
平成 25 年 8月○○

令和４年８月２４日 

令和４年度「新技術・新工法説明会」聴講参加者の募集 

 新技術の活用促進を図ることを目的として、九州管内の地方公共団体の職員、建設コンサルタント

および施工者などに対して、新技術活用システム等の説明を行うこととしており、この度、会場毎の

聴講参加者の募集を開始いたします。 

◇開催概要

・名 称：令和４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 4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） 

・参 加 費：無料

・参加対象者：国土交通省職員、地方自治体職員、建設コンサルタントおよび施工者など

・内 容：① 新技術情報提供システム（NETIS）活用状況等の説明 

② 新技術・新工法のプレゼンテーション

◇聴講募集

・本説明会の聴講者を募集いたします。応募期間、応募方法等は「聴講募集要領」によります。

・「聴講募集要領」、「プログラム」、「聴講申込書」等は下記より、ダウンロードしてください。

  （http://www.qsr.mlit.go.jp/shingijyutu/session/index.htm） 

◇その他

・本説明会は、継続教育〔CPD/CPDS〕対象プログラムの認定を受ける予定です。（申請中）

 （一般社団法人）建設コンサルタンツ協会 CPD 

 （一般社団法人）全国土木施工管理技士会連合会 CPDS  

・各会場の募集人数は別紙「開催会場一覧表」をご参照ください。

・応募は基本的には先着順としております。ただし、応募者多数の場合は聴講人数の調整をさせて

いただく場合がございますので、予めご了承ください。

・福岡会場は１社あたり２名までの募集とさせていただきます。

※留意事項
・新型コロナウイルス感染等の状況により、WEB開催や中止となる可能性があります。
・継続教育〔CPD/CPDS〕について、WEB開催に変更となった場合はプログラムの認定は受けられ

ない可能性があります。
・開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守し、予防対策を講

じたうえで、開催いたします。

九州地方整備局 TEL：092-471-6331（代表） 

企画部 情報・施工高度化技術調整官    岩﨑 征弘 （内線 3132） 

企画部 施工企画課 課長補佐   阿久根 祐之 （内線 3452） 

港湾空港部 海洋環境・技術課 課長補佐  近藤 利彦  （内線 62442） 

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    松尾 康成  

お問い合わせ 

http://www.qsr.mlit.go.jp/shingijyutu/session/index.htm


別紙

令和４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
聴講募集人数

(予定)
備考

宮崎 宮崎市 10月05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】 約100名

長崎 長崎市 10月20日（木） 長崎ブリックホール 長崎市茂里町2-38 3F　【国際会議場】 約120名

鹿児島 鹿児島市 10月28日（金） 鹿児島県市町村自治会館 鹿児島市鴨池新町７−４ 4F　【ホール】 約150名

佐賀 佐賀市 11月02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】 約90名

大分 別府市 11月16日（水）
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】 約120名

熊本 熊本市 11月22日（火）
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】 約120名

福岡 福岡市 12月05日（月） 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】 約80名 ※１社あたり２名まで

開催会場一覧表



令和４年度 「新技術・新工法説明会」プログラム 

宮崎県：宮崎市民文化ホール 1F 【イベントホール】 

【開催日時】令和 4年 10月 5日（水） 10時 20分～16時 30分 

■ 挨  拶 

九州地方整備局 

■ 新技術情報提供システム（NETIS）の活用状況等について

九州地方整備局

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１．路面性状調査 メジャーロードカー【QS-190016-VE】 

２．ソーラー式監視カメラシステム（みるかめ君）【QS-200051-A】 

３．ソーラー充電式 LED街路灯「恵みの光」【QS-200021-A】 

４．水位・水質・気象データ等クラウド監視システム「わかるくん」【QS-200050-A】 

５．KTB・圧縮型ショートアンカー工法【KK-220016-A】 

【質疑応答】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

６．土木用摩擦低減材【KK-120044-VE】 

７．ネイレール(根入ブロック)【QS-190055-A】 

８．レジェンドパイプ工法【CB-220014-A】 

９．セミディープウェル工法【SK-190007-A】 

１０．土石流検知アラートシステム【QS-200028-A】 

１１．タケミックスソイル緑化工法(竹繊維植生基材吹付工)【QS-190039-A】 

１２．ウォーターカッター【KK-180012-VR】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１３．スロープセイバー【KT-220070-A】

１４．360°LED ヘッドライト「HALO（ヘイロー）」【KK-200058-A】

１５．JWMシステム（Jet Wave Monitoring System）【KT-220004-A】

１６．景観配慮型特殊堤「シーウォール」【KK-220008-A】

１７．ポリウレア樹脂を用いたコンクリート構造物の機能保持・向上技術

「タフネスコート工法」【QS-210065-A】 

１８．パネル式ユニットシステム吊り足場工法「TOBISLIDE（トビスライド）」【KK-210061-A】 

■ 閉会

※ NETIS登録番号は応募時点



令和４年度 「新技術・新工法説明会」プログラム 

長崎県：長崎ブリックホール 3F 【国際会議場】 

【開催日時】令和 4年 10月 20日（木） 10時 20分～16時 30分 

■ 挨  拶 

九州地方整備局 

■ 新技術情報提供システム（NETIS）の活用状況等について

九州地方整備局

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１．アンカーネット工法【CB-210003-A】 

２．PRMS カラー工法【CG-190005-A】 

３．遮水シート一体化型ブロックマット【KK-190004-A】 

４．建設生産プロセス改善のための IoTオープンプラットフォーム 

「ランドログプラットフォーム」【QS-210052-A】 

５．AI搭載型カメラ自動判別警報器【KT-190039-A】 

【質疑応答】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

６．エコミックス【KT-190121-A】 

７．水中機器用フロートケーブル【KK-210070-A】 

８．遠隔臨場検査監督システム（アテネット）【QS-200026-A】 

９．逆 T 型 CFT 並列防護擁壁【KT-210007-A】 

１０．自由設計可能な透明型枠「透(クリアー)フォーム」【KK-190028-VE】 

１１．コンクリート構造物補修材料 EXGリペアシリーズ【KT-220034-A】 

１２．Fe 石灰改良基礎工法【QS-170038-A】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１３．こんこん（連続打音検査装置）【KT-210005-A】

