
      

      平成 29 年 5 月 15 日 

 土地・建設産業局国際課 

中堅・中小建設企業の皆様の海外進出に役立つ情報を発信します！ 

～タイ・ミャンマー・インドネシア等を対象とした「海外進出戦略セミナー」を開催～ 

 
国土交通省では、中堅・中小建設企業の海外進出を支援するため、タイ・ミャンマー・

インドネシア等への進出を検討されている企業の皆様を対象に、各国建設市場の動向など

海外進出に役立つ情報を提供する「海外進出戦略セミナー」を全国６都市で開催します。 

 

国土交通省土地・建設産業局国際課では、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、技術の売り込みや現地関係者とのコネクション構築等を支援していま

す。 

 

この取組の一環として、今年度は、タイ・ミャンマー・インドネシアの３カ国を重点に

置き、各国建設市場の動向や実際に進出を果たした企業の経験談、政府関係機関の海外進

出支援施策等の紹介を行う「海外進出戦略セミナー」を全国６都市(計７回)で開催します。 

 

本日より、同セミナー参加の募集を開始しましたので、海外進出にご関心のある中堅・

中小建設企業の皆様の積極的なご参加をお待ちしています。（同セミナーには、上記３カ国

以外への進出を検討される方の参加も可能です。） 

 

なお、今後、現地訪問団の派遣や海外建設契約・現場管理等に関する情報・アドバイス

提供を行う海外建設実務セミナーの開催も予定しています。 

 

 

≪海外進出戦略セミナーの概要≫  

 ＊日 程 平成２９年６月中旬～７月上旬  

 ＊場 所 国内６都市（東京、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡） 

＊対象者 中堅・中小建設企業の経営者層・海外事業部担当役員等 

＊定 員 各社２名まで（応募多数の場合、申込締切日前に募集を締め切る場合あり） 

 ＊参加費 無料 

※詳細は別添パンフレット参照 

 

≪お申込み方法≫ 

【ＨＰによるお申込み】 

「https://www.niccon.co.jp/」にアクセスし、必要事項をご記入の上、お申込み下さい。 

 

【ＦＡＸによるお申込み】 

セミナー事務局までご連絡下さい。 

（TEL: 03-3950-1178、FAX：03-3952-0430：㈱日本コンサルタントグループ  加藤・萩澤） 

 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省土地・建設産業局国際課 青木、浅田 

 電話 03-5253-8111（内線30712、30732）、直通 03-5253-8280、FAX  03-5253-1575  
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タイ訪問団・見本市出展

平成29年 9月中旬

主催 : 国土交通省 土地・建設産業局 国際課

海外進出戦略 セ ミ ナ ー

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場合が多々見受けられます。

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、

各企業の海外進出のステージに応じて、以下のメニューを実施します。

今年度の進出対象国は、タイ・ミャンマー・インドネシアの3カ国です。

 タイ・ミャンマー・インドネシア建設市場展開に向けた情報を提供するセミナーを開催します。

 タイ・ミャンマー・インドネシアへ訪問団を派遣し、政府関係機関や企業等訪問、現地視察を通じて現地の実情を

把握するとともに、技術の売り込みや、現地建設企業等との関係構築・ビジネスマッチングの機会を提供します。

 タイ・バンコクで開催される見本市への出展機会を提供します。

海外進出戦略セミナー
1 

平成29年 6月中旬～7月中旬

参加費 無料

開催場所 東京、福岡、広島、
仙台、大阪、名古屋

開催日 東京 (第1回) 6月12日(月)

福岡 6月20日(火)

広島 6月21日(水)

仙台 6月27日(火)

大阪 7月 4日(火)

名古屋 7月 5日(水)

東京 (第2回) 7月11日(火)

概容 ・ タイ・ミャンマー・インドネシアへの
事業進出に向けた情報提供、
進出企業の事例紹介
・ セミナー終了後に個別相談会
を実施 (予約制)

～ 建設業のタイ・ミャンマー・インドネシアへの進出に向けて ～

海外への新たな一歩を踏み出してみませんか？

タイ・ミャンマー・インドネシア進出に向けた支援メニュー ①～④

海外建設実務セミナー

平成29年 12月頃 (予定)

参加費 無料

開催場所 東京(予定)

