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中堅・中小建設企業向け海外進出セミナーの開催について（周知依頼） 

 

平素は、本会の活動につき格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、国土交通省より、中堅・中小建設企業の海外市場への進出促進を目的に

開催する標記セミナーについて周知依頼がありました。 

 つきましては、ご多忙ところ誠に恐縮ではございますが、貴会会員企業の皆様

へ周知賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 なお、各会場での参加は、開催県（愛知県、宮崎県、広島県）に立地する企業

に限られていますが、それ以外の企業の方もオンラインによる参加は可能と  

なっています。 ※オンライン参加の場合も要申込。 

 

以 上 

 

 
 
 

【担当】事業部 堤 

TEL：03-3551-9396 

FAX：03-3555-3218 

E-mail：jigyo@zenken-net.or.jp 



      

                                                            令和 3年 9月 13 日 

 不動産・建設経済局国際市場課 

中堅・中小建設企業向け海外進出セミナーを各地域にて開催！ 

～愛知県、宮崎県、広島県と初の共同開催！～ 

 

国土交通省では、我が国中堅・中小建設企業の海外市場への進出を促進するため、地方

自治体や地域の建設業協会等と連携し、「海外進出セミナー」を下記 3 都市で開催します。 

各地における海外進出支援策や、海外人材活用体験談など、海外展開を初めて検討され

る方から既に進出済みの方まで広く参考になるような内容をお届けします。 
 

≪開催概要≫ 

  
※上記3都市に加え、沖縄県でのセミナーを11月に予定しており、追って公表予定です。 

沖縄県内企業の方はそちらへの参加もご検討ください。 
 
開催方法 各会場での開催に併せて、オンラインによるライブ配信を行います。 

     ・会場での参加は開催県に立地する企業のみとさせていただきます。 

     ・開催県以外からご参加の方、遠方の方につきましてはオンラインにてご参加ください。 

対象者  海外進出にご関心のある中堅・中小建設企業の方 

定 員  各会場 40名（各社 2名まで） 

      ・先着順。応募多数の場合は人数調整をお願いする場合があります。 

      ・オンライン配信での参加の場合は参加人数の制限はありません。 

 参加費  無料 

 内 容  各会場により異なります。添付のパンフレットをご参照ください。 

※会場では新型コロナウイルス感染症対策を実施します。 

※37.5 度以上の熱や風邪のような症状がある場合はご来場を見合わせてください。 

※感染症の拡大状況により開催方法がオンラインのみに変更になる可能性がございます。変更の場

合は、下記 URL でお知らせするとともに、お申込み頂いた連絡先へ事前に連絡いたします。 

URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo03_hh_000001_00020.html 

 
≪お申込み方法≫ 

別添パンフレット記載の URL 又は QR コードにアクセスし、所定のお申し込みフォームに

必要事項をご記入の上、お申し込みください。 

セミナー事務局: 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 担当：山本・青木・後藤 

Mail:jasmoc-oc@oriconsul.com 

※ウェブ上でのライブ配信による参加につきましてもお申込みが必要です。 
 

≪取材について≫ 

取材を希望される報道機関の方は事前に上記セミナー事務局にお申し込みください。 
 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省不動産・建設経済局国際市場課 萩原、井口 

 電話 03-5253-8111（内線24622、24625）、直通 03-5253-8280、FAX  03-5253-1575  

場所 日時 会場 

愛知県 10 月 8 日（金）  13:30～16:40 住友生命名古屋ビル 

宮崎県 10 月 13 日（水） 14:00～15:45 宮崎県防災庁舎 

広島県 10 月 21 日（木） 13:30～16:40 YMCA 国際文化センター 

 



中堅・中小建設企業の海外進出支援

アジア、特にASEAN諸国を中心とする世界の建設市場では、インフラ整備への大きな需要が見込まれており、これら
世界の成長市場へ進出していくことは、建設産業の持続的な発展を図る上で極めて重要です。他方で、我が国の
中堅・中小建設企業の中には、海外市場で通用する技術やノウハウを有しているものの、海外進出に当たっての知
識・ノウハウ不足が課題となり、独力で新たな一歩を踏み出すことに躊躇しているケースが見受けられます。国土交通
省は、こうした意欲と能力を有する中堅・中小建設企業の海外進出を支援するため、「海外進出セミナー」を開催し、
中堅・中小建設企業の海外事業展開に関する講演や、政府関係機関の海外進出支援施策を紹介します。