１４．グランドセル砕石舗装工法【HK-220002-A】

１５．フラッシングコアによる副側溝工法【SK-190001-A】

１６．上部フレアを用いた既設護岸改良工法【OK-150002-VR】

１７．早期交通開放型コンクリート舗装(1DAY PAVE)【KT-130044-VE】

１８．マルチビーム一体型深浅測量用無人リモコンボート【KTK-210020-A】

■ 閉会

※ NETIS登録番号は応募時点



令和４年度 「新技術・新工法説明会」プログラム 

鹿児島県：鹿児島県市町村自治会館 4F 【ホール】 

【開催日時】令和 4年 10月 28日（金） 10時 20分～16時 30分 

■ 挨  拶 

九州地方整備局 

■ 新技術情報提供システム（NETIS）の活用状況等について

九州地方整備局

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１．循環式ハイブリッドブラストシステム【QS-150032-VE】 

２．河川洪水や高潮対策に対応可能な鋼製止水壁【QS-200017-A】 

３．リアルタイム洪水予測システム（RiverCast）【KT-220028-A】 

４．コンクリート補強用ナイロン繊維（ニュークリート セカンド）【QS-200016-A】 

５．アルカリ法面緑化用液状中和剤「ドクターペーハー液剤」【KT-220058-A】 

【質疑応答】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

６．高圧 CSB【KT-190128-A】 

７．SLVアンカー(スリーブ打込み式メネジアンカー)【QS-190014-A】 

８．ノルトロックワッシャー【KKK-190002-A】 

９．蒸気圧破砕薬用 IC段発着火具【KT-190005-A】 

１０．ピン接続 SqC長尺橋梁工法【SK-220004-A】 

１１．傾斜監視クラウドシステム(OKIPPA)【KT-190097-A】 

１２．走行型高速 3Dトンネル点検システム MIMM(ミーム)【KK-130026-VE】 

１３．自己治癒機能型高性能収縮低減剤「パワーヒーリング－ＡＤ」【QS-220002-A】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１４．プレキャスト PCT桁橋「SCBR 工法」【KK-170018-A】

１５．エポキシ樹脂で被覆した PC鋼より線を用いた金属製グラウンドアンカー【OK-170003-A】

１６．侵食防止及び植生の自然侵入促進をはかる土壌藻類資材【OK-170002-VR】

１７．地下空洞、空間の充填技術「ジュウテンバッグ工法」【CBK-210001-A】

１８．shamen-net計測情報提供サービス【KT-190078-A】

１９．Ｆハイリバー工法【テーマ設定型】

■ 閉会

※ NETIS登録番号は応募時点



令和４年度 「新技術・新工法説明会」プログラム 

佐賀県：佐賀市文化会館 1F 【イベントホール】 

【開催日時】令和 4年 11月 2日（水） 10時 20分～16時 30分 

■ 挨  拶 

九州地方整備局 

■ 新技術情報提供システム（NETIS）の活用状況等について

九州地方整備局

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１．鋼板欠損探査装置【KT-180106-A】 

２．中圧噴射機械攪拌工法(MITS 工法 CMS-ICT システム)【QS-210009-A】 

３．高耐久材料を用いた薄型・軽量な歩道床版「ESCON 歩道床版」【QS-210060-A】 

４．デジタルカメラ三次元計測システム PIXXIS2【KT-210092-A】 

５．水中ポンプ自動制御ユニット(オートポンプユニット)【QS-200056-A】 

【質疑応答】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

６．CSドレーン工法【HK-220001-A】 

７．耐震耐風目隠し通風フェンス（カクスルー）【CG-210016-A】 

８．円形鋼管切梁「Circular Strut」【KT-200003-A】 

９．ハイパーボラード（耐衝撃性車止めポール）【KT-210038-A】 

１０．ワイヤロープ式防護柵用支柱カバー【KT-210104-A】 

１１．吸水性泥土改質材 「ワトル」【TH-160010-VR】 

１２．フル・ファンクション・ペーブ(FFP)【KT-130010-VE】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１３．ハイドロスタッフ工法【KT-200075-A】

１４．STEP-IT工法【KK-220014-A】

１５．後付衝突警報及び車線逸脱警報装置「モービルアイ」【KT-220032-A】

１６．フラットバー付敷鉄板【KK-220028-A】

１７．枯れにくく走行・歩行しやすい芝生舗装「ハニカムグリーン」【QS-200063-A】

１８．水圧四面梁【CB-120037-VE】

■ 閉会

※ NETIS登録番号は応募時点



令和４年度 「新技術・新工法説明会」プログラム 

大分県：別府国際コンベンションセンター B-CON PLAZA 3F 【国際会議室】 
 

【開催日時】令和 4年 11 月 16 日（水） 10 時 20 分～16 時 30 分 
 

■ 挨  拶          

九州地方整備局  

 

■ 新技術情報提供システム（NETIS）の活用状況等について     

九州地方整備局  

 

■ 「NETIS 登録技術」のプレゼンテーション       

１．連続鉄筋コンクリート舗装用斜交メッシュパネル【CG-160007-VE】 

２．お天気クラウド・工事現場の気象対策サービス【KT-150026-VE】 

３．中性型水系剥離剤 ECO「STRIPPER」【CB-210014-A】 

４．ベントナイト砕石 NB 工法【KT-170018-A】 

５．テラグリッド補強土工法【HK-160018-A】 

【質疑応答】 

 

〈休  憩〉    

 

