
                            令和４年 ９月２６日 

各位 

                  （一社）建設コンサルタンツ協会 九州支部 
                              支部長 田中 清 
                          技術部会 品質向上委員会 
                              委員長 畑 秀明 
 

『地域セミナーin 宮崎～エラー防止のために～』の参加案内 

 

初秋の候、会員各位におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部品質向上委員会におきましては、成果品

の品質向上を図るために専門技術的な観点から照査の具体的改善を目指し、個々のエラー

事例の紹介とそれらを是正すべくエラー防止対策や留意点等を提案し、不良な成果品の防

止を目的に品質に関する地域セミナーを開催しております。 

今年も、宮崎県内の会員および非会員の設計コンサルタントを対象に下記のとおり開催

いたします。 

そこで、自治体各位におかれましても趣旨をご理解の上、地域セミナーへのご参加を

賜りたいと存じます。 
ご多忙とは存じますが、職員の皆様にも有意義な内容となっておりますので、是非ご

参加くださいますようご案内申し上げます。ご参加いただける場合は、お手数ですが、

以下の申し込み方法にて申し込みをお願い致します。 
なお、新型コロナウイルス感染症対策として、会場に入る際は、マスクの着用、検温、

アルコール消毒（検温機器、アルコール消毒液は主催側で用意）をお願い致します。 

                 記 

１．開催日時 令和４年１０月１４日（金） 13:30～17:30 

２．開催場所 宮崎婦人会館 ３Ｆ「さくら」会議室 

（宮崎県宮崎市旭 1-3-10 TEL 0985-24-5785） 

３．参 加 費 建コン九州支部会員,国・県・市町村職員 無料（非会員 5,000 円／人） 

 

 

 

 

 

 

 

４．定    員 50 名(申込多数の場合、人数を調整させていただくことがありますのでご

了承下さい。また、３密対策として例年より定員を少なくしていますこと

をご理解下さい。) 

５. 申込方法 別紙「参加申込方法」をご確認いただき、(一社）建設コンサルタンツ協

会九州支部事務局あて申込フォームよりお申込みください。 

６．申込期限 令和４年１０月７日（金） 

※申込期限を過ぎた場合は、品質向上委員会の各地域の幹事の方へご相談ください 

宮崎会場 ：ケイディエム 児玉委員 098-252-0696、kodama-h@kdmc.co.jp 

７．そ の 他  このプログラムは、建設コンサルタンツ協会ＣＰＤプログラムとして認

定されています。       

下記の口座あて事前に振り込んでください。なお、当日ご都合により欠席された

場合は返金いたしませんので、あらかじめご了承ください。(代理の方でも結構で

すのでご出席ください。)  
■ 振込先 福岡銀行 博多駅東支店 (普通)No.1871177 
     （一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 
       事務局長 吉田 鉄治（よしだてつじ）



令和４年度 地域セミナープログラム 

 

『地域セミナーin宮崎～エラー防止のために～』 

 

（開催日時） 令和４年１０月１４日（金）13:30～17:30 

（開催場所） 宮崎婦人会館 ３Ｆ「さくら」会議室 

       住所：宮崎県宮崎市旭 1-3-10 TEL：0985-24-5785 

 

〔 次 第 〕 

１．開催の挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13:30～13:35 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 宮崎県部会長 菊田 真志 様 

 

２．堤防（耐震）、鋼製起伏堰のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ活用について（河川・土質ＷＧ） 

・・・・・・・・・・・・13:35～14:35 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会  井上委員 

～（休憩 5 分）～ 

 

３．補強土壁のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ活用について（道路・トンネルＷＧ） 

・・・・・・・・・・・・・14:40～15:40 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会  大山委員 大和委員 

～（休憩 5 分）～ 

 

４．橋梁補修補強、落橋防止システムのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ活用について（橋梁ＷＧ） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15:45～16:45 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会  野口委員 

～（休憩 10 分）～ 

 

５．特別講演「改正品確法を受けた宮崎県の取組について」 ・・・・・・・16:55～17:25 

宮崎県 県土整備部 技術企画課 和田安生 様 

  

