
1.日時・会場
ｾﾐﾅｰ№ 会場名 定員

□　第6回 仙台会場 2010年2月18日 （木) 30名

□　第7回 大崎会場 2010年2月19日 (金) 30名

　　◆誠に恐れ入りますが、別添「参加申込書」に、ご希望の会場を記入いただき、弊社まで事前登録の程よろしくお願いします。

　　◆各会場とも定員になり次第締め切らせていただきます故、お早めにお申し込みくださいませ。

2.受講料 無料

3.プログラム
13:20 ㈱イマギイレ
13:25
13:30 ◎「総合評価方式」における施工計画書 ≪講師≫ 建設施工学アカデミー

　　技術提案書の作成手順 技術顧問 川人敏幸

15:00 ◎総合評価方式の技術提案書作成について ≪講師≫ 建設施工学アカデミー
　　宮城県における総合評価方式の現状と対策 技術顧問 川人敏幸

15:50 ◎施工計画書作成支援システムについて ≪講師≫ 建設施工学アカデミー
　　システム概要説明 促進部 田中誠
　　システムを使った施工計画書作成方法説明

16:30   「NETIS有用な新技術」「ハイブリット建機」のご提案 ㈱イマギイレ　
16:40

4.CPDSおよびCPD継続学習認定講習
ユニット数 3 unit

　　◆本セミナーは、CPDS（土木施工管理技士会連合会）とCPD（社団法人土木学会）に認定されたものです。
　　　CPDSおよびCPD受講証明書はセミナー後に郵送いたします。
　　◆CPDSカードリーダーで申請が可能です。CPDSカードを会場までお持ちください。

・・・・・休憩・・・・・

・・・・・休憩・・・・・

・・・・・終了・解散・・・・・

宮城県仙台市宮城野区幸町4-5-1

宮城県大崎市古川東町5-46　

・・・・・集合・開場・受付・・・・・
・・・・・Orientation・・・・・

古川商工会議所

 建設産業界は、構造改善事業の一環として国土交通省を主導に様々な構造改善策を打ち出してます。特に
今後の総合評価方式は、対象工事も拡大傾向にあります。また、より安全で品質の高い社会資本整備を進
めていくために、公共工事の品質確保の促進を目的とした品確法が、平成17年4月に制定されました。
 これに伴い公共工事の入札が、価格のみの評価に技術加算点を加えた総合評価方式となり、地方自治体に
おいても導入する動きが活発になっております。このような背景から、総合評価方式の技術提案書作成に
ついての知識を深めていただく事を目的に標記セミナーを開催いたします。
 本セミナーは、事例を元に学識経験者が「施工計画書作成実務」の注意点と宮城県における総合評価方式
の現状等を、分かり易く説明させていただきます。
 つきましては、一人でも多くの皆様にご参加賜りたく、宮城県２か所の会場で開催させていただくことと
しました。ご多忙中とは存知ますが、是非、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

日時 場所 住所

エスポールみやぎ　

CPDS
CPD 3ﾕﾆｯﾄ

認定ｾﾐﾅｰ建設情報化セミナー開催のご案内

総合評価方式の

主 催

株式会社 イマギイレ 東北支店

セミナー事務局 （担当：南條・中居）

仙台市青葉区一番町2-1-2 NOF仙台青葉通りビル

8階

共 催

株式会社 建設施工学アカデミー

東京都新宿区西新宿５－１７－１１

TEL 03-5321-7277  FAX  03-5339-2526



講師ご紹介（建設施工学アカデミー：技術監修者）

技術最高顧問 技術最高顧問（コンサルティング）
　平岡　成明 Shigeaki Hiraoka 　吉田　信雄　Nobuo Yoshida
　　博士（工学　論文　ソイルモルタル応用工法の研究） 　　技術士（建設部門）No24976
　　技術士No7247（土質及び基礎　論文　地下鉄工事の逆巻き工法） 　　一級土木施工管理技士No403724
　　一級土木施工管理技士No.40361 　　品確技術者（関東地方整備局）
　　元ISO9000主任審査員A3022　etc. 　　測量士S52-5365