■ 「NETIS 登録技術」のプレゼンテーション    

６．改質アスファルト系高耐久保護シート「アスガード」【KT-210041-A】 

７．フォームサポート工法【KT-220061-A】 

８．鉄筋腐食非破壊検査装置【KT-190091-A】 

９．ICR 処理工法【CB-210010-A】 

１０．どこでもカメラ【KT-210030-A】 

１１．細径高密度型スロットレス光ファイバケーブル【KT-190087-A】 

１２．ハイブリッドエポキシ樹脂【HK-170005-A】 

１３．つる性雑草侵入防止工法(つるガード工法)【KT-170031-VR】 

 

〈休  憩〉    

 

■ 「NETIS 登録技術」のプレゼンテーション    

１４．流速・流量計測システム【Hydro-STIV】【KK-220021-A】 

１５．省スペース設置対応伸縮装置【QS-210051-A】 

１６．先行手摺工法クサビ足場(商標名:アルバトロス、トリプルエース、オクトシステム)【KK-150002-VE】 

１７．生分解性土のう袋【QSK-220002-A】 

１８．橋梁用埋設型排水桝【HK-140002 -VE】 

 

■ 閉会           

※ NETIS登録番号は応募時点

 



令和４年度 「新技術・新工法説明会」プログラム 

熊本県：くまもと県民交流館パレア 10F 【パレアホール】 

【開催日時】令和 4年 11月 22日（火） 10時 20分～16時 30分 

■ 挨  拶 

九州地方整備局 

■ 新技術情報提供システム（NETIS）の活用状況等について

九州地方整備局

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１．下部水密可動式無動力自動開閉ゲート【HK-190010-A】 

２．リパッシブ工法【KT-120108-VR】 

３．ボンド VMクリア工法【KT-210065-A】 

４．超耐シーラーTF2000【KT-190076-A】 

５．特定小電力によるレーダ式水位計【KK-220029-A】 

【質疑応答】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

６．G 桟橋【KT-120094-VE】 

７．デジタル重量計「トラ・スケ」【CG-220002-A】 

８．IRIワイヤレス路面測定技術「ACTUS」【KK-210066-A】 

９．ＳＴＢ－ＩＣＴ粒度改良工法【KT-210047-A】 

１０．TF バリア【KT-180002-A】 

１１．壁面走行ロボットを用いたコンクリート点検システム【KK-210040-A】 

１２．伸縮装置及び床版防水の一体化工法(ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法)【CB-170021-A】 

１３．超低空頭場所打ち杭工法【KT-200148-A】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１４．耐震性、耐風圧性能を向上させた瓦工法【KT-220046-A】

１５．難着雪表示板【KT-200064-A】

１６．HRC矢板(H杭式コンクリート矢板)【KT-190109-A】

１７．簡易路面調査システム スマートイーグル【SK-170007-VR】

１８．BSCマット【CG-220006-A】

１９．コンクリートのスランプ保持剤「ヤマソー2020」【KT-220064-A】

■ 閉会

※ NETIS登録番号は応募時点



令和４年度 「新技術・新工法説明会」プログラム 

福岡県：福岡県自治会館 2F 【大会議室】 

【開催日時】令和 4年 12月 5日（月） 10時 20分～16時 30分 

■ 挨  拶 

九州地方整備局 

■ 新技術情報提供システム（NETIS）の活用状況等について

九州地方整備局

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１．自然災害防災システム ZEROSAI【QS-150021-VE】 

２．ロックユニット（高拘束耐波型袋詰玉石工）【QS-200023-A】 

３．補強型コンクリートはく落防止工法【QS-200020-A】 

４．遠隔操縦式草刈機「ROBOCUT」【KT-200134-A】 

５．安定計測電波式水位計【QS-200062-A】 

【質疑応答】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

６．NCショット【QS-150001-VE】 

７．2 液混合型けい酸塩系表面含浸材 CS-21ビルダー【CG-170009-A】 

８．透水性保水型路盤材（ATTAC 路盤材）【QS-200039-A】 

９．パントレ工法【KK-160028-VE】 

１０．ICECRETE(アイスクリート)工法【KT-180037-A】 

１１．TPD工法【KK-220026-A】 

１２．懸濁型超微粒子複合シリカグラウト「ハイブリッドシリカ・シリーズ」【KT-220015-A】 

１３．GNSSステアリングシステム【TH-170010-VE】 

〈休  憩〉 

■ 「NETIS登録技術」のプレゼンテーション

１４．AR を活用した見える化工事看板「ARIBO(アリボ)」【QS-200022-A】

１５．エコルミナス 80【KK-220032-A】

１６．迅速に設置可能な切土工事の防護柵（メッシュウォールガード工法）【KT-210101-A】

１７．舗装出来形デジカメ検測システム【KT-220048-A】

１８．L型安定止水材「ピタッと L 型止水テープ」【QS-210048-A】

１９．アンカー削孔中心表示冶具【QS-180029-A】

■ 閉会

※ NETIS登録番号は応募時点



令和４年度「新技術・新工法説明会」聴講募集要領 

宮崎：宮崎市民文化ホール 

※重要
・開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守し、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の感染拡大状況によっては、WEB 開催や中止となる可能性があります。変更や
中止の際には、メールやホームページでお知らせします。ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上
げます。

【開催日時】令和 4年 10月 5日（水） 10：20～16：30  （受付は 9：45～より） 

【開催場所】宮崎市民文化ホール 

宮崎県宮崎市花山手東 3丁目 25-3  （会場への直接の問合せは厳禁です。） 

説明会：1F（イベントホール） 

【アクセス】JR 南宮崎駅より車で 10 分 

（案内図は下記参照） 

応募期間・申込み先・応募方法等

■申込み先(業務委託先)

