平成２５年 ７月３０日
中 部 地 方 整 備 局

「平成２５年度

建 設 産 業 支 援 セ ミ ナ ー 」の開催のお知らせ

～地域産業の担い手である建設企業を応援します！～
●概

●日

要

時

地域の建設業は、地域経済を担う基幹産業であるものの、
建設投資の減少などによりさらに競争が激化し、地域の建
設業を取り巻く経営環境はかつてない厳しい状況となって
います。
中部地区建設産業再生支援協議会では、こうした昨今の
地域建設業を取り巻く厳しい状況を踏まえ、中部地域にお
ける中小建設業者への有益な情報を提供するセミナーを各
県で開催することとしましたので、お知らせ致します。
等：別紙のとおり

●プログラム：別紙のとおり
●参

加

料：無

料

●募 集 対 象：建設業関係者
● 参 加 申 込 ： 別 紙 参 加 申 込 書 に 必 要 事 項 に 記 載 の う え 、 FAX に て お 申 し 込 み
下さい。
参加申込書は、中部地方整備局ホームページよりダウンロード
できます。
URL:http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/contents03.html
申込先：中部地方整備局 建政部 建設産業課
FAX:０ ５ ２ － ９ ５ ３ － ８ ６ ０ ６

●取

材：会場内での取材活動はフリーです。
ただし、講演に支障をきたさない範囲でお願いします。

●配

布

先：中部地方整備局記者クラブ、静岡県政記者クラブ、
岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ

問合わせ

中部地方整備局建政部
建設産業課長
伊藤 光一
建設産業課長補佐 加藤 貴雄
ＴＥＬ ０５２－９５３－８５７２（代表）

平成25年度 建設産業支援セミナー
４会場（岐阜市・静岡市・名古屋市・津市）で開催
昨今の地域建設業を取り巻く極めて厳しい状況を踏まえ、中部地域における中小建設業者への
有益な情報提供の場を提供する「建設産業支援セミナー」を各県にて開催します。建設業者の皆様
のご参加を心よりお待ちしております。
◇共
催 ： 中部地区建設産業再生支援協議会（※）、（一財）建設業振興基金
◇申 込 先 ： 中部地方整備局建政部建設産業課（別紙申込書によりFAXで申込をお願いします）
◇募集対象 ： 建設業関係者

静岡会場

岐阜会場
●日
時 ：平成２５年９月９日(月) １３：３０～１７：００
●場
所 ：ふれあい福寿会館（３０１ 中会議室）
●募集人員 ：８０人
●申込締切 ：平成２５年９月２日（月）
●プログラム
◇工事成績アップのポイント
※ CPDS認定候補

講師

黒図 茂雄 氏

株式会社 建設経営サービス コンサルティング事業部

提携講師

（現場で実施できる具体的な対応策を解説）

●日
●場

時 ：平成２５年８月２９日（木） １３：３０～１７：００
所 ：静岡市産学交流センター
（プレゼンテーションルーム ６F）

●募集人員 ： ９０人
●申込締切 ：平成２５年８月２３日（金）
●プログラム

◇企業を維持・存続させるための６つの原則
～金融機関も納得する実抜計画策定のポイント～
講師 畠山 徹 氏
株式会社 建設経営サービス

コンサルティング事業部副部長

（企業を維持存続させるための原則を解説）

◇建設業の経営戦略

◇建設業のマーケティングへの取り組み

講師 成瀬 道朗 氏
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
中小企業診断士

（建設業の経営戦略及び経営改善手法をわかりやすく解説）

～アドバイザリー相談の事例から～
講師 平野 高史 氏
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
中小企業診断士

（企業の事例を中心にマーケティング戦略を解説）

三重会場

愛知会場
●日
時 ：平成２５年９月４日(水) １３：３０～１７：００
●場
所 ：桜華会館 桜花の間
●募集人員 ：１００人
●申込締切 ：平成２５年８月２８日（水）
●プログラム

◇建設災害に学ぶ労働災害防止対策
講師 村木 宏吉 氏
株式会社 建設経営サービス

コンサルティング事業部 提携講師

（労働災害防止活動に必要なことを解説）

◇建設業の経営戦略
講師 成瀬 道朗 氏
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
中小企業診断士

（建設業の経営戦略及び経営改善手法をわかりやすく解説）

●日
時 ：平成２５年９月１３日(金) １３：３０～１７：００
●場
所 ：三重県生涯学習センター（中研修室４F）
●募集人員 ：８０人
●申込締切 ：平成２５年９月６日（金）
●プログラム

◇【新方式】二極化総合評価方式への対応セミナー
（施工計画書、工事成績アップ）
※CPDS認定候補

講師 黒図 茂雄 氏
株式会社 建設経営サービス コンサルティング事業部 提携講師

（施工計画書の書き方、工事成績アップについて解説）

◇公的支援を活用した新分野進出
講師 小林 格 氏
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
中小企業診断士

（新分野進出と成功を高める手法の紹介）
(※）中部地区建設産業再生支援協議会構成団体
岐阜労働局、静岡労働局、愛知労働局、三重労働局、東海農政局、中部経済産業局、関東経済産業局、中部地方環境事務所、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、
（一社）岐阜県建設業協会、（一社）静岡県建設業協会、(一社)愛知県建設業協会、(一社)三重県建設業協会、建設産業専門団体中部地区連合会、(一社)日本電設
工業協会東海支部、(一社)日本空調衛生工事業協会東海支部、中部地方整備局

