【鹿児島県対象】

CPDS 認定講習 4 ユニット/人

インターネットによるライブ配信

CPDS Web Seminar

国土交通省 後援

第 588 回

建設産業育成支援 Web セミナーのご案内

■開催日時：2021 年 10 月 7 日(木) 13：00～17：00 (4 ユニット)
インターネットに接続されたパソコン(スピーカーと Web カメラ付き)があればその場でお手軽に
ご参加いただけます。
※この CPDS セミナーの取得ユニットに上限はありません。『年間６ユニットが上限』ではありません。
■セミナー概要/内容
1 部では i-Construction の定着から生産性や効率性の向上が図られ、作業環境も大きく変化している今後の建設
業としての働き方と施工品質の指標でもある工事成績評定や優良工事表彰にも関連する工事検査についてと技術
向上を目的に ICT 工事で優秀な成果を収めた企業からの事例紹介、2 部では建設業の主流となるデジタル化と繰り
返される事故や失敗を失敗学の視点などから考察について解説します。
経営者、並びに工事管理者の一助になる内容ですので是非ご参加ください。
講習内容

■第Ⅰ部

「九州地方整備局における品質確保の取り組み 2021」
～あらたな働き方と工事検査・工事成績評定等と ICT 工事優秀施工業者 事例紹介～
ICT 工事優良表彰 事例発表企業
株式会社 吉留組 ご担当者 様より
講師：国土交通省 九州地方整備局 企画部 技術管理課 課長補佐

山本 恭裕 氏

■第Ⅱ部

「コロナ禍の建設業 求められる業務効率化と多様な安全管理」
～ニューノーマルで不可欠なデジタル化～
～繰返される事故に失敗から学ぶ効果～
講師：公益財団法人 日本建設情報技術センター 上席調査役

齋藤 直樹

■その他
・新技術情報提供システム「NETIS」 登録技術のご紹介
■ 資 料 代

一般受講者様 3,000 円 (税込) / 名、鹿児島県建設業協会会員様 1,500 円 (税込) / 名

■ 定

98 名 (先着順)

員

■ 申込み方法

裏面の｢セミナーお申込み方法｣をご確認のうえ、ホームページ (Web) からお申込みください。

■ 締 切 り

2021 年 10 月 1 日(金)

17：00 迄 必着

■CPDS について 本セミナーの CPDS 学習履歴申請は主催者側で代行申請を行います。CPDS 申請をご希望の方は下記事項が必須です。

➀CPDS の登録番号の入力

(申込み時の注意点) ②CPDS 技術者証(カード)のスキャニングデータ、又は写真撮影した画像データの添付(顔写真や登録番号が確認できる程度のもの)
■ 主

催

公益財団法人 日本建設情報技術センター

■ 協

賛

一般社団法人 鹿児島県建設業協会

■ 後

援

■ 事務協力
■ 問合せ先

〒160-0004

890-0064

東京都新宿区四谷 1-4 四谷駅前ビル 3F

TEL.03-5368-1448

鹿児島市鴨池新町 6 番 10 号 鹿児島県建設センター内

FAX.03-5366-5132

TEL.099-257-9211

URL.https://www.jcitc.or.jp

FAX.099-257-9214

URL.http://kakenkyo.com/

国土交通省 / 一般財団法人 建設物価調査会 / 一般社団法人 全国建設業協会
全国建設業協同組合連合会 / 株式会社 日刊建設通信新聞社
株式会社コンピュータシステム研究所
〒890-0063

九州支社 鹿児島営業所

鹿児島市鴨池 1-31-6 財宝鴨池ビル 2F-B TEL:099-213-0496 FAX:099-213-0497

公益財団法人 日本建設情報技術センター 事務局 TEL.03-5368-1448 FAX.03-5366-5132 E-mail.info-org@jcitc.or.jp
お申込み方法は裏面へ