一般社団法人 九州建設技術管理協会

E-mail: shingijutsu@kyugikyo.or.jp 

【応募期間】 

令和 4年 8月 24日（水）～令和 4年 9月 27日（火） 

【問合せ先・問合せ時間】 

■全般

九州地方整備局

企画部 施工企画課 課長補佐    阿久根 祐之（アクネ）（内線 3452） 

港湾空港部 海洋環境・技術課 課長補佐  近藤 利彦（コンドウ）（内線 62442） 

TEL：092-471-6331（代表）（平日 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（サカグチ）（内線 302） 

TEL：0942-32-8245（代表）（平日 9時 30分～17時まで） 

■申込用紙の記入方法等

一般社団法人 九州建設技術管理協会 久留米業務室 手嶋（テシマ）

TEL：0942-46-3232（平日 9時 30分～17時まで） 

【募集人数等】 

100 名程度を募集します。 

応募は基本的には先着順としております。ただし、応募者多数の場合は聴講人数の調整をさせていた

だく場合がございますので、予めご了承ください。参加費は無料です。

mailto:shingijutsu@kyugikyo.or.jp


【応募方法等】 

  聴講を希望される方は、申込用紙に必要事項をご記入のうえ、令和 4年 9月 27日（火）までに、 

上記、申込み先に送信（メール）願います。申込用紙に注意事項を記載しておりますので、ご確認くだ

さい。 

なお、参加の可否に関しましては、メールにてご連絡いたします。 

【継続教育〔CPD/CPDS〕単位の証明】 

受講証明書は、説明会終了後に発行いたします。 

（一般社団法人）建設コンサルタンツ協会    （取得予定） 

  （一般社団法人）全国土木施工管理技士会連合会 （取得予定） 

また、上記機関以外に申請をされる方は、予め、「申請用紙」、「切手を貼った返信用封筒」を準備の

上、受付に申し出てください。後日、証明捺印の上、返信いたします。 

※WEB開催に変更となった場合はプログラムの認定は受けられない可能性があります。

【新型コロナウィルス感染症拡大防止のため感染予防対策】 

・マスクの着用を必須とさせていただきます、マスクは各自でご準備ください

・過去 2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性者やその疑いがある人との濃厚接触の可能性がある

場合は来場をお控えください

・発熱や風邪症状、体調不良があれば参加をお控え下さい

・受付時の検温・手指消毒の実施にご協力ください

・出入口、受付等では間隔を空けてお並び下さい

・会場出入口は換気のため常時開放します

・会場内ではお隣の方との間隔を空けて着席下さい

・近接した距離での会話、飲食はお控え下さい

・万が一の感染発生時に備え、参加者を特定できるよう参加者名簿（氏名と連絡先）を作成、名簿の提出

が必要な場合は会場に名簿を提出します

※取得した個人情報については目的以外には一切使用しません

・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストールに御協力をお願いします

感染拡大防止にご協力をお願いします 

その他施設留意事項 

① 施設の駐車場（無料：600 台）がございます。

② 館内は全面禁煙です。喫煙は指定された喫煙場での喫煙をお願いいたします。

③ ごみ等は各自お持ち帰りください。



【アクセス】 



1 

令和４年度「新技術・新工法説明会」聴講募集要領 

長崎：長崎ブリックホール 

※重要
・開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守し、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の感染拡大状況によっては、WEB 開催や中止となる可能性があります。変更や
中止の際には、メールやホームページでお知らせします。ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上
げます。

【開催日時】令和 4年 10月 20日（木） 10：20～16：30 （受付は 9：45～より） 

【開催場所】長崎ブリックホール 

長崎県長崎市茂里町 2-38  （会場への直接の問合せは厳禁です。） 

説明会：3F（国際会議場） 

【アクセス】JR浦上駅より徒歩 5分 

長崎電気軌道 茂里町下車徒歩 3分   （案内図は下記参照） 

応募期間・申込み先・応募方法等

■申込み先(業務委託先)

一般社団法人 九州建設技術管理協会

E-mail: shingijutsu@kyugikyo.or.jp

【応募期間】 

令和 4年 8月 24日（水）～令和 4年 10月 12日（水） 

【問合せ先・問合せ時間】 

■全般

九州地方整備局

企画部 施工企画課 課長補佐    阿久根 祐之（アクネ）（内線 3452） 

港湾空港部 海洋環境・技術課 課長補佐  近藤 利彦（コンドウ）（内線 62442） 

TEL：092-471-6331（代表）（平日 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（サカグチ）（内線 302） 

TEL：0942-32-8245（代表）（平日 9時 30分～17時まで） 

■申込用紙の記入方法等

一般社団法人 九州建設技術管理協会 久留米業務室 手嶋（テシマ）

TEL：0942-46-3232（平日 9時 30分～17時まで） 

【募集人数等】 

120 名程度を募集します。 

応募は基本的には先着順としております。ただし、応募者多数の場合は聴講人数の調整をさせていた

だく場合がございますので、予めご了承ください。参加費は無料です。

mailto:shingijutsu@kyugikyo.or.jp
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【応募方法等】 

  聴講を希望される方は、申込用紙に必要事項をご記入のうえ、令和 4年 10月 12日（水）までに、 

上記、申込み先に送信（メール）願います。申込用紙に注意事項を記載しておりますので、ご確認くだ

さい。 

なお、参加の可否に関しましては、メールにてご連絡いたします。 

【継続教育〔CPD/CPDS〕単位の証明】 

受講証明書は、説明会終了後に発行いたします。 

（一般社団法人）建設コンサルタンツ協会    （取得予定） 

  （一般社団法人）全国土木施工管理技士会連合会 （取得予定） 

また、上記機関以外に申請をされる方は、予め、「申請用紙」、「切手を貼った返信用封筒」を準備の

上、受付に申し出てください。後日、証明捺印の上、返信いたします。 

※WEB開催に変更となった場合はプログラムの認定は受けられない可能性があります。

【新型コロナウィルス感染症拡大防止のため感染予防対策】 

・マスクの着用を必須とさせていただきます、マスクは各自でご準備ください

・過去 2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性者やその疑いがある人との濃厚接触の可能性がある