概容 ・海外建設契約、現場管理等に
関する情報提供

2 

* 航空券・宿泊・飲食・海外旅行保険・見本市出展準備に係る費用、および
ミャンマーでのビジネスマッチング・インドネシアでのセミナーに係る一部費用は自己負担

その他の支援メニュー
(タイ・ミャンマー・インドネシア以外)

お申込は
WEBで

概容 • 現地建設関係団体、日本政府関係機関、
日系金融機関、日系法律事務所等の訪問

• 見本市への出展 (バンコク)

3

4

ミャンマー訪問団

平成29年 10月中旬

概容 • 現地教育関係機関、日本政府関係機関、
日系金融機関、日系法律事務所、
工業団地、展示会等の訪問

• ミャンマー建設業協会と共催する
ビジネスマッチングへの参加 (ヤンゴン)

インドネシア訪問団

平成29年 10月下旬～11月上旬

概容 • 現地建設関係団体、現地研究開発機関、
日本政府関係機関、日系金融機関、
日系法律事務所、工業団地、日系建設
企業、建設現場等の訪問

• 日本・インドネシア建設技術セミナー(仮称)

への参加 (バンドン)
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① 海外進出戦略セミナー
お申込は
WEBで

場所/日程 申込締切日 定員 会場 アクセス

東京 第1回

6/12(月)
6/8(木)

70名
エムワイ貸会議室 四谷三丁目
東京都新宿区四谷3-12 丸正総本店ビル6階 RoomD・E
電話番号: 0120-311-104

• 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅
1番出口 徒歩1分

東京 第2回

7/11(火)
7/7(金)

福岡
6/20(火)

6/16(金) 30名
東福第二ビル
福岡市博多区博多駅東2-9 1階 会議室
電話番号: 092-452-5111

• 地下鉄 博多駅 徒歩9分
• JR 博多駅 徒歩9分

広島
6/21(水)

6/19(月) 30名
国土交通省 中国地方整備局 建政部
広島市中区上八丁堀2-15  (広島合同庁舎ではありません)
電話番号: 082-221-9231

• 広島電鉄 立町電停 徒歩5分

仙台
6/27(火)

6/23(金) 30名
国土交通省 東北地方整備局
仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟2階
共用第二会議室 電話番号: 022-225-2171

• 地下鉄南北線 勾当台公園駅
北2番出口 徒歩4分

大阪
7/4(火)

6/30(金) 30名
国土交通省 近畿地方整備局
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 第1別館
3階 304会議室 電話番号: 06-6942-1141

• 地下鉄谷町線 天満橋駅 3番出口
徒歩3分

名古屋
7/5(水)

7/3(月) 30名
愛知建設業会館
名古屋市中区栄3-28-21 5階 講習室
電話番号: 052-242-4191

• 地下鉄名城線 矢場町駅 4出口
徒歩2分

■ プログラム・講師 (予定)

■ 基調講演講師・進出企業紹介 (予定) *会場毎に異なります

日程 平成29年 6月中旬～7月中旬 (国内6都市で開催)

対象者 海外進出を検討している中堅・中小建設企業の経営者・海外事業部役員(経営者サポートご担当者)

定員 会場毎に異なります (各社2名まで)。 * 応募者多数の場合、申込締切日前に募集を締め切る場合がございます。

参加費 無料

時間 プログラム 講師

13:55-14:25 タイ進出経験談 進出企業

14:25-14:30 質疑応答

14:30-14:50 ミャンマー進出の要点 事務局

14:50-15:20 ミャンマー進出経験談 進出企業

15:20-15:25 質疑応答

15:25-15:35 休憩

15:35-15:55 インドネシア進出の要点 事務局

15:55-16:25 インドネシア進出経験談 進出企業

16:25-16:30 質疑応答

16:30 セミナー閉会

16:30-17:30 個別相談会 (予約制、1社30分、計4社程度) ※2

基調講演 タイ ミャンマー インドネシア

東京都市大学 客員教授

草柳 俊二
(東京 第1回、仙台)

株式会社 エイペックエンジニアリング
(東京 第1回、福岡、広島)

株式会社 深松組
(東京 第1回、福岡、仙台)

