
「令和元年度官公需確保対策地方推進協議会」の開催について 

 

 

令 和 元 年 ９ 月 

中小企業庁事業環境部取引課 

官公需確保対策地方推進協議会事務局 

 

 

  国等の契約に関し、中小企業者の受注機会の増大を図ることを目的として「官公

需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づき、毎年度「中小企業

者に関する国等の契約の基本方針」が作成されております。 

 

例年、本基本方針の内容を広く周知させていただくことを目的に、都道府県ごと

に国、地方公共団体の発注機関の方々及び官公需適格組合等の受注者の方々を対象

に「官公需確保対策地方推進協議会」を開催 しております。 

 

 つきましては、今年度の「官公需確保対策地方推進協議会」を別紙のとおり開催

することとなりましたので、御案内いたします。 

 

国、地方公共団体の発注機関の方々及び官公需適格組合等の受注者の方々で、出

席をご希望される場合には、別紙「地方推進協議会開催会場一覧」を参照の上、希

望会場の開催日の５営業日前までに別添の申込書により FAX にてお申し込みくださ

い 。 

 

  また、当日は受付において名刺を頂戴させていただきますので、名刺を御持参く

ださいますようお願いいたします。 

 

 なお、本事業の運営は、官公需確保対策地方推進協議会事務局に委託しておりま

す。 

 

 ※御来場の際は必ず公共の交通機関を御利用ください 

 

 

（問い合せ先） 

中小企業庁 事業環境部 取引課（宮久保、百瀬） 

TEL ０３－３５０１－１６６９ 

（申し込み先） 

官公需対策地方推進協議会事務局 

FAX ０５０－３６０６－３４３５ 



（別紙）

■北海道経済産業局管轄
開催地（市） 時間 会場 住所

札幌市 9月26日 木 14:00-16:00 北海道経済産業局　６階 「第１会議室」 札幌市北区北８条西２丁目　札幌第一合同庁舎

旭川市 9月27日 金 10:00-12:00 道北経済センター　６階 「研修室」 旭川市常盤通１

釧路市 10月9日 水 14:00-16:00 道東経済センタービル　「第２小会議室」 釧路市大町１-１-１

函館市 10月23日 水 14:00-16:00 ホテル函館ロイヤル　２階 「アカデミーホール」 函館市大森町１６−９

■東北経済産業局管轄
開催地（県） 時間 会場 住所

青森県 9月19日 木 14:00-16:00 青森国際ホテル　３階 「孔雀の間」 青森市新町１－６－１８

岩手県 9月20日 金 14:00-16:00 コミュニケーションギャラリー　リリオ　３階 「イベントホール」 盛岡市大通一丁目１１-１８

秋田県 9月27日 金 14:00-16:00 アキタパークホテル　２階 「プラチナ」 秋田市山王４－５－１０

宮城県 9月26日 木 14:00-16:00 東北経済産業局　５階 「AB会議室」 仙台市青葉区本町３－３－１　仙台合同庁舎Ｂ棟 

山形県 9月25日 水 14:00-16:00 霞城セントラル　１５階 「商工団体会議室」 山形市城南町１-１-１

福島県 9月30日 月 14:00-16:00 コラッセふくしま　４階 「４０１会議室」 福島市三河南町１−２０

■関東経済産業局管轄
開催地（都県） 時間 会場 住所

東京都 10月9日 水 13:30-15:30 日本教育会館　「第二会議室」 千代田区一ツ橋２－６－２

茨城県 9月26日 木 13:30-15:30 茨城県薬剤師会館　３階 「大会議室１・２・３」 水戸市笠原町９７８番４７

栃木県 10月1日 火 13:30-15:30 栃木県庁　北別館　「４０１会議室」 宇都宮市戸祭元町１－２５

群馬県 10月28日 月 13:30-15:30 群馬県庁　昭和庁舎　「２１会議室」 前橋市大手町１－１－１

埼玉県 11月1日 金 13:30-15:30 さいたま新都心合同庁舎　１号館　「多目的室」 さいたま市中央区新都心１－１　さいたま新都心合同庁舎

千葉県 10月24日 木 13:30-15:30 ホテルプラザ菜の花　「菜の花１，２」 千葉市中央区長洲１－８－１

神奈川県 11月8日 金 13:30-15:30 ワークピア横浜　「かもめ・やまゆり」 横浜市中区山下町２４－１

新潟県 10月2日 水 13:30-15:30 新潟県庁　「会議室５０８」 新潟市中央区新光町４番地１

山梨県 9月25日 水 13:30-15:30 山梨県庁　防災新館　「４０１会議室」 甲府市丸の内１－６－１

長野県 10月16日 水 13:30-15:30 長野県庁　議会棟　「４０４・４０５号会議室」 長野市大字南長野字幅下６９２－２

静岡県 9月30日 月 13:30-15:30 静岡県庁　別館　２０階 「第一会議室A」 静岡市葵区追手町９－６

■中部経済産業局管轄
開催地（県） 時間 会場 住所

富山県 10月30日 水 10:00-12:00 ボルフォートとやま　「瑪瑙」 富山市奥田新町８-１

石川県 10月29日 火 14:00-16:00 石川県地場産業振興センター　本館　「第３研修室」 金沢市鞍月２丁目１番地

岐阜県 9月27日 金 14:00-16:00 グランヴェール岐山　「末広」 岐阜市柳ヶ瀬通６丁目１４番地

愛知県 11月14日 木 14:00-16:00 愛知産業労働センター　ウインクあいち　「９０２会議室」 名古屋市中村区名駅４丁目４−３８

三重県 10月9日 水 14:00-16:00 プラザ洞津　「明日香」 津市新町１-６-２８

開催日

令和元年度官公需確保対策地方推進協議会開催会場一覧

協議会内容
   （１）「令和元年度国等の契約の基本方針」について（中小企業庁）
   （２）働き方改革関連法を踏まえた施策について（国土交通省・厚生労働省）
   （３）各地域における官公需施策の取り組み等について（地方公共団体・中小企業団体中央会）
   （４）その他（質疑応答ほか）