場合は来場をお控えください

・発熱や風邪症状、体調不良があれば参加をお控え下さい

・受付時の検温・手指消毒の実施にご協力ください

・出入口、受付等では間隔を空けてお並び下さい

・会場出入口は換気のため常時開放します

・会場内ではお隣の方との間隔を空けて着席下さい

・近接した距離での会話、飲食はお控え下さい

・万が一の感染発生時に備え、参加者を特定できるよう参加者名簿（氏名と連絡先）を作成、名簿の提出

が必要な場合は会場に名簿を提出します

※取得した個人情報については目的以外には一切使用しません

・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストールに御協力をお願いします

感染拡大防止にご協力をお願いします 

その他施設留意事項 

① 駐車場はございません。公共交通機関もしくは近隣の有料駐車場をご利用ください。

② 館内は禁煙です。喫煙は指定された喫煙場での喫煙をお願いいたします。

③ ごみ等は各自お持ち帰りください。



3 

【アクセス】 



1 

令和４年度「新技術・新工法説明会」聴講募集要領 

鹿児島：鹿児島県市町村自治会館 

※重要
・開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守し、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の感染拡大状況によっては、WEB 開催や中止となる可能性があります。変更や
中止の際には、メールやホームページでお知らせします。ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上
げます。

【開催日時】令和 4年 10月 28日（金） 10：20～16：30  （受付は 9：45～より） 

【開催場所】鹿児島県市町村自治会館 

鹿児島県鹿児島市鴨池新町 7番 4号 （会場への直接の問合せは厳禁です。） 

説明会：4F（ホール） 

【アクセス】JR鹿児島中央駅から車で約 10分 

（案内図は下記参照） 

応募期間・申込み先・応募方法等

■申込み先(業務委託先)

一般社団法人 九州建設技術管理協会

E-mail: shingijutsu@kyugikyo.or.jp 

【応募期間】 

令和 4年 8月 24日（水）～令和 4年 10月 20日（木） 

【問合せ先・問合せ時間】 

■全般

九州地方整備局

企画部 施工企画課 課長補佐    阿久根 祐之（アクネ）（内線 3452） 

港湾空港部 海洋環境・技術課 課長補佐  近藤 利彦（コンドウ）（内線 62442） 

TEL：092-471-6331（代表）（平日 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（サカグチ）（内線 302） 

TEL：0942-32-8245（代表）（平日 9時 30分～17時まで） 

■申込用紙の記入方法等

一般社団法人 九州建設技術管理協会 久留米業務室 手嶋（テシマ）

TEL：0942-46-3232（平日 9時 30分～17時まで） 

【募集人数等】 

150 名程度を募集します。 

応募は基本的には先着順としております。ただし、応募者多数の場合は聴講人数の調整をさせていた

だく場合がございますので、予めご了承ください。参加費は無料です。

mailto:shingijutsu@kyugikyo.or.jp
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【応募方法等】 

  聴講を希望される方は、申込用紙に必要事項をご記入のうえ、令和 4年 10月 20日（木）までに、 

上記、申込み先に送信（メール）願います。申込用紙に注意事項を記載しておりますので、ご確認くだ

さい。 

なお、参加の可否に関しましては、メールにてご連絡いたします。 

【継続教育〔CPD/CPDS〕単位の証明】 

受講証明書は、説明会終了後に発行いたします。 

（一般社団法人）建設コンサルタンツ協会    （取得予定） 

  （一般社団法人）全国土木施工管理技士会連合会 （取得予定） 

また、上記機関以外に申請をされる方は、予め、「申請用紙」、「切手を貼った返信用封筒」を準備の

上、受付に申し出てください。後日、証明捺印の上、返信いたします。 

※WEB開催に変更となった場合はプログラムの認定は受けられない可能性があります。

【新型コロナウィルス感染症拡大防止のため感染予防対策】 

・マスクの着用を必須とさせていただきます、マスクは各自でご準備ください

・過去 2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性者やその疑いがある人との濃厚接触の可能性がある

場合は来場をお控えください

・発熱や風邪症状、体調不良があれば参加をお控え下さい

・受付時の検温・手指消毒の実施にご協力ください

・出入口、受付等では間隔を空けてお並び下さい

・会場出入口は換気のため常時開放します

・会場内ではお隣の方との間隔を空けて着席下さい

・近接した距離での会話、飲食はお控え下さい

・万が一の感染発生時に備え、参加者を特定できるよう参加者名簿（氏名と連絡先）を作成、名簿の提出

が必要な場合は会場に名簿を提出します

※取得した個人情報については目的以外には一切使用しません

・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストールに御協力をお願いします

感染拡大防止にご協力をお願いします 

その他施設留意事項 

① 駐車場は、100台となっております（有料）。なるべく公共交通機関をご利用ください。

（会館西側のサンハイツ駐車場への駐車は厳禁です。無断駐車をされますと、今後、会館を使用できな

くなり、当日の運営にも支障をきたしますので、絶対に駐車をしないようお願い致します。） 

② 説明会会場、ブース展示会場での飲食はご遠慮ください。

③ 喫煙は指定された喫煙室での喫煙をお願いいたします。

④ ごみ等は各自お持ち帰りください。



3 

【アクセス】 



令和４年度「新技術・新工法説明会」聴講募集要領 

佐賀：佐賀市文化会館 

※重要
・開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守し、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の感染拡大状況によっては、WEB 開催や中止となる可能性があります。変更や
中止の際には、メールやホームページでお知らせします。ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上
げます。

【開催日時】令和 4年 11月 2日（水） 10：20～16：30  （受付は 9：45～より） 

【開催場所】佐賀市文化会館 

佐賀県佐賀市日の出 1丁目 21-10  （会場への直接の問合せは厳禁です。） 

説明会：1F（イベントホール） 

【アクセス】JR 佐賀駅（北口）徒歩 20分 

（案内図は下記参照） 

応募期間・申込み先・応募方法等

■申込み先(業務委託先)

