
 
令 和 ２ 年 ７ 月 １ 日 

九 州 地 方 整 備 局 
 

 

令和２年度「新技術・新工法説明会」技術募集のお知らせ 

 
新技術・新工法説明会は社会資本整備に寄与する新技術・新工法を知ってい

ただくことにより、公共工事での新技術の活用促進を図るとともに、新たな技

術開発を促進することを目的として実施します。 

この説明会開催にあたり、プレゼンテーションを実施する技術を募集いたし

ます。 

 

説明会概要 

 ・名 称：令和２年度「新技術・新工法説明会」 

 ・主催者：九州地方整備局 

 ・開催日：令和２年１０月～１２月    （別紙「開催会場一覧表」参照） 

 ・場 所：九州７県の主要都市      （別紙「開催会場一覧表」参照） 

 ・内 容：・新技術情報提供システム（NETIS）の活用状況等の説明 

・NETIS 登録技術のプレゼンテーション 

 

技術募集要領等 

・募 集 期 間：令和 2年 7月 1日（水）～7月 22 日（水） 

・募 集 技 術：令和 2年 7月 1日現在での NETIS 登録技術 

・募集技術数：各会場ともプレゼンテーション技術：20 技術程度 

・応 募 詳 細：「プレゼンテーション技術募集要領」を参照願います 

       ※次のアドレスよりダウンロード下さい 
    （http://www.qsr.mlit.go.jp/shingijyutu/session/index.htm） 

 
※留意事項 
・開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から予防対策を講じたうえで、 
開催いたします。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、例年行っているブーススペースは設置し 
ません。 

・来場発表ができない場合を考慮し、動画等（録画）による発表の応募も可能です。（会場の 
都合上、オンライン会議システムを活用したリアルタイムの発表は実施できません。） 

 

 
     

九州地方整備局 TEL：092-471-6331（代表） 

   企画部 機械施工管理官          寺下 進一  （内線 3132） 

   企画部 施工企画課 課長補佐       田畑 浩規  （内線 3453） 

港湾空港部 海洋環境・技術課 課長補佐  鴨打 浩一  （内線 62443） 

   九州地方整備局 九州技術事務所 TEL：0942-32-8245（代表） 

   技術開発対策官              坂口 誠   （内線 302） 

   九州地方整備局 下関港湾空港技術調査事務所 TEL：083-224-4130（代表） 

技術開発課 課長             平原 俊明  （内線 6950） 

お問い合わせ 



別紙

令和２年度　「新技術・新工法説明会」

ブロック 開催地
説明会
実施日

会場名 住所 開催会場 備考

福岡 福岡市 10月2日（金） 福岡県自治会館 福岡市博多区千代4丁目1番27号 2F　【大会議室】

熊本 熊本市 10月12日（月）
くまもと県民交流館

パレア
熊本市中央区手取本町8番9号
テトリアくまもとビル

10F　【パレアホール】

大分 別府市 10月29日（木）
別府国際コンベンション

センター
B-CON PLAZA

別府市山の手町12番1号 3F　【国際会議室】

長崎 長崎市 11月10日（火） 長崎ブリックホール 長崎市茂里町2-38 3F　【国際会議場】

鹿児島 鹿児島市 11月19日（木） かごしま県民交流センター 鹿児島市山下町14-50 西棟2F　【大ホール】

佐賀 佐賀市 12月2日（水） 佐賀市文化会館 佐賀市日の出1丁目21-10 1F　【イベントホール】

宮崎 宮崎市 12月9日（水） 宮崎市民文化ホール 宮崎市花山手東3丁目25-3 1F　【イベントホール】

開催会場一覧表



令和 2 年度「新技術・新工法説明会」 

プレゼンテーション技術募集要領 

※開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から予防対策を講じたうえで、開催いた
します。
今後の状況・情勢の変化に伴う対応・開催中止などについては、決定次第、お知らせいたします。

募集期間

【募 集 期 間】令和 2 年 7月 1日（水）14 時 00 分～7月 22 日（水）17 時 00 分 

【募 集 技 術】令和 2 年 7月 1日現在での NETIS 登録技術 

【募集技術数】各会場ともプレゼンテーション技術：20 技術程度 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、例年行っているブーススペースは設置いたしません。 

