


２０２１年  月  日 

 

 

宮崎県生コンクリート工業組合事務局 行き 

FAX ０９８５－２４－７０５４ 

 

 

２０２１年度コンクリート関連技術者研修会参加申込書（土木技士会 CPDS） 
 

 

１．研修日時  ２０２１年１０月２５日（月） ９時３０分～１６時００分 

２．場  所  JA・AZM 本館大ホール 宮崎市霧島１丁目１番１ 

 

会社名  

所在地  

TEL  FAX  

  

フリガナ 土木技士会 

CPDS 番号 

所属部課名・ 

役職名 

弁当申込み

の方は○ 受講者名 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

《備考》◎代行申請をした場合、個人での履歴申請ができません。この研修会は、技士会で代行申

請しますので CPDS 番号を記載して下さい。 

◎申込書は、FAX にて送信して下さい。 

◎受講料（３，０００円）及び弁当（５５０円）を注文される方は、下記口座へ申込み締

め切りまでに振り込んで下さい。 

（２名以上申込みは、振り込み手数料を無料としますので、振り込み手数料分を差し引い

て振り込んで下さい。） 

◎行政関係者はオブザーバー参加ですので、受講料は必要ありませんが、弁当を注文され

る方は当日現金にてお支払い下さい。  

      ◎研修会終了後、カードリーダーによる学習履歴申請（取得単位 6 ユニット）を行います

ので、磁気帯の付いた CPDS 技術者証をお持ちの方はご持参下さい。 

 

申込み締め切り   ２０２１年１０月１８日（月） 

 
《振込み先》 宮崎県生コンクリート工業組合  

                  宮崎市新別府町薦藁１９４８番地 

                   理事長 木田 正美 

                 (口座)宮崎銀行宮崎支店 普通貯金 1326921 

           《問合せ先》 TEL 0985-24-7025 担当 市川 



   ２０２１年  月  日 

 

宮崎県生コンクリート工業組合事務局 行き 

FAX ０９８５－２４－７０５４ 

 

 

２０２１年度コンクリート関連技術者研修会参加申込書（建築士会 CPD） 
 

 

１．研修日時  ２０２１年１０月２５日（月） ９時３０分～１６時００分 

２．場  所  JA・AZM 本館大ホール 宮崎市霧島１丁目１番１ 

 

 

会社名  

所在地  

TEL  FAX  

 

フリガナ 建築士会 

CPD 番号 

所属部課名・ 

役職名 

弁当申込み

の方は○ 受講者名 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

《備考》◎申込書は、FAX にて送信して下さい。 

◎受講料（３，０００円）及び弁当（５５０円）を注文される方は、下記口座へ申込み締

め切りまでに振り込んで下さい。 

（２名以上申込みは、振り込み手数料を無料としますので、振り込み手数料分を差し引い

て振り込んで下さい。） 

◎行政関係者はオブザーバー参加ですので、受講料は必要ありませんが、弁当を注文され

る方は当日現金にてお支払い下さい。  

      ◎建築士会（CPD）は、宮崎県建築協会にてまとめて登録いたします。 

 

申込み締め切り   ２０２１年１０月１８日（月） 

 

 
《振込み先》 宮崎県生コンクリート工業組合  

                  宮崎市新別府町薦藁１９４８番地 

                   理事長 木田 正美 

                 (口座)宮崎銀行宮崎支店 普通貯金 1326921 

           《問合せ先》 TEL 0985-24-7025 担当 市川 

 



   ２０２１年  月  日 

 

 

宮崎県生コンクリート工業組合事務局 行き 

FAX ０９８５－２４－７０５４ 

 

 

 

２０２１年度コンクリート関連技術者研修会参加申込書（行政関係・生コン関係） 
 

 

 

１．研修日時  ２０２１年１０月２５日（月） ９時３０分～１６時００分 

２．場  所  JA・AZM 本館大ホール 宮崎市霧島１丁目１番１ 

 

会社名  

所在地  

TEL  FAX  

  

  

フリガナ 所属部課名・役職名 弁当申込み

の方は○ 受講者名 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

《備考》 

◎行政関係者はオブザーバー参加ですので、受講料は必要ありませんが、弁当（５００

円）を注文される方は当日現金にてお支払い下さい。  

◎生コン工業組合員の受講料については、工業組合にて負担しますので受講料は必要あり

ません。弁当（５５０円）を注文される方は、当日現金にてお支払いください。 

      

申込み締め切り   ２０２１年１０月１８日（月） 

 

 
           《問合せ先》宮崎県生コンクリート工業組合  

TEL 0985-24-7025 担当 市川 

 

 

 



 