一般社団法人 九州建設技術管理協会

E-mail: shingijutsu@kyugikyo.or.jp 

【応募期間】 

令和 4年 8月 24日（水）～令和 4年 10月 25日（火） 

【問合せ先・問合せ時間】 

■全般

九州地方整備局

企画部 施工企画課 課長補佐    阿久根 祐之（アクネ）（内線 3452） 

港湾空港部 海洋環境・技術課 課長補佐  近藤 利彦（コンドウ）（内線 62442） 

TEL：092-471-6331（代表）（平日 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（サカグチ）（内線 302） 

TEL：0942-32-8245（代表）（平日 9時 30分～17時まで） 

■申込用紙の記入方法等

一般社団法人 九州建設技術管理協会 久留米業務室 手嶋（テシマ）

TEL：0942-46-3232（平日 9時 30分～17時まで） 

【募集人数等】 

90名程度を募集します。 

応募は基本的には先着順としております。ただし、応募者多数の場合は聴講人数の調整をさせていた

だく場合がございますので、予めご了承ください。参加費は無料です。

mailto:shingijutsu@kyugikyo.or.jp


【応募方法等】 

  聴講を希望される方は、申込用紙に必要事項をご記入のうえ、令和 4年 10月 25日（火）までに、 

上記、申込み先に送信（メール）願います。申込用紙に注意事項を記載しておりますので、ご確認くだ

さい。 

なお、参加の可否に関しましては、メールにてご連絡いたします。 

【継続教育〔CPD/CPDS〕単位の証明】 

受講証明書は、説明会終了後に発行いたします。 

（一般社団法人）建設コンサルタンツ協会    （取得予定） 

  （一般社団法人）全国土木施工管理技士会連合会 （取得予定） 

また、上記機関以外に申請をされる方は、予め、「申請用紙」、「切手を貼った返信用封筒」を準備の

上、受付に申し出てください。後日、証明捺印の上、返信いたします。 

※WEB開催に変更となった場合はプログラムの認定は受けられない可能性があります。

【新型コロナウィルス感染症拡大防止のため感染予防対策】 

・マスクの着用を必須とさせていただきます、マスクは各自でご準備ください

・過去 2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性者やその疑いがある人との濃厚接触の可能性がある

場合は来場をお控えください

・発熱や風邪症状、体調不良があれば参加をお控え下さい

・受付時の検温・手指消毒の実施にご協力ください

・出入口、受付等では間隔を空けてお並び下さい

・会場出入口は換気のため常時開放します

・会場内ではお隣の方との間隔を空けて着席下さい

・近接した距離での会話、飲食はお控え下さい

・万が一の感染発生時に備え、参加者を特定できるよう参加者名簿（氏名と連絡先）を作成、名簿の提出

が必要な場合は会場に名簿を提出します

※取得した個人情報については目的以外には一切使用しません

・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストールに御協力をお願いします

感染拡大防止にご協力をお願いします 

その他施設留意事項 

① 駐車場は、会館の駐車場（無料：200 台程度）がございますが、施設工事に伴い、台数に制限があり

ます。公共交通機関のご利用にご協力お願いします。

② 館内は禁煙です。喫煙は指定された喫煙場での喫煙をお願いいたします。

③ ごみ等は各自お持ち帰りください。



【アクセス】 



令和４年度「新技術・新工法説明会」聴講募集要領 

大分：別府国際コンベンションセンター B-CON PLAZA  

※重要
・開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守し、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の感染拡大状況によっては、WEB 開催や中止となる可能性があります。変更や
中止の際には、メールやホームページでお知らせします。ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上
げます。

【開催日時】令和 4年 11月 16日（水） 10：20～16：30  （受付は 9：45～より） 

【開催場所】別府国際コンベンションセンター B-CON PLAZA 

大分県別府市山の手町 12 番 1号 （会場への直接の問合せは厳禁です。） 

説明会：3F（国際会議室） 

【アクセス】JR別府駅（西口）より徒歩約 15分 

（案内図は下記参照） 

応募期間・申込み先・応募方法等

■申込み先(業務委託先)

一般社団法人 九州建設技術管理協会

E-mail: shingijutsu@kyugikyo.or.jp 

【応募期間】 

令和 4年 8月 24日（水）～令和 4年 11月 8日（火） 

【問合せ先・問合せ時間】 

■全般

九州地方整備局

企画部 施工企画課 課長補佐    阿久根 祐之（アクネ）（内線 3452） 

港湾空港部 海洋環境・技術課 課長補佐  近藤 利彦（コンドウ）（内線 62442） 

TEL：092-471-6331（代表）（平日 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（サカグチ）（内線 302） 

TEL：0942-32-8245（代表）（平日 9時 30分～17時まで） 

■申込用紙の記入方法等

一般社団法人 九州建設技術管理協会 久留米業務室 手嶋（テシマ）

TEL：0942-46-3232（平日 9時 30分～17時まで） 

【募集人数等】 

120 名程度を募集します。 

応募は基本的には先着順としております。ただし、応募者多数の場合は聴講人数の調整をさせていた

だく場合がございますので、予めご了承ください。参加費は無料です。

mailto:shingijutsu@kyugikyo.or.jp


【応募方法等】 

  聴講を希望される方は、申込用紙に必要事項をご記入のうえ、令和 4年 11月 8日（火）までに、 

上記、申込み先に送信（メール）願います。申込用紙に注意事項を記載しておりますので、ご確認くだ

さい。 

なお、参加の可否に関しましては、メールにてご連絡いたします。 

【継続教育〔CPD/CPDS〕単位の証明】 

受講証明書は、説明会終了後に発行いたします。 

（一般社団法人）建設コンサルタンツ協会    （取得予定） 

  （一般社団法人）全国土木施工管理技士会連合会 （取得予定） 

また、上記機関以外に申請をされる方は、予め、「申請用紙」、「切手を貼った返信用封筒」を準備の

上、受付に申し出てください。後日、証明捺印の上、返信いたします。 

※WEB開催に変更となった場合はプログラムの認定は受けられない可能性があります。

【新型コロナウィルス感染症拡大防止のため感染予防対策】 

・マスクの着用を必須とさせていただきます、マスクは各自でご準備ください

・過去 2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性者やその疑いがある人との濃厚接触の可能性がある