６．閉会の挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17:25～17:30 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会 畑 委員長 

 

※尚、発表者の都合により、発表者及び演題について、変更させていただく場合があり

ますので、ご了承ください。 

※ 今回の講習では、ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄを説明いたします。以下の HPからダウンロードして、

ご持参をお願いいたします。 

https://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/action/checkpoint.html 

【道路】補強土壁 

【橋梁（上部）】落橋防止システム 

【橋梁（補修・補強）】橋梁補修、橋脚耐震補強（RC 巻立て工法） 

【河川構造】堤防（耐震）、鋼製起伏堰 



                            令和４年 ９月２６日 

各位 

                  （一社）建設コンサルタンツ協会 九州支部 
                              支部長 田中 清 
                          技術部会 品質向上委員会 
                              委員長 畑 秀明 
 

『地域セミナーin 鹿児島～エラー防止のために～』の参加案内 

 

初秋の候、会員各位におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部品質向上委員会におきましては、成果品

の品質向上を図るために専門技術的な観点から照査の具体的改善を目指し、個々のエラー

事例の紹介とそれらを是正すべくエラー防止対策や留意点等を提案し、不良な成果品の防

止を目的に品質に関する地域セミナーを開催しております。 

今年も、鹿児島県内の会員および非会員の設計コンサルタントを対象に下記のとおり開

催いたします。 

そこで、自治体各位におかれましても趣旨をご理解の上、地域セミナーへのご参加を

賜りたいと存じます。 
ご多忙とは存じますが、職員の皆様にも有意義な内容となっておりますので、是非ご

参加くださいますようご案内申し上げます。ご参加いただける場合は、お手数ですが、

以下の申し込み方法にて申し込みをお願い致します。 
なお、新型コロナウイルス感染症対策として、会場に入る際は、マスクの着用、検温、

アルコール消毒（検温機器、アルコール消毒液は主催側で用意）をお願い致します。 

                 記 

１．開催日時 令和４年１０月２１日（金） 13:00～17:00 

２．開催場所 サンプラザ天文館 ２Ｆホール 

（鹿児島県鹿児島市東千石町２−３０ TEL 099-224-6639） 

３．参 加 費 建コン九州支部会員,国・県・市町村職員 無料（非会員 5,000 円／人） 

 

 

 

 

 

 

 

４．定    員 50 名(申込多数の場合、人数を調整させていただくことがありますのでご

了承下さい。また、３密対策として例年より定員を少なくしていますこと

をご理解下さい。) 

５. 申込方法 別紙「参加申込方法」をご確認いただき、(一社）建設コンサルタンツ協

会九州支部事務局あて申込フォームよりお申込みください。 

６．申込期限 令和４年１０月１４日（金） 

※申込期限を過ぎた場合は、品質向上委員会の各地域の幹事の方へご相談ください。

建設技術コンサルタンツ 用皆委員 099-229-2800、youkai@cecon.co.jp 

７．そ の 他  このプログラムは、建設コンサルタンツ協会ＣＰＤプログラムとして認

定されています。       

下記の口座あて事前に振り込んでください。なお、当日ご都合により欠席された

場合は返金いたしませんので、あらかじめご了承ください。(代理の方でも結構で

すのでご出席ください。)  
■ 振込先 福岡銀行 博多駅東支店 (普通)No.1871177 
     （一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 
       事務局長 吉田 鉄治（よしだてつじ）



令和４年度 地域セミナープログラム 

『地域セミナーin鹿児島～エラー防止のために～』 

 

（開催日時） 令和４年１０月２１日（金）13:00～17:00 

（開催場所） サンプラザ天文館 ２Ｆホール 

       鹿児島県鹿児島市東千石町２−３０ TEL 099-224-6639 

 

〔 次 第 〕 

１．開催の挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13:00～13:05 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 地域部会長 萩原 功一郎 様 

 

２．堤防（耐震）、鋼製起伏堰のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ活用について（河川・土質ＷＧ） 

・・・・・・・・・・・・13:05～14:05 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会  高田委員 

～（休憩 5 分）～ 

 

