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協会の設 立と目的

Establishment and purposes of OCAJI

海 外建 設 協会 は 、わが 国を 代 表する建 設 企 業などを 会員として 、
わが国建 設 業の海外活動の発展と国際協力の推 進を支 援する一 般 社団法 人です 。
わが 国 建 設 企 業 の 海 外 事 業 展 開に対 する支 援 や 建 設 業を 通じた国 際 貢 献の 推 進 、
諸 外 国との国 際 交 流 および協 調 の 促 進を目的とした事 業を行っています 。
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The Overseas Construction Association of Japan, Inc. (OCAJI) is composed of leading
construction companies in Japan, and provides support in the development of overseas
activities by Japanese construction companies and the promotion of international
cooperation as a representative incorporated association. The Association aims to support
Japanese construction companies in implementing overseas projects, making international
contributions through the construction industry’s activities, and promoting international
exchange and cooperation with other countries.
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事業案 内

OCAJI Projects

建設企業の海外ビジネス環境整備（政府・関連機関等と連携した活動）

情報収集・提供サービス

Improvement of overseas business environment for construction companies (Activities performed in cooperation with the national government and related organizations)

Collection and provision of information

政府、関係機関等との
情 報 交 換・共 有化 等
を通じ連携を強化する
ことにより、建設分野
における諸外国との交
流 の 促 進、わ が 国 建
設 企 業の海 外におけ
る事業の円滑な推 進

OCAJI has been improving the overseas business
environment for construction companies by
promoting exchanges with other countries in the
construction ﬁeld and helping Japanese construction
companies smoothly implement overseas projects in
closer cooperation with the national government and
related organizations through the exchange and
sharing of information.

等を図り、海外ビジネス展開に向けての環境整備を進めています。

海外支部
在外公官
関係省庁
JICA
国際金融機関
情報収集・意見交換

海外建設活動に有益
な情報を、OCAJI海外
会員企業

支 部 のネットワーク、
国内外の関係省庁、関

フィードバック

係 機 関、国 際 金 融 機
関などを通じて収集分
析し、会員及び関係機
関に、メール・機関誌

などによる迅速な提供サービスを行っています。

国際協力・交流を通じた情報収集・分析

海外調査団の派遣・受入

Information gathering and analysis through international interaction

Sending and accepting overseas research teams

建 設 業を通じた世界
各 国との 協力関 係と
相互理 解の増進を図
るため、国際機関や各
国の建 設 業団体など
との交 流を積 極的に
推進しています。各国
からの各種ミッション
などの受入や、在日外国大使館などとの情報・意見交換を行うほか、
16 ヵ国・地域の建設業団体が加盟する「アジア・西太平洋建設業協会
国際連盟（IFAWPCA）
」に日本を代表して参加する等、各国の建設企
業・建設業団体等との交流・連携を通じ、建設分野における情報収集・
分析活動を推進しています。

OCAJI has been actively interacting with international
organizations and construction groups in other
countries in order to promote cooperation and
mutual understanding with those countries through
the construction industry. The Association accepts
missions from other countries and exchanges
information and opinions with foreign embassies in
Japan. OCAJI is a member of the International
Federation of Asian & Western Paciﬁc Contractors’
Associations (IFAWPCA) composed of construction
groups in 16 countries and regions, representing
Japan, and has been exchanging information with
and transmitting information to construction
companies and groups in other countries.

優良な海外プロジェク
トの発掘・形成のため
の調査、新規インフラ
市 場 の 調 査、建 設 業
の海外展開の支 援に
係わる調査、途上国に
対 する 技 術 移 転・産
業協力に資する調 査
及びわが国ODA案件に係わる実態・課題、建設関連諸制度に関する
調査などを行うため、会員、コンサルタント業界、関連団体との連携の
もとに各種調査団を派遣しています。また、海外から各種の視察団・
調査団などの受け入れも行っています。

調査研究活動

セミナー、研修会、講演会の開催（国内・海外）

Research and studies

Holding seminars and training workshops in and outside Japan
海外建 設企業に係る
多 様 なリスクへ の 対
応、新規市場の開拓、
優良案件の発掘形成、
ODA案件の円滑な実
施 などを 促 進 するた
め、契 約 管 理、無 償・
有償資金協力事業等

OCAJI collects information useful for overseas
construction activities through a network of overseas
branch oﬃces, related organizations such as the
domestic and overseas agencies concerned, JICA,
and other related organizations and international
ﬁnancial institutions; and quickly disseminates the
information to its members and numerous
organizations concerned via e-mail and journals.

In order to accelerate the management of diverse
risks aﬀecting the overseas construction business,
development of new markets, discovery and
formation of ﬁrst-rate projects, and smooth
implementation of ODA projects, OCAJI conducts
research and studies mainly by organizing various
research conferences (contract management, grant,
Long-term Loan, Africa, China, India and Middle East).

海外建 設 活動に関す
る知 識の普及および
向上を図るため、海外
建 設に携わる会員や
その他の関係 者に向
け、体系的なカリキュ
ラムに沿って、各界の
有識者や内外の専門

の研究会及びアフリカ、中国、インド、中東等の地域別の研究会などを

家による「月例セミナー」
「海外要員養成講座」
「海外建設工事の契約

中心に、調査研究活動を推進しています。

管理セミナー」
、外国法律事務所と共催の「国際 建 設リーガルセミ

OCAJI sends diverse research teams in cooperation
with its members, consulting industries and related
organizations in order to investigate new discoveries
and form excellent overseas projects, investigate new
infrastructure markets, and conduct investigations
related to support for the construction industry when
expanding overseas, investigations contributing to
technological transfers to and industrial cooperation
with developing countries, and investigations
concerning the facts, issues and construction
institutions related to Japan’s ODA (oﬃcial
development assistance) projects. The Association
also accepts inspection and investigation teams from
other countries.