株式会社 イセキ開発工機・
ヤスダエンジニアリング 株式会社

・機動建設工業 株式会社
(東京第1回、仙台、大阪、東京 第2回)

中小企業診断士 鐘江 敏行
(福岡、東京 第2回)

株式会社 三興

(仙台、大阪、東京 第2回)

株式会社 タケウチ建設
(広島、大阪)

調整中
(福岡、名古屋)

中小企業診断士 加賀城 剛史
(広島、大阪、名古屋)

調整中
(名古屋)

中央土木 株式会社
(名古屋、東京 第2回)

多機能フィルター 株式会社
(広島)

時間 プログラム 講師

9:30- 受付開始

10:00 セミナー開会

10:00-10:10 主催者挨拶・事業概要説明 国土交通省

10:10-10:50
【基調講演】

海外事業展開への期待と脅威
(仮題)

有識者

10:50-10:55 休憩

10:55-12:35
海外展開支援施策の紹介

（質疑応答を含む)

JETRO・
JICA・

中小機構・
地銀 ※1

12:35-13:15 昼休み *昼食の用意はございません

13:15-13:35 訪問団の案内 事務局

13:35-13:55 タイ進出の要点 事務局

※1 東京第2回:千葉銀行 ※2 個別相談会は、セミナーのお申込時にあわせてご予約ください

* 駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください



■ 見本市概容
Green Building & Retrofits 
Expo Asia 2017

定員: 最大6社 *原則訪問団参加企業より選定

目的: 現地建設企業への
技術・製品などの売り込み

会場: IMPACT Arena, Exhibition 
and Convention Center

参考: http://bmam-gbr.com/

②③④ タイ・ミャンマー・インドネシア訪問団

日程 訪問先

1日目
• 建設関係団体
• 日系金融機関
• 日系法律事務所等訪問

2日目

見本市に
出展する方

見本市に
出展しない方

• 見本市
出展
準備

• 日本政府
関係機関等
訪問

3日目

• 見本市
出展

• 見本市視察
• 帰国

4日目

5日目

日程 訪問先

1日目
• 投資企業管理局
• 日系金融機関
• 日系法律事務所等訪問

2日目

• 日本政府関係機関
• ミャンマー建設業協会と
共催するビジネスマッチング
への参加

3日目
• 日系企業向け
工業団地等訪問

4日目

• 展示会 「Myanmar Build 
& Decor」視察等

• 教育関係機関(技能実習
訓練校等)等訪問

日程 訪問先 場所

1日目
• 建設関係団体
• 日系金融機関
• 日系法律事務所等訪問

ジ
ャ
カ
ル
タ2日目

• 日本政府関係機関
• 日系企業向け工業団地
等訪問

3日目
• バンドン工科大学にて
日本・インドネシア建設技術
セミナー(仮称)への参加 バ

ン
ド
ン

4日目

• 大学周辺研究開発
機関等訪問

• 現地建設会社の
建設現場等視察

5日目 • 日系建設会社等訪問
ジ
ャ
カ

ル
タ

海外建設実務セミナー

時間 プログラム 講師

13:00- 受付開始

13:30-13:40 主催者挨拶 国土交通省

13:40-14:15 海外ビジネス1 契約制度 専門家・有識者

14:15-14:50 海外ビジネス2 会計税務 専門家・有識者

14:50-15:00 休憩

■ プログラム・講師(予定) * 現在調整中のため、変更となる場合があります

時間 プログラム 講師

15:00-15:35 海外ビジネス3 現場管理 実務経験者

15:35-16:10 海外ビジネス4 雇用管理 実務経験者

16:10-16:45 海外ビジネス5 知的財産管理 専門家・有識者

16:45-17:00 質疑応答

17:00 閉会

■ 日本・インドネシア
建設技術セミナー(仮称)概容

目的: インドネシアの課題に対する

解決方策や有効技術の提案

セミナー終了後、ビジネスマッチングや

懇親会等を実施

会場: バンドン工科大学

参考: https://www.itb.ac.id/

日程 ②タイ 平成29年 9月中旬 / ③ミャンマー 10月中旬 / ④インドネシア 10月下旬～11月上旬

対象者 海外進出を検討している中堅・中小建設企業の経営者・海外事業部役員(経営者サポートご担当者)