場合は来場をお控えください

・発熱や風邪症状、体調不良があれば参加をお控え下さい

・受付時の検温・手指消毒の実施にご協力ください

・出入口、受付等では間隔を空けてお並び下さい

・会場出入口は換気のため常時開放します

・会場内ではお隣の方との間隔を空けて着席下さい

・近接した距離での会話、飲食はお控え下さい

・万が一の感染発生時に備え、参加者を特定できるよう参加者名簿（氏名と連絡先）を作成、名簿の提出

が必要な場合は会場に名簿を提出します

※取得した個人情報については目的以外には一切使用しません

・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストールに御協力をお願いします

感染拡大防止にご協力をお願いします 

その他施設留意事項 

① 駐車場は地下駐車場（58台）有料（料金は最初の 60分は無料。その後、60分毎に 100円）野口原駐

車場（138台）無料となっております。なるべく、公共交通機関をご利用ください。

② 館内は禁煙です。喫煙は指定された喫煙場での喫煙をお願いいたします。

③ ごみ等は各自お持ち帰りください。



【アクセス】 



1 

令和 4 年度「新技術・新工法説明会」聴講募集要領 

熊本：くまもと県民交流館パレア 

※重要
・開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守し、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の感染拡大状況によっては、WEB 開催や中止となる可能性があります。変更や
中止の際には、メールやホームページでお知らせします。ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上
げます。

【開催日時】令和 4年 11月 22日（火） 10：20～16：30  （受付は 9：45～より） 

【開催場所】くまもと県民交流館パレア 

熊本県熊本市中央区手取本町 8番 9号テトリアくまもとビル 

（会場への直接の問合せは厳禁です。） 

説明会：10F（パレアホール）  

【アクセス】JR 熊本駅より車で 15分程度 

熊本市電「水道町」又は「通町筋」下車徒歩 3分  （案内図は下記参照） 

応募期間・申込み先・応募方法等

■申込み先(業務委託先)

一般社団法人 九州建設技術管理協会

E-mail: shingijutsu@kyugikyo.or.jp 

【応募期間】 

令和 4年 8月 24日（水）～令和 4年 11月 14日（月） 

【問合せ先・問合せ時間】 

■全般

九州地方整備局

企画部 施工企画課 課長補佐    阿久根 祐之（アクネ）（内線 3452） 

港湾空港部 海洋環境・技術課 課長補佐  近藤 利彦（コンドウ）（内線 62442） 

TEL：092-471-6331（代表）（平日 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（サカグチ）（内線 302） 

TEL：0942-32-8245（代表）（平日 9時 30分～17時まで） 

■申込用紙の記入方法等

一般社団法人 九州建設技術管理協会 久留米業務室 手嶋（テシマ）

TEL：0942-46-3232（平日 9時 30分～17時まで） 

【募集人数等】 

120 名程度を募集します。 

応募は基本的には先着順としております。ただし、応募者多数の場合は聴講人数の調整をさせていた

だく場合がございますので、予めご了承ください。参加費は無料です。

mailto:shingijutsu@kyugikyo.or.jp
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【応募方法等】 

聴講を希望される方は、申込用紙に必要事項をご記入のうえ、令和 4年 11月 14日（月）までに、 

上記、申込み先に送信（メール）願います。申込用紙に注意事項を記載しておりますので、ご確認くだ

さい。 

なお、参加の可否に関しましては、メールにてご連絡いたします。 

【継続教育〔CPD/CPDS〕単位の証明】 

受講証明書は、説明会終了後に発行いたします。 

（一般社団法人）建設コンサルタンツ協会    （取得予定） 

  （一般社団法人）全国土木施工管理技士会連合会 （取得予定） 

また、上記機関以外に申請をされる方は、予め、「申請用紙」、「切手を貼った返信用封筒」を準備の

上、受付に申し出てください。後日、証明捺印の上、返信いたします。 

※WEB開催に変更となった場合はプログラムの認定は受けられない可能性があります。

【新型コロナウィルス感染症拡大防止のため感染予防対策】 

・マスクの着用を必須とさせていただきます、マスクは各自でご準備ください

・過去 2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性者やその疑いがある人との濃厚接触の可能性がある

場合は来場をお控えください

・発熱や風邪症状、体調不良があれば参加をお控え下さい

・受付時の検温・手指消毒の実施にご協力ください

・出入口、受付等では間隔を空けてお並び下さい

・会場出入口は換気のため常時開放します

・会場内ではお隣の方との間隔を空けて着席下さい

・近接した距離での会話、飲食はお控え下さい

・万が一の感染発生時に備え、参加者を特定できるよう参加者名簿（氏名と連絡先）を作成、名簿の提出

が必要な場合は会場に名簿を提出します

※取得した個人情報については目的以外には一切使用しません

・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストールに御協力をお願いします

感染拡大防止にご協力をお願いします 

その他施設留意事項 

① 駐車場はございません。公共交通機関もしくは近隣の有料駐車場をご利用ください。

② 館内は禁煙です。喫煙は指定された喫煙場での喫煙をお願いいたします。

③ ごみ等は各自お持ち帰りください。



3 

【アクセス】 



1 

令和４年度「新技術・新工法説明会」聴講募集要領 

福岡：福岡県自治会館 

※重要
・開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守し、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の感染拡大状況によっては、WEB 開催や中止となる可能性があります。変更や
中止の際には、メールやホームページでお知らせします。ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上
げます。