【説明会に関する問合せ先】 

九州地方整備局 企画部 施工企画課 課長補佐 田畑 浩規（内線 3153） 

港湾空港部 海洋環境・技術課 課長補佐 鴨打 浩一（内線 62443） 

TEL：092-471-6331（代表）（休日等を除く 9時 30 分～17 時まで） 

九州地方整備局 九州技術事務所 技術開発対策官 坂口 誠 （内線 302） 

TEL：0942-32-8245（代表）（休日等を除く 9時 30 分～17 時まで） 

応募方法

① 応募は所定の申込用紙を九州地方整備局のホームページよりダウンロードしていただき、必要事項を

記入のうえ、応募願います。

（九州地方整備局ホームページ → http://www.qsr.mlit.go.jp/shingijyutu/session/index.htm）

② 応募は、技術毎に必要事項をご記入のうえ、令和 2 年 7 月 22 日（水）17 時までに、③申込み先に送

信（メール）願います。 （記入方法については③の申込み先に問合せ下さい）

③ 申込み先・募集に関する問合せ先

一般社団法人 九州建設技術管理協会 久留米業務室 担当：手嶋（テシマ） 

TEL：0942-46-3232 （休日等を除く 9時 30 分～17 時まで） 

E-mail:shingijutsu@kyugikyo.or.jp

応募条件

① 応募できる技術は、令和 2 年 7月 1日現在での NETIS 登録技術とします。

なお、NETIS 登録申請中の技術は選定の対象としませんので、予めご了承ください。

② １企業で複数技術の応募が可能です。それぞれの技術毎に申込み用紙を提出して下さい。但し、複

数技術とも選定された場合、別々の会場となる場合があります。

③ 希望会場は、必ず第３希望までご記載下さい。 

 応募の選定

プレゼンテーション技術は、聴講希望調査等を実施しその結果も考慮し選定しますのでご了承下さい。 

選定にあたっては、九州で登録され、九州に本店がある企業の技術及び事後評価未実施技術（NETIS 番

号末尾「-A」）を優先する場合があります。また、応募多数の場合、あるいは１企業で複数技術を応募さ

れた場合には、ご希望に添えない場合がありますので予めご了承下さい。 

なお、選定の結果は、令和 2年 8月下旬を目途にお知らせします。 



 応募に当たっての留意事項 

《全般について》 

◆ 選定された企業の参加費用の負担はありません。但し、プレゼンテーションの作成及び別途主催者

が求める「技術概要資料」の作成に要する費用等は、出展者のご負担になります。

「技術概要資料」とは当該技術の概要等を A4 サイズ 2 枚にまとめた資料を指し、出展者にデータの

作成をお願いします。

データは主催者側で取りまとめ・印刷を行い、聴講者への配布資料とします。

提出いただいたデータは開催後、HP に掲載します。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、例年行っているブーススペースは設置いたしません。 

《プレゼンテーションについて》 

◆ プレゼンテーションの時間は、１技術 10 分程度を予定しております。

（プレゼンテーションの時間等は、結果通知とともにお知らせします。）

◆ プレゼンテーション用のデータ、「技術概要資料」のデータの提出方法等の詳細は改めてご連絡します。 

※プレゼンテーションの「動画等（録画）による発表」について

◆ 新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みから、来場発表ができない場合を考慮し、「動画等（録

画）による発表」も募集します。

◆ 会場の都合上、オンライン会議システムを活用したリアルタイムの発表は実施できません。

◆ 動画等（録画）の作成等について詳細は改めてご連絡します。

【動画での発表例】 



               参 考 

令和２年度「新技術・新工法説明会」概要 

 

 

【主催者】 

  国土交通省 九州地方整備局 

 

  

【説明会の概要】 

 目 的 

 本説明会は、社会資本整備に寄与する新技術・新工法を知っていただくことにより公共工事

での新技術の活用促進を図るとともに、新たな技術開発を促進することを目的として実施する。 

 聴講対象者 

・国土交通省職員、地方自治体職員、建設コンサルタント社員・建設業社員等 

・CPDのプログラム認定を予定 

（（一般社団法人）建設コンサルタンツ協会、（一般社団法人）全国土木施工管理技士会連合会） 

 聴講者の募集人数 

聴講者は、各会場 100名程度を予定。 （8月下旬に募集予定）（聴講料は無料） 

（聴講申込みは、プログラム決定後に九州地方整備局ホームページで案内） 

 本説明会の内容 

・NETIS 技術の活用状況、i-Constructionの取り組み状況の説明 ［九州地方整備局］ 

・NETIS 登録技術のプレゼンテーション ［新技術開発者］ 

 

