建設副産物対策四国地方連絡協議会」 
 

◆開催内容：【建設リサイクル技術発表会（以下、技術発表会）】 

開催日時：令和3 年 11 月 25 日（木）13 時 00 分～16 時 00 分 
 ※建設フェア四国2021 in 徳島(以下フェア)１日目の午後に開催 

開催場所：アスティとくしま ３階第２特別会議室 

日 程：開会式 

基調講演 
建設リサイクル技術発表（プレゼンテーション） 
特別講演 

建設リサイクル技術展示会 表彰式

閉 会 

※ＣＰＤ、ＣＰＤＳプログラム認定を取得予定 

 

【建設リサイクル技術展示会（以下、技術展示会）】

開催日時・場所：フェアに同じ 

展示方法：フェアに同じ 
 

◆ 出展申込：出展の申し込みは、フェアの出展募集で実施する。 

 

◆留意事項：①フェアへの出展技術のうち、「建設リサイクルに関する技術」が含まれる技術
展示については、｢フェア｣、「技術展示会」両方に出展しているという扱い

となります。 

 

②「技術展示会」に出展希望の場合は、フェア出展申込書において出展技術が「建

設リサイクルに関する技術」に「該当」を選択願います。また、「該 当しない」を

選択した場合についても、主催事務局において「建設リサイク ルに関する技術」

に該当すると判断した場合は、個別にエントリーについて、主催事務局（建設副

産物リサイクル広報推進会議）よりご相談させて頂く場合があります。 
 

③「技術展示会」への出展技術のうち、優秀な者については、令和 3年11月 

25日（木）に開催される「技術発表会」において表彰します。 
 

◆そ の 他：令和 3年11月25日（木）に開催される「技術発表会」において、技術発表（プ

レゼンテーション）を行います。後日、「技術展示会」出展者あてに主催事務局

（建設副産物リサイクル広報推進会議）より希望の確認を行います。 
 

 ※その他申込みに関する詳細事項については、「建設フェア四国2021 in 徳島」の募集要項 

 に準じます。 

 

■ 同時開催イベントについて 



ふりがな

連絡先名

担当部署 担当者名

電話番号 ＦＡＸ番号

Ｅ-mail 緊急連絡先

出展技術名
ＮＥＴＩＳ登録
の有無

出展内容

出展ブース数 ブース
プレゼンの

有・無

その他

該当

　当該技術が「建設リサイクル技術」に該当するか、ご記入ください。
　「該当」を選択した場合は「建設リサイクル技術展示会」にも出展しているという扱いとなります。
　「建設リサイクル技術展示会」への出展技術のうち優秀な者については、「建設リサイクル技術
  展示会」において表彰します。

建設フェア四国2021in徳島　出展申込書

○申し込み締め切り：2021年4月28日（水）

１．印刷物などに使用しますので正確な出展者名を標記願います。

四国建設業協会連合会

出展者名

※協会員の場合ご記入ください。

四国建設広報
協議会団体名

住所

２．出展に関する連絡先（複数社で出展の場合は代表の会社名）・担当者名も必ずご記入ください。

〒

５．同時開催イベント「2021建設リサイクル技術発表会・技術展示会」に関する確認

建設リサイクルに関する技術

４．事前に連絡が必要なことがございましたらご記入ください。

該当しない

（例）：屋外での展示を希望

３．展示の中心となる出展技術及びブース数などについて記入してください。


