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「建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業」に係る金融機関とのパートナー協定締結に

ついて 

～地域の金融機関と連携して建設企業の経営戦略の実現を支援します～ 

 

国土交通省は、本年4 月10 日に公表した機関に加え、新たに裏面の金融機関との間で「建設企業

のための経営戦略アドバイザリー事業」に係るパートナー協定を締結しますのでお知らせいたしま

す。今後、パートナーとなる金融機関と連携を図りながら本事業を実施します。 
 
【アドバイザリー事業】 

中小・中堅建設企業の新事業展開、事業承継、企業再編・廃業など建設企業が抱える経営上の課

題を広く受け付ける「経営戦略相談窓口」を設置し、「エリア 統括マネージャー」の統括のもと、各分野

の専門家から構成される「建設業経営戦略アドバイザー」によるアドバイスを実施します。特に新事業

展開、企業再 編・廃業に関してはアドバイザーによる支援チームを組成し、目標達成まで継続的に支

援します。 

URL：http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/support/advisory.htm 

 

 

○パートナー機関との連携事項 
 

①パートナー都道府県との連携事項 

・パートナー都道府県の要請に応じて、適切な建設業経営戦略アドバイザーを選定・紹介する 

 

②パートナー金融機関との連携事項 

・パートナー金融機関の顧客企業が出口支援企業として選定された企業の中に含まれており、パ  

ートナー金融機関が必要性を認めた場合には、可能な範囲で出口支援に協力する。 

 

③両パートナー機関（都道府県及び金融機関）との共通連携事項 

・パートナー機関から、出口支援候補となる建設企業の推薦を受け付け、出口支援対象として選定され

た企業については継続的に支援を行う。 

・パートナー機関の要請に応じて、予算の範囲内で、建設企業向けの経営支援のためのセミナー等に建

設業経営戦略アドバイザーを無料で派遣する。 

・パートナー機関は、各種手段を通じて、本事業の周知・普及を実施する。 

・その他、本事業により支援する企業について、パートナー間の協力を推進する。 

 

※上記連携事項より、機関毎に連携事項を調整し協定内容を定めています。 

 

 

 

 



裏 面 
（新たにパートナーとなる予定の機関） 

所在地の
地方整備局等

ブロック

旭川信用金庫 遠軽信用金庫 帯広信用金庫 北空知信用金庫 札幌信用金庫

空知信用金庫 伊達信用金庫 北門信用金庫 北海信用金庫 室蘭信用金庫

留萌信用金庫 稚内信用金庫 札幌中央信用組合 空知商工信用組合 函館商工信用組合

青い森信用金庫 一関信用金庫 北上信用金庫 花巻信用金庫 水沢信用金庫

宮古信用金庫 盛岡信用金庫 石巻信用金庫 仙南信用金庫 宮城第一信用金庫

杜の都信用金庫 秋田信用金庫 鶴岡信用金庫 米沢信用金庫 会津信用金庫

郡山信用金庫 須賀川信用金庫 石巻商工信用組合 北郡信用組合 山形第一信用組合

山形中央信用組合 相双信用組合 福島県商工信用組合

足利小山信用金庫 鹿沼相互信用金庫 烏山信用金庫 佐野信用金庫 栃木信用金庫

アイオー信用金庫 桐生信用金庫 しののめ信用金庫 高崎信用金庫 利根郡信用金庫

茨城県信用組合 那須信用組合 あかぎ信用組合 かみつけ信用組合 群馬県信用組合

埼玉縣信用金庫 飯能信用金庫 佐原信用金庫 千葉信用金庫 銚子信用金庫

東京ベイ信用金庫 山梨信用金庫 アルプス中央信用金庫 飯田信用金庫 上田信用金庫

長野信用金庫 松本信用金庫 房総信用組合 山梨県民信用組合 長野県信用組合

朝日信用金庫 足立成和信用金庫 青梅信用金庫 亀有信用金庫 興産信用金庫

さわやか信用金庫 城南信用金庫 城北信用金庫 昭和信用金庫 巣鴨信用金庫

東榮信用金庫 東京東信用金庫 川崎信用金庫 さがみ信用金庫 湘南信用金庫

中栄信用金庫 中南信用金庫 平塚信用金庫 七島信用組合 青和信用組合

大東京信用組合 小田原第一信用組合

新発田信用金庫 上越信用金庫 長岡信用金庫 新潟信用金庫 村上信用金庫

富山信用金庫 氷見伏木信用金庫 鶴来信用金庫 のと共栄信用金庫 北陸信用金庫

糸魚川信用組合 協栄信用組合 興栄信用組合 五泉信用組合 三條信用組合

塩沢信用組合

大垣信用金庫 岐阜信用金庫 西濃信用金庫 関信用金庫 高山信用金庫

磐田信用金庫 静岡信用金庫 島田信用金庫 静清信用金庫 沼津信用金庫

焼津信用金庫 蒲郡信用金庫 瀬戸信用金庫 知多信用金庫 豊川信用金庫

豊田信用金庫 豊橋信用金庫 西尾信用金庫 碧海信用金庫 北伊勢上野信用金庫

桑名信用金庫 三重信用金庫 飛驒信用組合

小浜信用金庫 敦賀信用金庫 福井信用金庫 京都北都信用金庫 大阪信用金庫

大阪市信用金庫 摂津水都信用金庫 大福信用金庫 尼崎信用金庫 神戸信用金庫

但馬信用金庫 兵庫信用金庫 奈良信用金庫 きのくに信用金庫 兵庫県信用組合

倉吉信用金庫 鳥取信用金庫 米子信用金庫 しまね信用金庫 島根中央信用金庫

日本海信用金庫 おかやま信用金庫 玉島信用金庫 津山信用金庫 備前信用金庫

備北信用金庫 水島信用金庫 呉信用金庫 しまなみ信用金庫 西中国信用金庫

萩山口信用金庫 東山口信用金庫 笠岡信用組合 広島市信用組合 備後信用組合

阿南信用金庫 徳島信用金庫 観音寺信用金庫 高松信用金庫 宇和島信用金庫

愛媛信用金庫 幡多信用金庫 香川県信用組合

大川信用金庫 大牟田柳川信用金庫 田川信用金庫 筑後信用金庫 福岡信用金庫

福岡ひびき信用金庫 伊万里信用金庫 熊本信用金庫 熊本第一信用金庫 大分みらい信用金庫

宮崎信用金庫 奄美大島信用金庫 鹿児島信用金庫 鹿児島相互信用金庫 大分県信用組合

鹿児島興業信用組合

中国

四国

九州・
沖縄

金融機関名

北関東

中関東

南関東

北海道

東北

北陸

中部

近畿

東北地方
整備局

北海道
開発局

九州地方
整備局
沖縄総合
事務局

四国地方
整備局

中国地方
整備局

近畿地方
整備局

北陸地方
整備局

中部地方
整備局

関東地方
整備局

 

計：１８８金融機関（うち中部２３金融機関） 
＜本件に関する問い合わせ先＞ 

国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課 

   電話 ０５２－９５３－８５７２（直通） 

  担当 伊藤、加藤（内線 6142） 

国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課 

 建設産業振興室 

  担当 川田、川廷 （内線24827） 

   電話 ０３－５２５３－８１１１（代表） 

      ０３－５２５３－８２８１（直通） 