開催日

開催日

開催日



■近畿経済産業局管轄
開催地（府県） 時間 会場 住所

大阪府 10月31日 木 14:00-16:00 梅田センタービル　１６階 「Ｈ会議室」 大阪市北区中崎西２-４-１２
京都府 10月29日 火 14:00-16:00 京都経済センター　「会議室６－Ｂ」 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８
滋賀県 9月27日 金 14:00-16:00 ピアザ淡海　３階 「３０５会議室」 大津市におの浜１-１-２０
奈良県 9月25日 水 14:00-16:00 奈良春日野国際フォーラム　別館　２階 「 第６会議室」 奈良市春日野町１０１

和歌山県 10月8日 火 14:00-16:00 和歌山県民交流プラザ　和歌山ビッグ愛　「会議室８０１」 和歌山市手平２-１-２
兵庫県 9月26日 木 14:00-16:00 兵庫県民会館　１０階 「福の間」 神戸市中央区下山手通４－１６－３
福井県 9月30日 月 14:00-16:00 福井市地域交流プラザ　アオッサ　「研修室６０７」 福井市手寄１－４－１　　　

■中国経済産業局管轄
開催地（県） 時間 会場 住所

岡山県 10月15日 火 14:00-16:00 岡山県庁分庁舎　５階 「５０１会議室」 岡山市中区古京町１－７－３６
広島県 10月17日 木 14:00-16:00 広島合同庁舎　２号館　２階 「第１会議室」 広島市中区上八丁堀６-３０
山口県 10月16日 水 14:00-16:00 山口県政資料館　「第１会議室」 山口市滝町１-１
島根県 10月8日 火 14:00-16:00 島根県庁　会議棟 　「第２会議室」 松江市殿町１
鳥取県 10月7日 月 14:00-16:00 鳥取県庁　議会棟　3階 「第１２会議室」 鳥取市東町１-２２０

■四国経済産業局管轄
開催地（県） 時間 会場 住所

徳島県 10月24日 木 14:00-16:00 徳島ワシントンホテルプラザ　２階 「紅梅」 徳島市大道１丁目６１－１

香川県 10月28日 月 14:00-16:00 四国経済産業局　６階 「６０７会議室」 高松市サンポート３-３３　合同庁舎北館

愛媛県 10月29日 火 14:00-16:00 東京第一ホテル松山　１１階 「スカイブリリアン」 松山市南堀端町６－１６

高知県 10月25日 金 14:00-16:00 高知城ホール　２階 「中会議室」 高知市丸ノ内２丁目１－１０

■九州経済産業局管轄
開催地（県） 時間 会場 住所

福岡県 10月21日 月 14:00-16:00 福岡県吉塚合同庁舎　６階 「６０３A会議室」 福岡市博多区吉塚本町１３-５０

佐賀県 10月15日 火 14:00-16:00 佐賀県庁　新館　１１階 「大会議室」 佐賀市城内１-１-５９

長崎県 10月29日 火 14:00-16:00 長崎県庁　本館　３階 「３０７会議室」 長崎市尾上町３－１

熊本県 10月28日 月 14:00-16:00 熊本県庁　本館　８階 「８０１会議室」 熊本市中央区水前寺６-１８-１

大分県 10月11日 金 14:00-16:00 土地改良会館　「大会議室」 大分市城崎町２丁目２番２５号

宮﨑県 10月23日 水 14:00-16:00 宮崎県庁　９号館　３階 「９３３会議室」 宮崎市橘通東２-１０-１

鹿児島県 10月24日 木 14:30-16:30 鹿児島県庁　本館　６階 「大会議室」 鹿児島市鴨池新町１０-１

■沖縄総合事務局経済産業部管轄
開催地（県） 時間 会場 住所

沖縄県 9月30日 月 14:00-16:00 沖縄産業支援センター　１階「ホール」 那覇市字小禄１８３１番地１

※各会場、2時間程度を予定しています（終了時間につきましては多少前後する場合があります。）。

開催日

開催日

開催日

開催日

開催日



（別添） 
 

令和元年度官公需確保対策地方推進協議会出席申込書 

  申し込み先 
 

官公需対策地方推進協議会事務局 
FAX ０５０－３６０６－３４３５ 

 
・必要事項を記載の上、各都道府県等開催日の５営業日前までにお申し込みください。 
 
・下記にご記入の上、上記 FAX 宛てお申込みください。（送付状は不要です） 
 

○参加を希望する協議会の都道府県等・開催日をご記載くださ い 

都道府県等 開催日 

 
 

 
 

 

○所属機関（該当する箇所に○印をご記入ください。） 
①国等 （省庁、 独立行政法人、 国立大学法人等）  ②地方公共団体 
③中小企業支援機関  ④事業協同組合等      ⑤その他（        ） 

○所属・役職・氏名 
 

所属機関名  

 
 部署名 役職名 氏名 

１    

２    

３    
 

○連絡先 
 

Ｔ Ｅ Ｌ：                         Ｆ Ａ Ｘ： 

 
※当日は受付において名刺を頂戴いたしますので、名刺をご持参ください。 
※ご来場の際は公共の交通機関をご利用ください。 
※ご提供いただいた情報は、他の目的では一切使用いたしません。  
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