後援：
東日本建設業保証株式会社

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：加藤・横里）
TEL（０５２）９５３－８５７２（代表）

平成25年度 建設産業支援セミナー
セミナー内容

第１部

会場

岐阜会場

講演のテーマ

工事成績アップのポイント
黒図 茂雄

講演
時間

講師

(株)建設経営サービス コンサ
ルティング事業部 提携講師

静岡会場

企業を維持・存続させるため
の６つのポイント
畠山 徹

愛知会場

建設災害に学ぶ労働災害防
止対策
村木 宏吉

三重会場

【新方式】二極化総合評価方式
への対応セミナー
黒図 茂雄

(株)建設経営サービス コンサ (株)建設経営サービス コンサ (株)建設経営サービス コンサ
ルティング事業部副部長
ルティング事業部 提携講師 ルティング事業部 提携講師

１３：４０～
１５：００

講演の概要

中長期的には公共投資額は
総合評価方式が全国的に普及 依然と厳しい基調に変わりは
国土交通省の総合評価方式の
している中で工事成績評定が大 なく、防災・減災需要や維持補
建設業にとって労働災害防止
入札は、2012年度から二極化の
きなウェートを占めるようになっ 修等にかかる一時の発注増加
は大きな課題です。しかし、依
総合評価落札方式に改定されま
ています。
に安堵している状況ではあり
然として大きな災害が発生し
工事成績評定の実施状況や仕 ません。
した。
ています。過去の事例に学び、
新制度の総合評価対策や段階
組みを解説するとともに、発注 このような時代にあってこそ、
災害防止活動を継続するため
者への対応や書類の作成方法、 企業を維持存続させるための
選抜における施工計画書の書き
にはどのようなことが必要か
現場管理の在り方等、現場で実 原則を確認していただき、具
方、工事成績アップについて解
解説します。
説します。
施できる具体的な対応策を、詳 体的行動として生き残りのた
しくお伝えします。
めに必要な６つの原則を解説
します。

第２部

講演テーマ

建設業の経営戦略

成瀬 道朗
講演
時間

講師

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－
中小企業診断士

１５:３０～
１６：５０

講演の概要

建設業のマーケティングへの
取り組み～アドバイザリー相 建設業の経営戦略
談の事例から～
平野 高史

成瀬 道朗

経営戦略アドバイザリー事業 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－ 建設業経営戦略アドバイザ－
中小企業診断士

中小企業診断士

中小建設業にとって、まだまだ
十分な取り組みができていな
いマーケティング戦略につい
て、民間部門を持つ企業の事
例を中心に発表します。マー
ケティングについて簡単に概
要を説明したうえで、各事例の
建設業の経営戦略を分かりや
建設業の経営戦略を分かりやす アドバイス内容・企業側の取り
すく説明します。また、経営改
く説明します。また、経営改善手 組みをお伝えします。民間部
善手法についても合わせ説明
法についても合わせ説明します。門はもちろん公共部門の企業
します。
にとっても、マーケティングの
考え方を理解することは何か
しらの気付きを得てもらえると
思います。専門家のアドバイス
から各企業がどのようなアク
ションを起こしたのか、できる
限りお伝えします。

公的支援を活かした新分野進出

小林 格
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－
中小企業診断士

経営の多角化のため、本業の経
営資源等を活かして新分野への
進出を検討している企業は多い。
しかしながら、未知の事業に進
出すると、様々な課題やリスクに
直面します。そこで、各種公的支
援制度を活用して新分野進出と
成功の可能性を高める手法や、
実際の事例紹介を行い、今後の
事業展開にヒントや気付きを得
て頂く内容を説明します。

参加申込書
中部地区建設産業再生支援協議会事務局
国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課

加藤・横里 宛て

（FAX ０５２－９５３－８６０６）

（フリガナ）

会社名

（〒

－

）

所在地

（フリガナ）

参加者氏名

電話番号

メールアドレス
希望会場

岐阜会場
（岐阜市・9/9）

静岡会場
（静岡市・8/29）

愛知会場
（名古屋市・9/4）

三重会場
（津市・9/13）

申込締切日
9/2

申込締切日
8/23

申込締切日
8/28

申込締切日
9/6

※参加を希望される会場
に○をお願いします。（複
数可）

※参加申し込みによる個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第
58号）およびその関連規定に則り、適切に管理します。情報は講習会に必要な範囲内で利用させていただ
き、また、第三者に提供することもありません。

※当日は確認用として参加申込書を持参して下さい。

※申込みが定員に達した場合は、早期に締め切らせていただくことがございますので、予めご了承下さい。
※駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用下さい。

各県会場案内図
岐阜会場

〒500-8384
岐阜県岐阜市薮田南5丁目14番53号
TEL:058-277-1111

愛知会場

〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目7番2号
TEL:052（201）8076

静岡会場

〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3番地の21
TEL:054-275-1655

三重会場

〒514-0061
三重県津市一身田上津部田1234
TEL:059-233-1111（代表）