OCAJI regularly holds monthly seminars, overseas
staﬀ training courses, seminars concerning the
contract management of overseas construction work
and joint seminars with foreign law ﬁrms by
intellectuals in various ﬁelds and Japanese and
foreign experts based on systematic curricula in
order to spread and advance knowledge about
overseas construction activities. The Association also
holds seminars in its overseas branch oﬃces under
pragmatic and practical themes for its members and
the staﬀ of related businesses working overseas.

ナー」などを定期的に開催しています。また、海外で勤務する会員及び
関係企業の職員を対象に、実務的、実践的なテーマによるセミナーを
海外支部においても開催しています。
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組 織概 要

OCAJIをもっと知るには

Outline of organization

More about OCAJI

●名称：一般社団法人 海外建設協会（OCAJI）

●Name：The Overseas Construction Association of Japan, Inc.

●会長：相川 善郎（あいかわ よしろう）

●President：Yoshiro Aikawa

●所在地：〒104-0032東京都中央区八丁堀2-24-2
八丁堀第一生命ビル7F

●Location：7th Fl., Hatchobori Dai-ichi Seimei Bldg.,
24-2 Hatchobori 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-0032, JAPAN

●設立：1955年6月

Website

“OCAJI” ‒ the bulletin of the Association

会報「OCAJI」
、出版物、受注実績データ、会員の海外活動及び

海外建設事業に係わる最新のトピックス・情報を時宜にかなっ

日本建設業の活動などは、ウェブサイトで閲覧可能です。

たテーマ、内容で会報「OCAJI」を編集・発行し、広く配布して

Pamphlets, publications, “OCAJI” ‒ the bulletin of the
Association, and information about overseas contracts
awarded, the activities of overseas members and of the
Japanese construction industry, are all accessible via the
website.

います。

※会員のニーズと時代に即応した協会活動の推進および国際社
会に貢献する海外建設活動の展開に資するため、総務委員会
をはじめ5つの常設委員会と各委員会のもとに設置された研
究会がそれぞれ専門的な視点から機動的に活動しています。

会 長 President
副会長 Vice-President

＊Five standing committees including the General Aﬀairs
Committee, and research committees under the respective
standing committees, work ﬂexibly from a professional
viewpoint to contribute to the promotion of OCAJI
activities to meet the needs of its members and the times,
and for overseas construction activities that contribute to
international society.

専務理事 Chief Executive Director, COO
常務理事 Executive Directors

General Aﬀairs
総務企画部 Department

Overseas Operations
海外事業部 Department

ソウル・北 京・上 海・香
海外支部 Overseas Branch Oﬃces 港・台北・マニラ・ベトナ
ム・バンコク・クアラル
ンプール・シンガポール・ブルネイ・ジャカルタ・プノンペン・ミャンマー・コ
ロンボ・インド・ロンドン・デュッセルドルフ・トルコ・カイロ・ドバイ・ナイロ
ビ・メキシコ・サンパウロ・ロスアンゼルス・バングラデシュ（26支部・2019年10月現在）

Bangkok, Bangladesh, Beijing, Brunei, Cairo, Colombo, Dubai, Düsseldorf, Hong
Kong, India, Jakarta, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Manila,
Mexico, Myanmar, Nairobi, Phnom Penh, San Paulo, Seoul, Shanghai,
Singapore, Taipei, Turkey, Vietnam (26 branch oﬃces; as of October 2019)

常設の委員会

会報「OCAJI」

●Established：June 1955

●組織図 Organization Chart

Standing
Committees

ウェブサイト

総務委員会

General Aﬀairs
Committee

調査研究委員会

Investigation &
Research Committee

人材育成・研修委員会
Training
Committee

国際協力委員会

Internationalcooperation Committee

広報委員会

Public-relations
Committee

The Association edits and publishes the latest timely
topics and information concerning overseas construction
projects.

出版物刊行

受注実績データベース

Publications

Database of overseas contracts awarded

わが国建設業の先進的技術紹介資料、わが国海外建設事業に

わが国建設業の海外受注実績をデータベース化し、会員をはじ

関する資料、海外赴任に関する手引き書等の出版物を刊行して

め関係者への提供サービス等を行っています。

います。

OCAJI maintains a database on the overseas contracts
awarded to Japanese construction companies, and
provides the data to members and other stakeholders.

●海外支部 Overseas Branch Oﬃces

OCAJI issues publications such as materials presenting the
advanced technologies used by the Japanese construction
industry, materials concerning Japan’s overseas
construction projects and guidelines on overseas
assignments.
※26都市に海外支部を置き、現地の政府をはじめ関係機関や建設業団体との連絡や情報交換のため積極的な活動を展開し、会員からの照会に直接応じるなどのサービス活動を
行っています。
＊The branch oﬃces in 26 cities actively communicate and exchange information with the local government, related organizations and construction groups, and provide
services including direct responses to inquiries from members.
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詳しくは www.ocaji.or.jp

OCAJI

検索
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