
記者発表資料
平成２０年１０月 ７日
東 北 地 方 整 備 局

「建設業新分野進出セミナー」受講者を募集します。
～１１月７日（金）、仙台市内（小田急仙台ビル３階）で開催～

東北地方建設産業再生協議会（会長：東北地方整備局 建政部長）では、１１
月７日（金）に小田急仙台ビル３階（中小企業基盤整備機構東北支部 東北サテ
ライト）で、「建設業新分野進出セミナー」を開催します。

このたび受講者を募集しますので、お知らせします。
なお、募集人員は第１部（午前）・第２部（午後）各３０名です。（先着順）
また、本セミナーに併せて、建設業経営支援アドバイザーによる個別相談も実

施します。（相談希望者は事前予約が必要です。）

本セミナーは、建設業の新分野進出支援施策の一環として、独立行政法人中小企業基盤整備
機構東北支部と連携して開催するものです。

○開催日時 平成２０年１１月７日（金）
第１部 １０：００～１２：３０
第２部 １３：３０～１６：００

○開催場所 小田急仙台ビル３階 中小企業基盤整備機構東北支部 東北サテライト
（仙台市青葉区一番町４丁目７－１７）

○次 第 別紙１のとおり
○募集人数 第１部・第２部それぞれ３０名

（定員になり次第締め切らせていただきます。）
○対象者 中堅・中小建設業者の皆さん
○応募方法 別紙２（チラシ）裏面の「受講申込書」に必要事項を記入のうえ、FAXでお申

込み下さい。また、インターネットでの申込みも受け付けます。
※インターネットによるお申込は・・・

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/index.html
○その他 本セミナーと併行して、「建設業経営支援アドバイザーによる個別相談」を行

います。
新分野進出等、今後の経営計画についての相談にお応えします。
なお、「個別相談」は事前予約が必要となりますので、ご希望される方は別

添２（チラシ）裏面の「個別相談」申込書に必要事項を記入のうえ、FAXでお申
し込み下さい。また、インターネットでの申込みも受け付けます。
本セミナーは１２月１９日（金）に盛岡市内でも開催予定です。

発表記者会：東北専門記者会

問い合わせ先

（東北地方建設産業再生協議会 事務局）
国土交通省東北地方整備局 電話０２２－２２５－２１７１(代)

建政部 計画・建設産業課 課 長 磯 崎（内線６１２１）
い そ ざ き

建設専門官 柏 﨑（内線６１４３）
かしわざき



別紙１

開催日時　：　平成２０年１１月７日（金）
開催場所　：　（独）中小企業基盤整備機構東北支部　東北サテライト

（仙台市青葉区一番町４－７－１７　小田急仙台ビル３階）

プログラム
＜第１部（午前の部）＞

時　　間 項　　目 内　容　等

　９：３０～ 受　付

１０：００～ 開会（主催者挨拶）

１０：１０～ 講　演

演　題：　「再生・再編の進め方考え方」
　　　　　　～企業再生・再編を進めるポイントと手法を紹介～
講　師：佐藤　善友　氏　（中小企業診断士）
　　　　　中小機構チーフアドバイザー
　　　　　ITCインストラクター
　　　　　ITコーディネーター
メーカー、支援団体勤務を経て独立。有限会社ジー･エフ･シー 代表取締
役。秋田大学非常勤講師。各支援機関専門家等。
専門分野は経営戦略立案、情報システムの構築を中心に、経営革新、創
業支援、業務改善、事業承継、事業再生等を支援。情報とモノの一元管理
をモットーとする。

１１：１０～ 建設業新分野進出事例の紹介
佐久間建設工業（株）　（福島県）　工務部長　佐久間　秀夫　氏
夏秋いちご栽培への挑戦
～建設業だからできる農業を目指して～

１１：５０～ 各種支援事業の紹介
①東北経済産業局
②宮城県
③東北地方整備局

１２：３０ 閉会（予定）

＜第２部（午後の部）＞

時　　間 項　　目 内　容　等

１３：００～ 受　付

１３：３０～ 開会（主催者挨拶）

１３：４０～ 講　演
演　題：「見える化で経営力をアップする」
　　　　～日常の経営の中で企業が経営“力”をアップさせる方法を紹介～
講　師：佐藤　善友　氏（中小企業診断士）

１４：４０～ 建設業新分野進出事例の紹介

（株）茜谷商店金物部　（山形県）　代表取締役社長　茜谷　聡　氏
「なんでだろう？疑問から生まれた超ニッチ商品、地方から全国へ！」
～建設業の経験を生かした折板屋根雨樋工事の革命！強風雪補強金具
（SA工法）の開発・普及～

１５：２０～ 各種支援事業の紹介
①東北農政局
②（独）中小企業基盤整備機構東北支部
③東北地方整備局

１６：００ 閉会（予定）

★当日９：３０～１６：３０まで建設業経営支援アドバイザーによる「個別相談会」も開催します。

※相談を希望される方は、別紙「個別相談申込書」に必要事項をご記入のうえ、お申し込み下さい。

★個別相談会
１３：００～１６：３０

主　催　：　東北地方建設産業再生協議会　　　　　

建設業の再生・再編に向けて～建設業新分野進出セミナー～

★個別相談会
９：３０～１２：００

（独）中小企業基盤整備機構　東北支部



～第１部～（１０：００～１２：３０）～第１部～（１０：００～１２：３０）
１．講 話

演 題： 「再生・再編の進め方考え方」
～企業再生・再編を進めるポイントと手法を紹介～

講 師：佐藤 善友 氏 （中小企業診断士）

２．新分野進出事例紹介
演 題：「夏秋いちご栽培への挑戦 」

～建設業だからできる農業を目指して～
講 師：佐久間建設工業（株） 工務部長 佐久間 秀夫 氏

（農業生産法人 （株） 奥会津彩の里 代表取締役）

建設業の再生・再編に向けて建設業の再生・再編に向けて～建設業新分野進出セミナー～～建設業新分野進出セミナー～

受講者募集！受講者募集！
（先着３０名（先着３０名 受講無料）受講無料）

※※第１部・第２部それぞれ第１部・第２部それぞれ
３０名を募集します。３０名を募集します。

開催日：開催日：平成２０年１１月７日（金）平成２０年１１月７日（金）
開催場所：開催場所：小田急仙台ビル３階小田急仙台ビル３階
（中小企業基盤整備機構東北支部（中小企業基盤整備機構東北支部 東北サテライト）東北サテライト）