 

【開催日・会場】 

福岡ブロック ： 10月 2日（金） 福岡県自治会館 

熊本ブロック ： 10月 12日（月） くまもと県民交流館パレア 

大分ブロック ： 10月 29日（木） 別府国際コンベンションセンター B-CON PLAZA 

長崎ブロック ： 11月 10日（火） 長崎ブリックホール 

鹿児島ブロック： 11月 19日（木） かごしま県民交流センター 

佐賀ブロック ： 12月 2日（水）  佐賀市文化会館 

宮崎ブロック ： 12月 9日（水） 宮崎市民文化ホール 

詳細は別紙、「開催会場一覧表」を参照して下さい。 

 



全角

半角

全角

全角

全角

全角（フリガナ）

全角（フリガナ）

半角

全角

半角

半角

第1希望 第2希望 第3希望
※第1希望～第3希望で同一
会場の記載はご遠慮くださ
い。

福岡 佐賀 どの会場でも可

ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝより項目を選択

全角

※新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、例年行っているブーススペースは設置しません。

※必ず出展する技術ごとにご記入ください（1技術1枚）。

※例年、電話番号、E-mailアドレスの誤記が見られます。正確にご記入ください。

※メール送信後、1週間を目途とし、受領の返信がない場合は、再度お送りいただくか問い合わせをお願いします。

　　一般社団法人　九州建設技術管理協会　久留米業務室　　

令和２年度「新技術・新工法説明会」

「プレゼンテーション」技術出展申込用紙

新
技
術
情
報

新技術名 ●●工法

NETIS登録番号 QS-××××××-A

副題 ○○する技術

技術概要 ○○により、○○が向上する技術である。

会
社
情
報

会社名 株式会社　■■■

担当者名 九州　太郎
キュウシュウ　タロウ

プレゼン予定者名 福岡　二郎
フクオカ　ジロウ

郵便番号 〒123-4567

住所 福岡県福岡市博多区1-15

TEL 092-×××-××××

E-mail kyuusyu＠fukuoka.or.jp

E-mail：shingijutsu@kyugikyo.or.jp

九地整ホームページ

備考：
その他ご意見等

【送付先】

来　場

説
明
会
希
望
会
場

希望順位

動画等による発表

募集情報の入手先

必要事項をご記入の上、エクセルを下記アドレスまで送付してください。

ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝより県名等を選択

※来場か動画等のどちらか
で記入をしてください。

記入例



全角

半角

全角

全角

全角

全角（フリガナ）

全角（フリガナ）

半角

全角

半角

半角

第1希望 第2希望 第3希望
※第1希望～第3希望で同一
会場の記載はご遠慮くださ
い。

ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝより項目を選択

全角

※新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、例年行っているブーススペースは設置しません。

※必ず出展する技術ごとにご記入ください（1技術1枚）。

※例年、電話番号、E-mailアドレスの誤記が見られます。正確にご記入ください。

※メール送信後、1週間を目途とし、受領の返信がない場合は、再度お送りいただくか問い合わせをお願いします。

　　一般社団法人　九州建設技術管理協会　久留米業務室　　

必要事項をご記入の上、エクセルを下記アドレスまで送付してください。

【送付先】

E-mail

希望順位

募集情報の入手先

説
明
会
希
望
会
場

ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝより県名等を選択

※来場か動画等のどちらか
で記入をしてください。

副題

郵便番号

プレゼン予定者名

動画等による発表

TEL

技術概要

新
技
術
情
報

NETIS登録番号

会社名

担当者名

住所

E-mail：shingijutsu@kyugikyo.or.jp

令和２年度「新技術・新工法説明会」

「プレゼンテーション」技術出展申込用紙

会
社
情
報

新技術名

備考：
その他ご意見等

来　場
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