   ２０２１年  月  日 

 

宮崎県生コンクリート工業組合事務局 行き 

FAX ０９８５－２４－７０５４ 

 

 

２０２１年度コンクリート関連技術者研修会参加申込書（設計 CPD） 
 

 

１．研修日時  ２０２１年１０月２５日（月） ９時３０分～１６時００分 

２．場  所  JA・AZM 本館大ホール 宮崎市霧島１丁目１番１ 

 

 

会社名  

所在地  

TEL  FAX  

 

フリガナ 設計 

CPD 番号 

所属部課名・ 

役職名 

弁当申込み

の方は○ 受講者名 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

《備考》◎申込書は、FAX にて送信して下さい。 

◎受講料（３，０００円）及び弁当（５５０円）を注文される方は、下記口座へ申込み締

め切りまでに振り込んで下さい。 

（２名以上申込みは、振り込み手数料を無料としますので、振り込み手数料分を差し引い

て振り込んで下さい。） 

◎行政関係者はオブザーバー参加ですので、受講料は必要ありませんが、弁当を注文され

る方は当日現金にてお支払い下さい。  

       

申込み締め切り   ２０２１年１０月１８日（月） 

 

 
《振込み先》 宮崎県生コンクリート工業組合  

                  宮崎市新別府町薦藁１９４８番地 

                   理事長 木田 正美 

                 (口座)宮崎銀行宮崎支店 普通貯金 1326921 

           《問合せ先》 TEL 0985-24-7025 担当 市川 

 



 

2021 年度コンクリート関連技術者研修会案内図 

 

場所 JA・AZM 本館大ホール 

住所 宮崎市霧島１丁目１番地１  

TEL  ０９８５－３１－２０００ 

FAX ０９８５－３１－５７００ 

 

 

 

【宮崎空港からのアクセス】 

■宮崎交通バスにて橘通 3 丁目下車、デパート前バス停より平和台線（8 番線）へ乗り換え、花殿

町下車徒歩 1 分（約 40 分程度） 

■タクシー（約 30 分） 

■電車にて宮崎空港駅乗車、宮崎駅下車（約 15 分程度） 

 

【宮崎駅からのアクセス】 

■西口よりデパート前バス停まで徒歩 8 分、平和台線（8 番線）乗車、花殿町下車徒歩 1 分（約 20

分程度） 

■西口よりタクシー（約 10 分）  

駐車場は台数に限りがあり、ご利用出来ない場合があります。 

なるべく乗り合わせか、公共交通機関をご利用下さい。  



2021 年度コンクリート関連技術者研修会 (別紙)  

                (技士会 CPDS 登録番号 668597) 

(建築士会 CPD 登録番号 00382890) 
                （設計 CPD 登録番号 KT004897） 

    

 
主催 宮崎県生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業組合 
共催 一般社団法人宮崎県建設業協会 

宮崎県土木施工管理技士会 
一般社団法人宮崎県建築協会 

一般社団法人宮崎県測量設計業協会 
後援 国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所 

 宮崎県 
                             
１．日 時；２０２１年１０月２５日（月） ９時３０分～１６時００分 
２．会 場；JA・AZM 本館大ホール 宮崎市霧島 1 丁目 1 番地 1 
３．受講対象者； 建設業・設計・行政関係技術職員及び生コンクリート関係技術者等  
         合計２００名 
４．受講料；   一般４，０００円(共催関係会員３，０００円） 
 
５．開 会 

主催者あいさつ    

研修内容 

(1)演題「工事検査について」 60 分 9:30～10:30  

講師 宮崎県環境森林部・農政水産部・県土整備部共管工事検査課 

工事検査専門員 山下 修 

                          (休 憩)  10 分 

(2)演題「労働災害の現状と防止対策」           60 分  10:40～11:40  

講師 宮崎労働局 労働基準部 健康安全課 

地方産業安全専門官 木村 剛 

  
 

昼  食 60 分 11:40～12:40  
 

(3)演題「コンクリート分野における低炭素化技術の最新動向 」 60 分  12:40～13:40  

講師 熊本大学大学院 先端科学研究部 社会基盤環境部 

防災建築分野 准教授 尾上 幸造 

 

                          (休 憩)  10 分 
 

(4)演題「大淀川における防災・減災の取り組みについて」   60 分  13:50～14:50  

講師 国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 

総括地域防災調整官 平原 由夫 

(休 憩)  10 分 
 

(5)演題「コンクリートの温度ひび割れについて」       60 分  15:00～16:00  

講師 宮崎大学 名誉教授  中澤 隆雄 

（現 宮崎コンクリート研究所 所長） 

 

６．閉 会 


