令和３年５月２５日 山口県土木施工管理技士会

令和３年度ＣＰＤＳ指定技術講習会 実施要領
山口県土木施工管理技士会主催のＣＰＤＳ認定「指定技術講習会｣の各コースを次により実施すること
とし、受付を開始します。なお、受講者を事務局で選定する場合があります。また、コロナウイルス感染
拡大防止のための留意事項等につきましては、各受講者所属会社宛にＦＡＸします。
１ 講習会実施計画
別紙｢令和３年度ＣＰＤＳ指定技術講習会｣実施計画表のとおり(６コース全７回)
２ 受講申込
・ 各コース共、別紙の受講申込書によりＦＡＸで申し込むこととします。
受講申込書１枚に５名分記載可能です
・ 受講希望者が多数予測される為、申込受付開始以降１ヶ月間は、次表の①賛助会員企業の正会員
②正会員、③賛助会員企業の非会員を優先します。
その後の非会員の受付は、県内在住者或いは県内勤務者とします。
・ 受講申込みは、お一人２コースまで可としますが、希望者多数の為極力お一人１コースでお願いし
ます。
別途受付の特別技術講習会等の受講をご検討下さい。(講習会全体計画は、お知らせのとおりです)
・ 申込は開催日２週間前までとし、定員になり次第締切ります。
３ 受講料
①
②
③
④

区
分
賛助会員企業の正会員
正
会
員
賛助会員企業の非会員
非
会
員

受 講 料
２，０００円
３，０００円
３，５００円
５，０００円

４ 必要テキストとテキスト代
・ 全国技士会連合会の指定技術講習用テキストを基本使用する講習会です。
・ テキストⅠ、Ⅱ、Ⅲは平成２８年度以降に改訂されています。改訂版を購入されている場合は、講
習当日それをお持ち下さい。（テキストⅠはR2、ⅡはH30、ⅢはH28に改訂）
会社等で共有し持ち回られて結構ですが、受講者一人一人が受講当日テキストをお持ちになれるよ
うにして下さい。
・ お持ちでない方は必ず受講申し込み時に、ご購入をお願いします。
・ 各コースに必要なテキスト(講習会計画表を参照)
講習コース
使用テキスト
基本講習Ａコース
テキストⅡ
基本講習Ｂコース
テキストⅠ･Ⅱ
基本講習Ｃ・Ｄコース テキストⅠ
専門講習Ａ・Ｂコース テキストⅢ
・ テキスト代
種
類
価
格
購入されたテキストは当日受付で
テキストⅠ
２，１３０円
お渡しします
テキストⅡ
１，９３０円
テキストⅢ
１，７３０円
・ 別紙の計画表に記載しているとおり、講師作成資料も活用し講習を進めます。
５ 受講料及びテキスト代の納付
・ 受講受付者には｢受講受付確認票｣を所属会社宛ＦＡＸ送信します。
・ ｢受講受付確認票｣には受講料及びテキスト代金が記載してありますので、講習日の１０日前までに
指定金融機関に振り込んで下さい。(振込手数料はご負担下さい。)
・ なお、講習準備や事務の都合上、受講料等の振込後の受講キャンセルに伴う返金は行いませんので、
ご留意下さい。
６ 受講票等
・ 受講料等の振込後、講習日の１～２週間前を目途に｢受講票｣をＦＡＸ送信します。当日、必ずお持
ち下さい。
・ 本人確認を行いますので、ＣＰＤＳ技術者証、運転免許証、監理技術者資格者証等を提示下さい。
７ 学習単位(ユニット)(全国技士会連合会２０２１年度版ガイドライン参照)
当講習会(形態ｺｰﾄﾞ103講習)及び監理技術者講習(形態ｺｰﾄﾞ106講習)は、６時間講習で１２ユニット
で登録されますが、年間取得の上限は１２ユニットですので、履歴証明発行時に２つ目以降は６ユニ
ットとなります。
問合せ先
山口県土木施工管理技士会事務局(中西・重廣)
TEL：083-922-2633 FAX：083-923-7101 E-mail：y-gishikai.35@yamaken.or.jp

令和３年度技術講習会実施計画表
山口県土木施工管理技士会本部
・指定技術講習会はお一人２コースまで受講可ですが、受講希望が多いため、極力お一人１コースの受講を
お願いします。また、基本となるテキストによる講習ですので、毎年同様の内容となります。極力異なる
コースを受講下さい。なお、コロナウイルス感染の収束状況により、延期または中止の可能性がありま
す。