開催時間：開催時間：第１部第１部 １０：００～１２：３０１０：００～１２：３０
第２部第２部 １３：３０～１６：００１３：３０～１６：００

建設投資が激減し、厳しい経営環境にある建設業。建設投資が激減し、厳しい経営環境にある建設業。
このような状況の下、他の分野に進出し、経営改善・革新の取組を行っている会社も多くなってきております。このような状況の下、他の分野に進出し、経営改善・革新の取組を行っている会社も多くなってきております。
本セミナーは、「新しい事業にチャレンジしたい」・「今後の経営計画を策定したい」など、今後の会社経営を本セミナーは、「新しい事業にチャレンジしたい」・「今後の経営計画を策定したい」など、今後の会社経営を
見直す「きっかけづくり」を目的として開催するものです。見直す「きっかけづくり」を目的として開催するものです。

＜プログラム＞＜プログラム＞＜プログラム＞
受講をご希望の方は裏面「受講申込書」
によりお申し込み下さい。

佐藤 善友 氏
（中小企業診断士）

中小機構チーフアドバイザー
ITCインストラクター
ITコーディネーター
メーカー、支援団体勤務を経て独立。
有限会社ジー･エフ･シー 代表取締役。
秋田大学非常勤講師。
各支援機関専門家等。
専門分野は経営戦略立案、情報システムの
構築を中心に、経営革新、創業支援、業務
改善、事業承継、事業再生等を支援。
情報とモノの一元管理をモットーとする。

～第２部～（１３：３０～１６：００）～第２部～（１３：３０～１６：００）
１．講 話

演 題： 「見える化で経営力をアップする」
～日常の経営の中で企業が経営“力”をアップさせる
方法を紹介～

講 師：佐藤 善友 氏 （中小企業診断士）

２．新分野進出事例紹介
演 題：「なんでだろう？疑問から生まれた超ニッチ商品、

地方から全国へ！」
～建設業の経験を生かした折板屋根雨樋工事の革命！
強風雪補強金具（SA工法）の開発・普及～

講 師：（株）茜谷商店金物部 代表取締役社長 茜谷 聡 氏

＜主 催＞
東北地方建設産業再生協議会、（独）中小企業基盤整備機構 東北支部

建設業経営支援アドバ

イザーによる個別相談

も同時開催！

（詳しくは裏面をご覧下さい）

開催会場
仙台市青葉区一番町4丁目７－１７

★１２月１９日（金）に盛岡市でもセミナーを開催する予定です。★１２月１９日（金）に盛岡市でもセミナーを開催する予定です。

別紙２

℡ ０２２－７１６－１７５１



建設業経営支援アドバイザーによる「個別相談」も同時開催！建設業経営支援アドバイザーによる「個別相談」も同時開催！
「自社の経営を見直したい」、「新しい事業にチャレンジしたい」、「今後の経営計画を策定したい」など、経営に関してお悩みの方、

経営支援アドバイザー（中小企業診断士・税理士等）がご相談にお応えします。
１１／７（金）に開催する新分野進出セミナーと同会場にて行いますので、この機会に是非ご相談してみてはいかがですか？
※「個別相談」は事前申込みが必要です。（FAXまたはインターネットによりお申し込み下さい。）

東北地方建設産業再生協議会事務局
東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 あて
FAX 022-227-4459

セミナーのお申込はFAXまたはインターネットによりお申し込み下さい。
（定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。）

※インターネットによるお申込は・・・http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/index.html

開催会場には駐車場がございませんので、公共交通機関または付近の有料駐車場をご利用下さい。

セミナー・個別相談の問い合わせは・・・
＜東北地方建設産業再生協議会 事務局＞
国土交通省 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課
TEL 022-225-2171      FAX 022-227-4459

役職

ご氏名

受講者数

※複数で受講を希望される場合は、受講者数を記入して下さい。

※いずれかを○で囲んで下さい　　第１部（午前）　・　第２部（午後）　・　両方

〒

会社名

※いずれかを○で囲んで下さい（　大臣　・　知事　）　第　　　　　　　　　号

※複数で受講される場合

会社住所

電話番号

ご希望される
受講コース

セミナー受講申込書
（申込日）平成　　年　　月　　日

名

受講者
役職・ご氏名

建設業許可番号

Ｅ-mailアドレス

ＦＡＸ番号

第１希望 第２希望

役職

ご氏名

※セミナー受講も同時に希望される方は申込書「※欄」の記入は不要です。

※Ｅ-mailアドレス

〒

ご希望の時間帯

※会社名

相談者
役職・ご氏名

※会社住所

※電話番号

個別相談申込書
（申込日）平成　　年　　月　　日

※建設業許可番号 ※いずれかを○で囲んで下さい（　大臣　・　知事　）　第　　　　　　　　　号

※ＦＡＸ番号

　　　　時　　　　　分 　　　　時　　　　　分

※インターネットによるお申込は・・・http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/index.html
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