
緊急事態宣言の延長に伴う
『i-Construction技術講習会』

延期のお知らせ

•福岡県に出されていた緊急事態宣言が
9月30日まで延長されることになりま
した。

•そのため本講習会につきましても延期
することといたしました。

•既にお申込みいただいた皆様には、深く
お詫び申し上げます。

•次回の開催については現在調整中でご
ざいますが、開催が決まりましたら再度
ご案内させていただきます。

•新型コロナウイルス感染症の状況次第
では、今年度の開催は中止させていた
だく場合もございます。

•何卒ご理解とご了承賜りますようお願
いいたします。



令 和 ３ 年 ９ ⽉ １ ⽇ （ ⽔ ）
(⼀社)⽇本道路建設業協会
国⼟交通省九州地⽅整備局
九 州 技 術 事 務 所

i-Construction技術講習会を開催します。
i-Constructionへの取り組みとＩＣＴ舗装⼯（測量・出来形管理）の習得を⽬的に

官民の土木関係技術者を対象に、ICT舗装工に関わるi-Construction技術講習会を
開催します。

開催日時：令和 ３年９月２２日(水) １３：００～１７：００
開催場所：九州技術事務所

福岡県久留米市高野１丁目３番１号
主 催：一般社団法人 日本道路建設業協会

：国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所
協力団体：一般社団法人 日本測量機器工業会

【講習内容】
○九州地方整備局のi－Constructionの取り組み

○舗装のICT施工技術

○地上型レーザースキャナ(TLS)を使った測量と出来形管理
・ 施工計画から電子納品に至るプロセス等の説明
・ TLSによる出来形計測(3機種)
・ ICT舗装工のソフトウェア構成とその流れ及び実例の解説
・ レジストレーション、TLSの精度確認結果の解説
・ 3次元点群データの処理、3次元出来形の施工管理と3次元データ

の納品
・ i-Con FAQ解説

※i-Construction技術講習会への参加は、無料ですが、事前の申込が必要です。
※申込方法は、参加申込書に記入のうえ、下記申込先に送付願います。

問い合わせ先

➀講習会について
⼀般社団法⼈ ⽇本道路建設業協会 i-Pavement推進本部【電話︓03-3537-3056】
事務局 松⽥、加藤

②講習会場について
国⼟交通省 九州地⽅整備局 九州技術事務所【電話︓092-32-8245】
維持管理技術課⻑ ⼤宅

申込先

⼀般社団法⼈ ⽇本道路建設業協会 九州⽀部
【電話︓092-432-7731 FAX︓092-432-7732】 担当 森⼭

もりやま

まつだ かとう

おおや

定員になりましたので受付を終了しました。



対象者

参加費 無料

申込方法
参加をご希望の方は、参加申込書を日本道路建設業協会
九州支部担当（森山）に送付してください。(FAX)

お問い合せ先：
（一社）日本道路建設業協会
i-Pavement推進本部
事務局 松田、加藤

ＴＥＬ ０３-３５３７-３０５６

土木関係技術者

日時：令和３年９月２２日（水）
13:00～17:00（受付12:30～）

会場：九州技術事務所

定員： １５名（定員になり次第〆切ります）

（福岡県久留米市高野１－３－１）

一般社団法人日本道路建設業協会及び九州地方整備局では、技術者に向
けた建設技術の情報提供を実施しております。その一環として、技術者育成の
ための「 i-Construction技術講習会」を昨年に引き続き開催します。

平成28年度にiｰConstructionにおけるICT施工が土工に導入され、翌29年度に
は舗装工に導入が拡げられ、ICT舗装として直轄工事で実施されています。

本講習会では、i-Construction全般とICT舗装工の施工技術全般、TLS(地上型
レーザースキャナ)の測量と出来形管理について学習する事を目的としております。

技術力向上等の機会として、ご参加下さいますようご案内申し上げます。

交通のご案内

この講習会は、ＣＰＤＳプログラム
（4unit）に認定されております。

申込期限 定員になり次第〆切ります

（TLSによる出来計測のイメージ） （実習の様子〔R2.11〕）

○電⾞︓⻄鉄⼤牟⽥線「宮の陣駅」から徒歩約７分
○バス︓バス停「久留⽶⼤橋」から徒歩約１分

（JR久留⽶〜⿃栖駅間を運⾏、運⾏番号10）
○タクシー︓ＪＲ「久留⽶駅」から約８分
○駐⾞場の駐⾞台数に限りがありますので、なるべく

公共交通機関をご利⽤下さい

注意事項
１．別添の「新型コロナウイルス感染症への対応について
技術講習会を受講される方へのお願いと注意」に示す内容
に従って受講してください。
２． 新型コロナウイルス感染症予防対策のため開催を中止
させて頂場合がございます。その場合は事前に連絡させて
頂きますので、あらかじめご了承ください。