１．ＣＰＤＳ指定技術講習会(基本講習)
(1)(2) 基本講習Ａコース ６ﾕﾆｯﾄ(12ﾕﾆｯﾄ) (定員150名)
開催日：令和３年 ７月２１日(水)
・第１回
場所：山口県セミナーパーク講堂
開催日：令和３年 ８月 ３日(火)
・第２回
場所：山口県セミナーパーク講堂
時間割
時間
教 科 目
使用ﾃｷｽﾄ
講師予定者
森山泰人(国交省山口河川国道事務所 副所長)
9:30～11:30 2.0 最近の施策・話題(国)
11:30～12:30
休憩
CPDSⅡ
米原圭太郎(山口県土木建築部技術管理課 課長)
12:30～14:10 1.7 最近の施策・話題(県)
嶋本勝之(山口県土木建築部技術管理課 検査監)
14:20～16:00 1.7 工事検査
※

第１回・第２回は同じ講習故、どちらか一方のみ受講可です。同じ講習を受講してもユニットの登録はできません。

(3) 基本講習Ｂコース ６ﾕﾆｯﾄ(12ﾕﾆｯﾄ) (定員150名)
開催日：令和３年 ８月１９日(木)
時間割
時間
教 科 目
使用ﾃｷｽﾄ
9:30～11:30 2.0 工事関係法令
11:30～12:30
休憩
CPDSⅠ
CPDSⅡ
12:30～14:10 1.7 工程管理
14:20～16:00 1.7 原価管理
(4) 基本講習Ｃコース ６ﾕﾆｯﾄ(12ﾕﾆｯﾄ) (定員150名)
開催日：令和３年 ８月３１日(火)
時間割
時間
教 科 目
使用ﾃｷｽﾄ
9:30～11:30 2.0 総論・施工計画
11:30～12:30
休憩
CPDSⅠ
12:30～14:10 1.7 新技術・新工法
14:20～16:00 1.7 環境管理
(5) 基本講習Ｄコース ６ﾕﾆｯﾄ(12ﾕﾆｯﾄ) (定員150名)
開催日：令和３年 ９月３０日(木)
時間割
時間
教 科 目
使用ﾃｷｽﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ品質確保
9:30～11:30 2.0
品質管理
11:30～12:30
休憩
CPDSⅠ
道路工事等に伴う交通
12:30～13:50 1.3
安全対策
14:00～16:00 2.0 安全衛生管理

場所：山口県セミナーパーク講堂
講師予定者
市原 充之(㈱高須組 取締役社長)
緒方
鉄賀

正則(㈱川畑建設 取締役技術部長）
博己(㈱技工団 理事 技術部長)

場所：山口県セミナーパーク講堂
講師予定者
本山 司(洋林建設㈱ 理事 営業担当部長)
嶋崎 寛(国交省中国技術事務所 技術情報管理官)
竹之内智(山口県土木建築部技術管理課 主査)

場所：山口県セミナーパーク講堂
講師予定者
宮﨑浩司((一財)山口県建設技術センター技術課 課長)
中村充裕((一財)山口県建設技術センター研修課 主任)
島寿直樹
(山口県警察本部交通部交通規制課 規制企画第１係長)
福田憲史(井森工業㈱ 総務部 安全環境課 次長)

２．ＣＰＤＳ指定技術講習会(専門講習)
(6) 専門講習Ａコース ６ﾕﾆｯﾄ(12ﾕﾆｯﾄ) (定員150名)
開催日：令和３年 ９月 ８日(水)
場所：山口県セミナーパーク講堂
時間割
時間
教 科 目
使用ﾃｷｽﾄ
講師予定者
津田秀典(常盤地下工業㈱ 技術部 次長)
9:00～11:30 2.5 土工
CPDSⅢ
11:30～12:30
休憩
二宮 純(西日本高速道路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ中国㈱山口支店長)
12:30～15:30 3.0 コンクリート工
(7) 専門講習Ｂコース ６ﾕﾆｯﾄ(12ﾕﾆｯﾄ) (定員150名)
開催日：令和３年１０月１９日(火)
場所：山口県セミナーパーク講堂
時間割
時間
教 科 目
使用ﾃｷｽﾄ
講師予定者
後藤勝広((公社)日本測量協会中国支部 技術ｾﾝﾀｰ長)
9:00～11:30 2.5 測量
CPDSⅢ
11:30～12:30
休憩
佐々木徹(㈱大林組生産技術本部 上級主席技師)
12:30～15:30 3.0 基礎工