CPDS 認定

建設産業育成支援 Web セミナーお申込み方法

お申込みは Web からお願い致します。

JCITC

“JCITC”又は“日本建設情報技術センター”と検索
※スマートフォンからお申込みの際は下部の QR コードよりお申込みいただけます。

■参加の諸注意事項と CPDS 申請について※必ずお読みください
1.インターネットに接続されたパソコン(スピーカーと Web カメラ付き)を
ご準備のうえ、ご参加ください。なお、１台のパソコンに対し 1 名の参加とします。
2.Web セミナー視聴マニュアルを必ずご確認ください。(セミナー開催日の数日前にメールにて配付)
3.Web セミナーに参加するためには、Zoom で使用する【 名前 】を【受講番号】へ変更することが必要です。
変更されていない場合、セミナーに参加出来ませんので予めご了承願います。
【受講番号】は招待メール文の宛名の横に記載されています。
4.受付を受講者毎に指定された時間内に済ませ 13：00 から受講準備が整った方のみ、セミナーに参加できます。
5.下記の事柄を満たされた方のみ CPDS ユニットが付与されます。
・講義中に受講者の顔が WEB 上で常時確認がとれる状態。
・遅刻または途中退席、映像が非表示でない、且つ通信障害が 5 分以上無かった場合。
・セミナーアンケートにご回答いただけた受講者。

■お申込み方法
1. JCITC のホームページの画面(下図)右上にある「セミナー申込み」をクリックします。
2. セミナー申込み画面から参加ご希望セミナーの「詳細情報へ」をクリックします。
3. 参加ご希望のセミナー詳細画面の最下部にある「お申込みはこちら」をクリックします。
4. 申込みページから入力項目に従い、参加者情報(CPDS 申請情報含む)を入力します。

5. 申込み画面の「内容確認画面へ」ボタンをクリックします。
6. 入力内容に間違いがないかをご確認後、「送信」ボタンをクリックし申込みが完了します。
※お申込み受付は先着順とし、定員になり次第締め切ります。お早めにお申込みください。
●パソコンからのお申込みは
JCITC のホームページの画面右上に
ある「セミナー申込み」をクリック↓

●スマートフォンからの
お申込みはこちらから→

■資料代について
①資料代は、お申込み完了後、“受付完了メール”をご確認いただき郵便局の払込
取扱票をご利用のうえ期日までにお振込願います。お振込み手数料のご負担は、
お申込み者様側でお願いいたします。なお、お振込みは会社様毎でお願いいたし
ます。
※お振込期限：2021 年 10 月 1 日(金)
※払込取扱票の通信欄に ①社名 ②参加者名 ③参加日 ④県名 を必ずご記
入のうえ、お振込みをお願いいたします。
※口座番号・口座名義はお申込後の“受付完了メール”に記載しています。
必ずご確認いただきますようお願いいたします。
②資料代お振込後のご返金は致しかねますので予めご了承ください。
(受付時間内に受付されなかった場合も含む)

■お申込み後から受講までの流れについて
1. “受付完了メール”がご登録メールアドレスに自動送信されますのでご確認ください。
2.入金確認後、セミナー開催日の数日前に”Web セミナー参加招待メール”が送信されますのでご確認ください。
3.セミナー前日までに“Zoom 接続テスト”を行ってください。
4.セミナー当日は、参加招待メールに記載された指定時間内に必ず URL へアクセスし、待機をお願いいたします。
5.当日の受付は、10 時 00 分から 11 時 50 分までとなりますので時間内にお済ませください。
事務局より
お知らせ

① 欠席される場合は、お早めに事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。
連絡先：公益財団法人 日本建設情報技術センター 事務局 TEL.03-5368-1448 / Email.info-org@jcitc.or.jp
②お申込み数が開催規定人数に満たない場合は、止むを得ず開催を中止とさせていただく事もございます。予めご了承願います。

個人情報の取扱いに関して：本セミナー参加申込み時において、収集する受講者の個人情報は厳重な管理を行なうとともに以下のとおり取扱います。受講者は、本セミナーへの申込みをされるこ
とで、下記内容に同意されたものといたします。
・利用目的：当該セミナーの受講者管理及び今後の活動に関する情報提供・利用データ項目：氏名、団体名、部署・役職名、住所、電話番号、FAX 番号、E-mail アドレス

