
令和４年度 道路橋の点検に必要な専門知識の修得、現場における点検手法を実体験

■講習日程(5日間)

■会場／募集定員(定員になり次第、締め切らさせていただきます)

専門講義

11月14日(月)～16(水)
現地実習

11月17日(木)

東京と大阪の2地区において各30名
(合計60名)

●専門講義
インターネット回線を利用したリモート形式の講習です。
全国どこからでも受講が可能です。

●現地実習
東京地区：呼塚跨道橋(国道6号・柏市)
大阪地区：桜宮橋(国道１号・大阪市北区)

●達成度確認試験
東京地区：建設コンサルタンツ協会本部 7F 会議室
大阪地区：大阪マーチャンダイズ・マート(OMM)2F 会議室

■専門講義

☑講師は、国土交通省・国総研等の専門家
☑ メンテナンス体制における課題

☑ 点検に関する法令・技術基準の体系
☑ 具体的な点検方法・記簿の取り方

最高の講師陣の講義が受講できる!!!

■現地実習

☑講師は、地方整備局等の専門家
☑ 現場で点検の実体験とその指導

■達成度確認試験

☑ 学科試験・実技試験を実施

合格者は、
☑ 一般財団法人橋梁調査会が実施する【道路橋点検士

補検定試験】が受講できます。(但し受験資格要件あり)

☑ 令和5年度から、直轄管理橋梁の点検・診断業務の

担当技術者に求められる要件の一つとして認められる
見込みです。

講習終了後
●全ての講習を修了した方に「講習修了証」をお渡しいたします。

●達成度確認試験に合格した方に後日、「合格証」をご郵送いたします。

CPD登録講習 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会のCPD登録講習です。

一般社団法人

建設コンサルタンツ協会主 催

https://www.jcca.or.jp/

03-3239-7992
〒102-0075 東京都千代田区三番町1番地

東京地区

〒102-0075 東京都千代田区三番町1番地 TEL：03-3239-7992

建設コンサルタンツ協会本部 7F 会議室
地下鉄半蔵門線「半蔵門」駅下車
5番出口より徒歩5分

大阪地区

大阪マーチャンダイズ・マート(OMM) 2F 会議室
京阪電車「天満橋」駅東口、Osaka Metro 谷町線
「天満橋」駅北改札口からOMM地下2階に連絡

〒540-0008大阪市中央区大手町1-7-31 TEL：06-6943-2020

■達成度確認試験会場

達成度確認試験

11月18日(金)



■申込方法

インターネット申込み
講習のお申込みは下記のホームページより受付します。
ページ内の「申込みの流れ」をご確認いただきお申込みください。

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 ✉電子メール ： info@jcca.or.jp

当協会ホームページ

https://www.jcca.or.jp/

※1. 1日目～3日目は日時を指定したカリキュラム(リモート形式)、4日目～5日目は日時を指定したカリキュラム(参集・現地)です。
※2.  理解度確認テストはすべての座学系カリキュラムを受講した者を対象とし、ウェブ上で実施する。現地実習当日の参集時に、理解度確認テストの「講義履修証」

の提出をもって履修態度の確認とし、確認できない場合は、すべての講義に出席したと見做しません。
※3. 附属物および土工は達成度確認試験の出題範囲には含まれません。

■申込期間

9月20日(火)9:00 ～ 9月30日(金)
※申込期間以降にお申込みを希望される方は、電話にてお問合せください。

■講習費用（講義、実習）

建コン協会員 27,500円/人

一 般 55,000円/人
※受講費用にはテキスト代・消費税が含まれています。
※お申込み後のキャンセルは会場の都合もありご遠慮ください。

問い合わせ先 ご不明な点、ご質問は電子メールでお気軽にお問合せください。

講習内容・カリキュラム

講義時間 教科名 講 師

１日目 ： 11月14日(月曜日)

9:30 ～ 9:45 【15分】 受付

9:45 ～ 10:45 【60分】 オリエンテーション 関東地方整備局 道路部 道路構造保全官 開地 宣彰

10:45 ～ 12:00 【75分】 橋の構造の基本 関東地方整備局 道路部 道路構造保全官 開地 宣彰

12:00 ～ 13:00 【60分】 昼食

13:00 ～ 15:00 【120分】 定期点検に関する法令及び技術基準の体系 国土技術政策総合研究所 道路構造物研究部 主任研究官 上田 晴気

15:00 ～ 16:30 【90分】 状態の把握と健全性の診断 国土技術政策総合研究所 道路構造物研究部 主任研究官 上田 晴気

2日目 ： 11月15日(火曜日)

8:45 ～ 9:00 【15分】 受付

9:00 ～ 12:00 【180分】 鋼部材の損傷と健全性の診断 関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター技術第一課長 松藤 洋照

12:00 ～ 13:00 【60分】 昼食

13:00 ～ 16:00 【180分】 コンクリート部材の損傷と健全性の診断 関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター技術第一課長 松藤 洋照

3日目 ： 11月16日(水曜日)

9:45 ～ 10:00 【15分】 受付

10:00 ～ 11:00 【60分】 下部構造及び溝橋の損傷と健全性の診断 関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター 保全対策官 齊藤 誠

11:00 ～ 12:00 【60分】 支承・附属物等の損傷と健全性の診断 関東地方整備局 道路部 道路構造保全官 開地 宣彰

12:00 ～ 13:00 【60分】 昼食

13:00 ～ 12:40 【60分】 附属物の定期点検要領概論 関東地方整備局 道路部 道路構造保全官 山本 裕一

12:40 ～ 15:00 【60分】 土工構造物の構造の基本 関東地方整備局 道路部 道路構造保全官 開地 宣彰

15:00 ～ 16:00 【60分】 シェッド・大型カルバート等の定期点検要領概論 関東地方整備局 道路部 道路構造保全官 山本 裕一

4日目 ： 11月17日(木曜日)

現地実習までに実施 【60分】 理解度確認テスト WEB出題・解答(正答するまで繰り返し)

12:45 ～ 13:00 【15分】 現地集合・受付

13:00 ～

13:30 ～

13:305

17:00 【240分】

オリエンテーション

現地実習

※現地実習場所

・関東地区 ： 国道6号 呼塚跨道橋

・大阪地区 ： 国道1号 桜宮橋

関東地方整備局 道路部 道路構造保全官 山本 裕一

関東地方整備局 道路部 道路構造保全官 開地 宣彰

関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター技術第一課長 松藤 洋照

関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター 保全対策官 齊藤 誠

近畿地方整備局 道路部 道路構造保全官 佐治 嘉朗

近畿地方整備局 道路部 道路保全企画係長 河野 勇樹

近畿地方整備局 近畿道路メンテナンスセンター 技術課長 藤村 知広

近畿地方整備局 大阪国道事務所 保全対策官 井口 善史

5日目 ： 11月18日(金曜日)

9:00 ～ 9:15 【15分】 受付

9:15 ～ 9:30 【15分】 配布説明

9:30 ～ 10:30 【60分】 達成度確認試験(学科)

10:30 ～ 10:45 【15分】 休憩

10:45 ～ 11:00 【15分】 配布説明

11:00 ～ 12:30 【90分】 達成度確認試験(実技)

講習修了

12:30 ～ 13:30 【60分】 昼食

13:30 ～ 15:00 【90分】 現地実習資料とりまとめ・アンケート提出等