【開催日時】令和 4年 12月 5日（月） 10：20～16：30  （受付は 9：45～より） 

【開催場所】福岡県自治会館 

福岡県福岡市博多区千代 4丁目 1番 27号 （会場への直接の問合せは厳禁です。） 

説明会：2F（大会議室） 

【アクセス】福岡市営地下鉄 千代県庁口 5番出口すぐ 

JR吉塚駅より徒歩 10 分  （案内図は下記参照） 

応募期間・申込み先・応募方法等

■申込み先(業務委託先)

一般社団法人 九州建設技術管理協会

E-mail: shingijutsu@kyugikyo.or.jp 

【応募期間】 

令和 4年 8月 24日（水）～令和 4年 11月 25日（金） 

【問合せ先・問合せ時間】 

■全般

九州地方整備局

企画部 施工企画課 課長補佐    阿久根 祐之（アクネ）（内線 3452） 

港湾空港部 海洋環境・技術課 課長補佐  近藤 利彦（コンドウ）（内線 62442） 

TEL：092-471-6331（代表）（平日 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（サカグチ）（内線 302） 

TEL：0942-32-8245（代表）（平日 9時 30分～17時まで） 

■申込用紙の記入方法等

一般社団法人 九州建設技術管理協会 久留米業務室 手嶋（テシマ）

TEL：0942-46-3232（平日 9時 30分～17時まで） 

【募集人数等】 

80名程度を募集します。 

１社あたり２名までの募集とさせていただきます。 

応募は基本的には先着順としております。ただし、応募者多数の場合は聴講人数の調整をさせていた

だく場合がございますので、予めご了承ください。参加費は無料です。

mailto:shingijutsu@kyugikyo.or.jp
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【応募方法等】 

聴講を希望される方は、申込用紙に必要事項をご記入のうえ、令和 4年 11月 25日（金）までに、 

上記、申込み先に送信（メール）願います。申込用紙に注意事項を記載しておりますので、ご確認くだ

さい。 

なお、参加の可否に関しましては、メールにてご連絡いたします。 

【継続教育〔CPD/CPDS〕単位の証明】 

受講証明書は、説明会終了後に発行いたします。 

（一般社団法人）建設コンサルタンツ協会    （取得予定） 

  （一般社団法人）全国土木施工管理技士会連合会 （取得予定） 

また、上記機関以外に申請をされる方は、予め、「申請用紙」、「切手を貼った返信用封筒」を準備の

上、受付に申し出てください。後日、証明捺印の上、返信いたします。 

※WEB開催に変更となった場合はプログラムの認定は受けられない可能性があります。

【新型コロナウィルス感染症拡大防止のため感染予防対策】 

・マスクの着用を必須とさせていただきます、マスクは各自でご準備ください

・過去 2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性者やその疑いがある人との濃厚接触の可能性がある

場合は来場をお控えください

・発熱や風邪症状、体調不良があれば参加をお控え下さい

・受付時の検温・手指消毒の実施にご協力ください

・出入口、受付等では間隔を空けてお並び下さい

・会場出入口は換気のため常時開放します

・会場内ではお隣の方との間隔を空けて着席下さい

・近接した距離での会話、飲食はお控え下さい

・万が一の感染発生時に備え、参加者を特定できるよう参加者名簿（氏名と連絡先）を作成、名簿の提出

が必要な場合は会場に名簿を提出します

※取得した個人情報については目的以外には一切使用しません

・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストールに御協力をお願いします

感染拡大防止にご協力をお願いします 

その他施設留意事項 

① 駐車場はございません。公共機関をご利用ください。

② 館内は禁煙です。喫煙は指定された喫煙場での喫煙をお願いいたします。

③ ごみ等は各自お持ち帰りください。
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【アクセス】 

福岡県 

自治会館 

21 

607 

福岡市民 

体育館 

パピヨン 

24 

千代 

千代 3 丁目 

市民体育館前 
千代県庁口



申込時の注意事項

◆応募は基本的には先着順としております。

応募者多数の場合、聴講人数の調整をさせていただく場合があります。

※福岡会場は１社あたり２名までの応募とさせていただきます。

◆記入欄が足りない場合は、行を増やしてご記入をお願いします。

◆ご記入いただいたメールアドレスに受講票を送付いたします。

メールアドレスは必ずご記入ください。

◆継続教育[CPD/CPDS]で「その他」を選択された方は備考に加盟団体（土木学会など）を記入願います。

開催当日の注意事項

◆マスクの着用を必須とさせていただきます、マスクは各自でご準備ください。

◆発熱や風邪症状、体調不良があれば参加をお控え下さい。

◆万が一の感染発生時に備え、参加者を特定できるよう参加者名簿（氏名と連絡先）を作成、名簿の提出が必要な場合は会場に名簿を提出します。目的以外には使用いたしません。

【申込送付先】

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。

一般社団法人　九州建設技術管理協会　久留米業務室E-mail： shingijutsu@kyugikyo.or.jp

　申込・募集についての問い合わせ先 TEL：0942-46-3232　（休日等を除く9時30分～17時まで）

業種
プルダウンより

選択
会社名等 所属 氏名

継続教育[CPD/CPDS]等
取得の要否

プルダウンより選択
その他の場合は備考に機関名

を記載ください

TEL
※日中連絡が取れる

電話番号
E-mail

記入例 1 福岡 建設コンサルタント ○○コンサルタント株式会社 設計課 福岡　太郎 その他 092-123-1234 ccc.ddd＠fukuoka.or.jp 土木学会

1

2

3

4

5
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参加希望
ブロック

プルダウンより
選択

参加者情報

備考
その他連絡事項等ありましたら

ご記入ください。

事務局
記入

優先順
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