定員 各国20名程度 * 航空券・宿泊・飲食・海外旅行保険・見本市出展準備に係る費用、およびミャンマーでのビジネスマッチング・インドネシアでのセミナーに係る一部費用は自己負担

* 応募状況により、タイ・ミャンマー・インドネシア1カ国のみ参加、2～3カ国の複数参加も可能です。

なお、応募多数の場合、海外進出戦略セミナー参加者を優先するなど、事務局で調整する場合がございます。

募集要件 1. 自社の会社紹介(日本語・英語)を提出すること
2. 本訪問団の一連の行程に参加すること
3. 帰国後、訪問団参加報告書を提出すること

申込方法 海外進出戦略セミナー会場にて、ご案内する予定です。
(同セミナーに参加できない方は、事務局までメールや電話でお問い合わせ下さい。)

訪問先 日程や訪問先は、現在調整中のため、変更となる場合がございます。

日程 平成29年 12月頃(予定)

対象者 中堅・中小建設企業の海外実務ご担当者

定員 60名 (各社2名まで)

参加費 無料

場所 東京 (予定)

申込方法 平成29年10月頃に事務局HP上等でご案内します。
メールや電話にて、事務局までお問い合わせ下さい。

* タイの見本市の参加は選択可

②タイ訪問団 (予定)
場所:バンコク

③ミャンマー訪問団 (予定)
場所: ヤンゴン

④インドネシア訪問団 (予定)
場所: ジャカルタ、バンドン *日によって異なる

■ ミャンマー建設業協会と共催する
ビジネスマッチング概容

目的: 現地建設企業との関係の構築

会場: ミャンマー建設業協会(予定)

参考: http://mceamyanmar.
com/mceamyanmar/



■ 海外進出戦略セミナー会場地図

海外進出戦略セミナー参加申込はコチラから↓

基調講演講師 経歴 日程/場所

東京都市大学
客員教授

草柳 俊二

東京都市大学客員教授(大学院社会人コース担当)。高知工科大学
名誉教授。大手建設会社に勤務し、プロジェクトマネジャーとして多数の
国で建設プロジェクトを経験。国際プロジェクトマネジメントの研究者として、
高知工科大学のほか、国内外の大学で人材教育に携わる。

6/12(月) 東京 第1回
6/27(火) 仙台

中小企業診断士

鐘江 敏行

中小企業診断士。鹿島建設にて25年間、ミャンマー・インドネシアなどの
東南アジアやヨーロッパなどにおいて海外事業を幅広く経験した後に独立。
中小建設企業、専門工事業の海外展開を積極的に支援する。
平成22年度より国土交通省の海外展開支援アドバイザーとして活躍する。

6/20(火) 福岡
7/11(火) 東京 第2回

中小企業診断士

加賀城 剛史

中小企業診断士。日系エンジニアリング会社にて、ペルー・シリア・アフガ
ニスタン・ヨルダンでの駐在を経験した後に独立。建設企業の海外進出
支援に加え、進出先での工事管理、事業管理等も指導する。
特に、インドネシア、中東、ペルー等に精通する。

6/21(水) 広島
7/ 4(火) 大阪
7/ 5(水) 名古屋

上記のアドレスにアクセスし、所定のお申込フォームに必要事項をご記入の上、お申込下さい

FAXでのお申込をご希望の方は、セミナー事務局へお電話ください(03-3950-1178)

h t t p : / w w w. n i c c o n . c o . j p

主催: 国土交通省 土地・建設産業局 国際課

セミナー事務局(お申込み、お問合せ先): ㈱日本コンサルタントグループ 建設産業研究所 担当: 加藤・萩澤

TEL: 03-3950-1178 FAX: 03-3952-0430 e-mail: info-kaigai@niccon.co.jp

URL: http:/www.niccon.co.jp

7/4(火) 大阪

近畿地方整備局

7/5(水) 名古屋

愛知建設業会館

6/20(火) 福岡

東福第二ビル

6/27(火) 仙台

東北地方整備局

6/12(月) 7/11(火) 東京

エムワイ会議室四谷三丁目

6/21(水) 広島

中国地方整備局 建政部

* 駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください

“日本コンサルタント ”
で検索

■ 講師紹介
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