３．補強土壁のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ活用について（道路・トンネルＷＧ） 

・・・・・・・・・・・・・14:10～15:10 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会  日高委員 大和委員 

～（休憩 5 分）～ 

 

４．橋梁補修補強、落橋防止システムのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ活用について（橋梁ＷＧ） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15:15～16:15 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会  溝部委員 

～（休憩 10 分）～ 

 

５．特別講演「演題未定」               ・・・・・・・16:25～16:55 

鹿児島県土木部 監理課技術管理室 技術補佐 原田尚志 様 

  

６．閉会の挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16:55～17:00 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会 畑 委員長 

 

※尚、発表者の都合により、発表者及び演題について、変更させていただく場合があり

ますので、ご了承ください。 

※ 今回の講習では、ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄを説明いたします。以下の HPからダウンロードして、

ご持参をお願いいたします。 

https://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/action/checkpoint.html 

【道路】補強土壁 

【橋梁（上部）】落橋防止システム 

【橋梁（補修・補強）】橋梁補修、橋脚耐震補強（RC 巻立て工法） 

【河川構造】堤防（耐震）、鋼製起伏堰 



                            令和４年 ９月２６日 

各位 

                  （一社）建設コンサルタンツ協会 九州支部 
                              支部長 田中 清 
                          技術部会 品質向上委員会 
                              委員長 畑 秀明 
 

『地域セミナーin 大分～エラー防止のために～』の参加案内 

 

初秋の候、会員各位におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部品質向上委員会におきましては、成果品

の品質向上を図るために専門技術的な観点から照査の具体的改善を目指し、個々のエラー

事例の紹介とそれらを是正すべくエラー防止対策や留意点等を提案し、不良な成果品の防

止を目的に品質に関する地域セミナーを開催しております。 

今年も、大分県内の会員および非会員の設計コンサルタントを対象に下記のとおり開催

いたします。 

そこで、自治体各位におかれましても趣旨をご理解の上、地域セミナーへのご参加を

賜りたいと存じます。 
ご多忙とは存じますが、職員の皆様にも有意義な内容となっておりますので、是非ご

参加くださいますようご案内申し上げます。ご参加いただける場合は、お手数ですが、

以下の申し込み方法にて申し込みをお願い致します。 
なお、新型コロナウイルス感染症対策として、会場に入る際は、マスクの着用、検温、

アルコール消毒（検温機器、アルコール消毒液は主催側で用意）をお願い致します。 

                 記 

１．開催日時 令和４年１０月２８日（金） 13:00～17:00 

２．開催場所 ホルトホール大分 302・303 会議室 

（大分県大分市金池南１丁目５−１ TEL 097-576-7555） 

３．参 加 費 建コン九州支部会員,国・県・市町村職員 無料（非会員 5,000 円／人） 

 

 

 

 

 

 

 

４．定    員 50 名(申込多数の場合、人数を調整させていただくことがありますのでご

了承下さい。また、３密対策として例年より定員を少なくしていますこと

をご理解下さい。) 

５. 申込方法 別紙「参加申込方法」をご確認いただき、(一社）建設コンサルタンツ協

会九州支部事務局あて申込フォームよりお申込み下さい。 

６．申込期限 令和４年１０月２１日（金） 

※申込期限を過ぎた場合は、品質向上委員会の各地域の幹事の方へご相談ください。 

  大分会場 ：九州建設コンサルタント 和藤委員 

097-569-9632、qcon-sui2@kyucon.co.jp 

７．そ の 他  このプログラムは、建設コンサルタンツ協会ＣＰＤプログラムとして認

定されています。       

下記の口座あて事前に振り込んでください。なお、当日ご都合により欠席された

場合は返金いたしませんので、あらかじめご了承ください。(代理の方でも結構で

すのでご出席ください。)  
■ 振込先 福岡銀行 博多駅東支店 (普通)No.1871177 
     （一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 
       事務局長 吉田 鉄治（よしだてつじ）



令和４年度 地域セミナープログラム 

 

『地域セミナーin大分～エラー防止のために～』 

 

（開催日時） 令和４年１０月２８日（金）13:00～17:00 

（開催場所） ホルトホール大分 302・303 会議室 

       住所：大分県大分市金池南１丁目５−１ TEL：097-576-7555 

 