海外進出セミナーの開催
【愛知】【宮崎】【広島】

場所/日程 申込締切 定員 会場

愛知
10/8(金) 10/1(金) 40名 住友生命名古屋ビル1階 大会議室

住所：愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19

宮崎
10/13(水) 10/6(水) 40名 宮崎県防災庁舎5階 防51号室

住所：宮崎県宮崎市橘通東1-9

広島
10/21(木) 10/14(木) 40名 広島YMCA国際文化センター3号館2階 多目的ホール

住所：広島県広島市中区八丁堀7-11

国土交通省 不動産・建設経済局国際市場課
お問い合わせ先：株式会社オリエンタルコンサルタンツ 担当:山本・青木・後藤

お問合せ用e-mail：jasmoc-oc@oriconsul.com
※新型コロナウイルス感染拡大防止のための出勤体制により、現在お電話でのお問合せをお受けできません。
ご不便をおかけいたしますが、お問合せの際はEメールにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。

6月25日に東京で開催した「海外進出セミナー」の講演資料と動画を、下記のウェブサイトで公開しております。
上記のセミナーへのご参加に際し、あわせてご参照ください。

https://www.oriconsul.com/r2kaigaiseminar/

セミナー会場では、新型コロナウイルス感染症対策として、3つの密（密閉・密集・密接）を避けて開催致します。
密閉対策：①可能な限り扉や窓を開放、②空調機器を使用
密集対策：①十分な間隔を確保した配席、②密にならない受付設定
密接対策：①会場内のマスク着用徹底、②会場内の消毒、③消毒液の設置、④検温

参加方法：各会場での開催に併せて、オンラインによるライブ配信を行います。
・会場での参加は、開催県に立地する企業のみとさせて頂きます。
・開催県以外から参加をご希望の方は、オンラインでご参加ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催方法をオンラインのみに変更する可能性があります。
※開催方法が変更となる場合は、国土交通省HPでお知らせするとともに、お申込み頂いた連絡先へ事前に連絡いたします。

申込方法：次ページ以降の各開催地のセミナー詳細に記載のURLまたはQRコードにアクセスし、所定のお申込みフォームに
必要事項をご記入の上、お申し込みください。



○日 時 2021年10月8日（金）13:30～16:40（13時～受付開始）
○会 場 住友生命名古屋ビル1階 大会議室
○対象者 海外進出にご関心のある中堅・中小建設企業の方
○定 員 会場：40名 (各社2名まで)

*愛知県内の企業のみ、会場でご参加頂けます。
*先着順（応募多数の場合は人数調整を行います。）

○参加費 無料

〇プログラム（プログラムは予告なく変更となる場合がございます。）

《 海外進出セミナー 》

住 所：愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル

アクセス：近鉄、名鉄、JR、名古屋市営地下鉄
「名古屋駅」 徒歩10分

愛知県外より参加を希望の方は、オンラインでご参加ください。
愛知県内の企業は、オンラインでもご参加頂けます。
オンラインで参加の場合は、人数制限はありません。
またセミナー終了後は、録画した講演の配信を予定しております。

オンライン同時開催

時間 プログラム 講師
基礎編 13:30-13:35 開会・愛知県挨拶 愛知県

13:35-13:50 建設企業の海外展開における進出形態 事務局
13:50-14:05 支援施策紹介① 国際協力機構 (JICA)
14:05-14:15 支援施策紹介② 日本貿易振興機構 (JETRO)
14:15-14:25 質疑
14:25-14:35 休憩

実践編 14:35-14:55 海外展開に関する基調講演 中小企業診断士等
14:55-15:15 愛知県の海外展開支援 愛知県
15:15-15:30 支援施策紹介③ 国際協力機構 (JICA)
15:30-15:40 支援施策紹介④ 豊田信用金庫
15:40-15:55 海外進出・外国人材活用経験談 大有建設株式会社
15:55-16:10 海外進出・外国人材活用経験談 有限会社アーキ・キューブ
16:10-16:25 国土交通省の海外展開支援 国土交通省
16:25-16:35 質疑
16:35-16:40 閉会

2021年10月8日（金）愛知

申込み締切り：10月1日（金）17時まで
上記URLまたはQRコードにアクセスし、所定のお申込みフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。

参加申込み：https://forms.gle/c2WJ7C6Fdj4yFXzCA

共催：国土交通省・愛知県

セミナーの開催に合わせて、セミナー講師との個別相談を実施します。
ご希望の方は、セミナーの参加申込の際にあわせてご予約ください。
開催方法や参加方式によっては対応できない場合がございます。

〈 個別相談 〉
セミナー終了後に、会場で参加の企業間での情報交換会を開催し
ます。ご希望の方は、セミナーの参加申込の際にあわせてお申込みく
ださい。開催方法によってはプログラムが中止となる場合がございます。

〈 情報交換会 〉

住友生命名古屋ビル
1階 大会議室

申込QRコード



○日 時 2021年10月13日（水）14:00～15:45（13:30～受付開始）
○会 場 宮崎県防災庁舎5階 防51号室
○対象者 海外進出にご関心のある中堅・中小建設企業の方
○定 員 会場：40名 (各社2名まで)