i-Construction技術講習会プログラム

１２：３０～１３：００
○ 受付（12:50～事前説明）

１３：００～１３：０５
○ 挨拶

（九州技術事務所 事務所長 小串 俊幸）

１３：０５～１３：２５ 【座学】
○ 九州地方整備局のi-Constructionの取り組み

（九州地方整備局 企画部 技術管理課 課長補佐 山本 恭裕）

１３：２５～１３：４５ 【座学】
○ 舗装のICT施工技術

（一般社団法人 日本道路建設業協会 技術委員会 委員 大場 拓也）

１３：５５～１７：００
○ 地上型レーザースキャナ(TLS)を使った測量と出来形管理

（一般社団法人 日本測量機器工業会）
① 施工計画から電子納品に至るプロセス等の説明 【座学】

13：5５～14：３５
－ 移 動 － 14：３５～14：４０

② TLSによる出来計測(3機種) 【実習】 14：４０～15：2５
－ 移 動 － 15：2５～15：３０

③ ICT舗装工のソフトウェア構成とその流れ及び実例の解説 【座学】
15：３０～16：1５

④ レジストレーション、TLSの精度確認結果の解説 【座学】
16：1５～16：３０

⑤ 3次元点群データの処理、3次元出来形の施工管理と
3次元データの納品 【座学】

16：３０～16：4５
⑥ i-Con FAQ解説 16：４５～1７：００

１７：００～
○ 閉会・アンケート回収

※ 講習時間に多少の変更がある場合もあります。
※ 座学は九州技術事務所研修所２Ｆ視聴覚室で行います。



i-Construction 技術講習会の参加申込み⽤紙

会社名 ︓ 申込担当者 :
連絡先(TEL):

⽒名 配属先
講習会当⽇の
連絡先（TEL) CPDS 番号

■申込先
（⼀社）⽇本道路建設業協会 九州⽀部 事務局 森⼭
FAX : 092-432-7732

申込月日：令和３年 月 日

参加者情報

（注︓記載の個⼈情報は、本講習会への参加申込にのみ使⽤します。）



令和 3 年度 i-Construction 技術講習会
新型コロナウイルス感染症への対応について

技術講習を受講される方へのお願いと注意

1.来場前の健康等確認のお願い
開催1週間前から検温を行い、結果を別紙様式に取りまとめて来所時に受付に提出して下さ

い。なお、下記に該当する場合は、来場を見合わせて下さい。
①37.5℃以上の発熱あるいは平熱と比べて1℃以上高い場合
②咳、咽頭痛等の症状がある場合
③過去 2 週間以内に感染が引き続き拡大している国や地域への訪問歴がある場合
④上記②のような者との濃厚接触がある場合
⑤過去 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性と診断された者との濃厚接触がある場合
⑥過去 2 週間以内に同居している者に感染が疑われた場合
⑦高齢者や基礎疾患がある方で、人混みが危険と判断される場合

2.当日の体調確認と体調不良時のお願い
(1)当日の朝、発熱等体調がすぐれない場合は、受講をお控え下さい。
(2)受講中に咳を繰り返すなどの体調不良が見られた場合には、受講中止のお願いをさせて
いただくことがあります。
(3)当日、講習会場の入口において、すべての受講者について非接触型体温計による検温を
実施します。
(4)発熱等が認められた場合には受講をお断りしますが、感染拡大防止のために必要な措置
ですので、ご理解とご協力をお願いします。

3.入退場時の混雑を避けるためのお願い
入場時(受付時)に行列ができる場合には、離隔距離をとって整列の上、入場(受付)をお願い
します。また、退場時は係員の指示に従い、順次の退場にご協力をお願いします。

4.会場内での講習前後、休憩時における注意事項
(1)着席時および着席時以外においても、受講者同士の離隔距離を保って下さい。
(2)講習前後、休憩時における、対面での会話や飲食等、受講者同士の接触を控えて下さい。
(3)トイレが混雑した場合、最低 1m(できるだけ 2m を目安に)の間隔をあけて整列して下さい。
(4)配布ならびに持ち込んだペットボトル飲料などは，必ずご自身でお持ち帰りください。
(5)講義終了後の講師への対面でのご質問はお避け下さい。
(6)ご質問などがある場合は，後日，事務局までお問い合わせください。
(7)感染予防のため、講習会場では、マスク着用および手洗い・手指の消毒をお願いします。

また、実習時にはビニール手袋を着用するとともに、熱中予防対策も兼ねて必ず日傘をさし
て離間距離を保つようにして下さい。
(8)講習会場は、換気のため、適宜窓やドアなどを開けますので、室温の高低に対応できるよう
服装には注意して下さい。

5.その他
感染症防止対策の徹底に関し、本留意事項に記載した事項を守っていただけない場合や、
当日講習会場での係員の指示に従わない場合等には、受講をお断りすることがあります。
感染防止の必要に応じて、氏名、勤務先等が保健所等の公的機関へ提供され得ることをあ

 らかじめご了承下さい。
　厚生労働省がリリースしている、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした接触確認
アプリ（ＣＯＣＯＡ）のスマートフォンへのインストールをお願いします。

資料-2

廣藤典弘
スタンプ



i-Construction 技術講習会 検温結果報告シート

■開催概要
開催⽉⽇
開催場所

令和3年9月22日水曜日

国⼟交通省 九州地⽅整備局 九州技術事務所

■報告内容
会社名
会社所在地 〒
所属
連絡先（TEL)
受講者⽒名

⽇付 曜⽇

水

9月17日
木
金
土
日
月
火

検温結果

体温

9月18日
9月19日
9月20日
9月21日
9月22日

9月16日
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