〔 次 第 〕 

１．開催の挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13:00～13:05 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 大分県部会長 篠原 昭弘 様 

 

２．堤防（耐震）、鋼製起伏堰のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ活用について（河川・土質ＷＧ） 

・・・・・・・・・・・・13:05～14:05 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会  福山委員 

～（休憩 5 分）～ 

 

３．補強土壁のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ活用について（道路・トンネルＷＧ） 

・・・・・・・・・・・・14:10～15:10 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会  松尾委員 大和委員 

～（休憩 5 分）～ 

 

４．橋梁補修補強、落橋防止システムのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ活用について（橋梁ＷＧ） 

・・・・・・・・・・・・15:15～16:15 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会  服田委員 

～（休憩 10 分）～ 

 

５．特別講演「演題未定」                ・・・・・・・16:25～16:55 

大分県 土木建築部 工事検査室 室長 多田耕治 様 

  

６．閉会の挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16:55～17:00 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 品質向上委員会 畑 委員長 

 

※尚、発表者の都合により、発表者及び演題について、変更させていただく場合があり

ますので、ご了承ください。 

※ 今回の講習では、ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄを説明いたします。以下の HPからダウンロードして、

ご持参をお願いいたします。 

https://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/action/checkpoint.html 

【道路】補強土壁 

【橋梁（上部）】落橋防止システム 

【橋梁（補修・補強）】橋梁補修、橋脚耐震補強（RC 巻立て工法） 

【河川構造】堤防（耐震）、鋼製起伏堰 



（別紙） 

下記申込フォームからお申込み下さい。 

   宮 崎 会 場（開催日：10/14（金） 申込期限：10/7（金）） 

     https://forms.office.com/r/7hThMuCBhR 

   鹿児島会場（開催日：10/21（金） 申込期限：10/14（金）） 

     https://forms.office.com/r/7v8zwaZiBd 

   大 分 会 場（開催日：10/28（金） 申込期限：10/21（金）） 

     https://forms.office.com/r/20CZrc13i0 

※１：メールアドレスは間違えると聴講のご案内メールができませんので正しくご記入下さい。 

 

※２：申込多数の場合、人数を調整させていただくことがありますのでご了承ください。 

   また、新型コロナウィルス感染症対策として、例年より定員を少なくしていますこと、 

   懇親会を行わないことをご了承ください。    

 

※３：今回の講習では、ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄを説明いたします。以下の HP からダウンロードして、ご持

参をお願いいたします。 

https://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/action/checkpoint.html 
【道路】補強土壁 
【橋梁（上部）】落橋防止システム 
【橋梁（補修・補強）】橋梁補修、橋脚耐震補強（RC 巻立て工法） 
【河川構造】堤防（耐震）、鋼製起伏堰 

 
※４：後日お送りするご案内メールに従って、会場で参加して下さい。 

   まとめてお申込みされた場合は、申込代表者あてに案内メールをお送りいたします。 

セミナー前日までに案内メールが届かない場合は、事務局までご連絡下さい。 

 

※５：非会員の方は参加費を事前にお振込み下さい。                        

なお、当日ご都合により欠席された場合は返金いたしません。                 

代理の方を補充してご参加ください。 

振込先：福岡銀行 博多駅東支店 (普通) No.１８７１１７７ 

(一社) 建設コンサルタンツ協会 九州支部 事務局長 吉田鉄治 

 

※６：申込期限を過ぎた場合は、品質向上委員会の各地域の幹事の方へご相談ください。 

   宮崎会場 ：ケイディエム      児玉委員 098-252-0696、kodama-h@kdmc.co.jp 

   鹿児島会場：建設技術コンサルタンツ 用皆委員 099-229-2800、youkai@cecon.co.jp 

   大分会場 ：九州建設コンサルタント 和藤委員 097-569-9632、qcon-sui2@kyucon.co.jp 

 

【お問い合わせ】 

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 事務局  TEL  ０９２-４３４-４３４０ 

                        メール qsinfo@jcca.or.jp   

令和４年度地域セミナー 

参加申込方法 