*宮崎県内の企業のみ、会場でご参加頂けます。
*先着順（応募多数の場合は人数調整を行います。）

○参加費 無料

〇プログラム（プログラムは予告なく変更となる場合がございます。）

住 所：宮崎県宮崎市橘通東1-9
宮崎県防災庁舎

アクセス：JR宮崎駅から宮交バス宮交シティバスセンター
方面行き7分、「橘通り2丁目」バス停徒歩5分

2021年10月13日（水）宮崎

時間 プログラム 講師
14:00-14:05 国土交通省挨拶 国土交通省
14:05-14:20 建設企業の海外展開における進出形態 事務局
14:20-14:35 支援施策紹介① 国際協力機構 (JICA)
14:35-14:45 支援施策紹介② 日本貿易振興機構 (JETRO)
14:45-15:00 海外進出・外国人材活用経験談 アース建設コンサルタント株式会社
15:00-15:15 海外進出・外国人材活用経験談 株式会社ソルテック工業
15:15-15:30 国土交通省の海外展開支援 国土交通省
15:30-15:40 質疑
15:40-15:45 閉会

申込み締切り：10月6日（水）17時まで
上記URLまたはQRコードにアクセスし、所定のお申込みフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。

参加申込み：https://forms.gle/3fo2uXL9sjyiUyqS9

共催：国土交通省・宮崎県・（一社）宮崎県建設業協会

《 海外進出セミナー 》

宮崎県外より参加を希望の方は、オンラインでご参加ください。
宮崎県内の企業は、オンラインでもご参加頂けます。
オンラインで参加の場合は、人数制限はありません。
またセミナー終了後は、録画した講演の配信を予定しております。

オンライン同時開催

宮崎県防災庁舎
5階 防51号室

申込QRコード



○日 時 2021年10月21日（木）13:30～16:40（13時～受付開始）
○会 場 広島YMCA国際文化センター3号館2階 多目的ホール
○対象者 海外進出にご関心のある中堅・中小建設企業の方
○定 員 会場：40名 (各社2名まで)

*広島県内の企業のみ、会場でご参加頂けます。
*先着順（応募多数の場合は人数調整を行います。）

○参加費 無料

〇プログラム（プログラムは予告なく変更となる場合がございます。）

2021年10月21日（木）広島

住 所：広島県広島市中区八丁堀7-11
広島YMCA国際文化センター

アクセス：広島電鉄「立町」駅徒歩3分
アストラムライン「県庁前」駅徒歩5分

申込み締切り：10月14日（木）17時まで
上記URLまたはQRコードにアクセスし、所定のお申込みフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。

参加申込み：https://forms.gle/1xKuTkDjg1TmuxrE6

《 海外進出セミナー 》

主催：国土交通省 協力：広島県

〈 個別相談 〉 〈 情報交換会 〉

時間 プログラム 講師
基礎編 13:30-13:35 開会・国土交通省挨拶 国土交通省

13:35-13:50 建設企業の海外展開における進出形態 事務局
13:50-14:05 支援施策紹介① 国際協力機構 (JICA)
14:05-14:15 支援施策紹介② 日本貿易振興機構 (JETRO)
14:15-14:25 質疑
14:25-14:35 休憩

実践編 14:35-14:55 海外展開に関する基調講演 中小企業診断士等
14:55-15:15 広島県の海外展開支援 広島県商工労働局
15:15-15:30 支援施策紹介③ 国際協力機構 (JICA)
15:30-15:40 支援施策紹介④ 株式会社広島銀行
15:40-15:55 海外進出・外国人材活用経験談 調整中
15:55-16:10 海外進出・外国人材活用経験談 株式会社マツザワ瓦店
16:10-16:25 国土交通省の海外展開支援 国土交通省
16:25-16:35 質疑
16:35-16:40 閉会

広島県外より参加を希望の方は、オンラインでご参加ください。
広島県内の企業は、オンラインでもご参加頂けます。
オンラインで参加の場合は、人数制限はありません。
またセミナー終了後は、録画した講演の配信を予定しております。

オンライン同時開催

セミナーの開催に合わせて、セミナー講師との個別相談を実施します。
ご希望の方は、セミナーの参加申込の際にあわせてご予約ください。
開催方法や参加方式によっては対応できない場合がございます。

セミナー終了後に、会場で参加の企業間での情報交換会を開催し
ます。ご希望の方は、セミナーの参加申込の際にあわせてお申込みく
ださい。開催方法によってはプログラムが中止となる場合がございます。

広島YMCA国際文化センター3号館

申込QRコード