　　ＣＡＬＳ/ＥＣエキスパートNo02-14-10197
・東京教育大学農学部農業工学科卒業 ・武蔵工業大学卒業
・鹿島建設(株)本社 ・前田建設工業(株)工事部長
　地中連続壁プロジェクトリーダー ・技術部長
　工務部部長品質保証委員会土木部会幹事長 ・情報システム部長
　技術本部次長 ・土工協CALSWG副座長建設情報化協議会理事。
・地中連続壁基礎協会　積算チーム主査 ・土木工事ポケットブックシリーズ
・日本土木工業協会CALS検討WG座長 　品質管理とISO(1編7章4節)
・公共調達コンソーシアム ＷＧ2の主査 　建設CALS/EC(4章、6章2節)
・建設大学校講師（仮設の安全）
・千葉工業大学土木工学科講師 技術顧問（コンサルティング）
・（財）建材試験センターISO9001嘱託審査員 　川人　敏幸 Toshiyuki Kawahito
・（有）建設アイ・ティ研究所設立　etc. 　　監理技術者資格No30264327
・技術士を目指して 施工計画・施工設備および積算 　　測量士NoS50-1338
・地中連続壁の安定液 　　第一種酸素欠乏危険作業主任者No54-34
・図解地中連続壁なんでも事典 　　1級土木施工管理技士No5104422
・大地を甦らせる地盤改良 　　甲種火薬類取扱保安責任者No2850
・仮設工事の問題点と安全対策 　　圧気工事施工管理士No872
・キャルス（ＣＡＬＳ）がもたらす高度情報通信社会と建設産業 　　高圧室内作業主任者No3706
・地盤改良工法　・品質管理と高度情報化 　　推進工事技士No17-3166
・土木工事ポケットブックシリーズ(編著者) 　　品確技術者（関東地方整備局）
・勝ち残るための工事成績評定マニュアル ・信州大学工学部土木工学科卒業
　etc. ・株式会社大本組　横浜支店　土木部長

　　　　　　　　　　　　大阪支店　土木部長
技術顧問（積算コンサルティング） 　　　　　　　　　　　　本社安全環境品質部　部長
山下　彦三郎 Hikosaburou Yamashita 　　　　　　　　　　　　東北支店　支店長
　測量士No2282

技術顧問（コンサルティング）
・国立熊本大学工学部土木工学科卒業 　飯島　康 Yasushi Iijima
・防衛施設庁入庁 　　中小企業診断士
・福岡防衛施設局 　　技術士
・那覇防衛施設局 　　建設業務支援アドバイザー
・福岡防衛施設局防衛施設庁 　　一級土木施工管理技士
・東京防衛施設局 　　建設業務経理事務士
・東日本高速(株) 　　ＶＥリーダー
・東京都住宅供給公社 ・東京工業大学工学部土木工学科卒業

・清水建設株式会社入社
技術顧問（コンサルティング）
　奥田　真司 Masashi Okuda 技術顧問（コンサルティング）
　　一級土木施工管理技士No5001400 　尾嶋　茂久 Shigehisa Ojima
　　一級建築施工管理技士No90301536 　　工学博士（プロジェクトマネージメント）
　　技術士補（建設部門）No25645 　　技術士　総合技術管理部門No.16719
　　測量士NoS48-4615 　　技術士　上下水道部門No.16719
　　公害防止主任管理者No5540 　　日本下水道事業団　第一種技術検定
　　第一種作業環境測定士No11-1123 　　一級土木施工管理技士No.5401452
　　CSP労働安全コンサルタント 土第2034 　　水質第一種公害防止管理者No.44486
　　環境カウンセラー（事業者部門）環境省 No2007111001 ・金沢大学　工学部土木工学科卒業
　　品確技術者（関東地方整備局） ・高知工科大学　大学院　博士後期課程修了

・東海大学海洋学部海洋土木工学科卒業 ・前田建設工業株式会社入社
・不動建設株式会社入社 ・同社　本店土木設計部　企画開発グループリーダー
　-東京都本店土木部設計　試験工事係 ・同社　本店土木エンジニアリング部　副部長
　-土木事業本部企画部　企画課長 ・同社　本店総合企画部　副部長
　-市場開発本部物流エンジニアリング部　部長 ・社会システム創研合同会社設立
　-環境事業部工務担当　主幹
・マイコンによる土木実用プログラム入門 技術顧問（港湾）
・作業所VEの計画マニュアル 　菊池　純一 Junichi Kikuchi
・作業所VEの実践マニュアル 　　一級土木施工管理技士No5102857
・焼却炉解体実務マニュアル 　　監理技術者資格No00030213276
・建設副産物管理マニュアル ・国立室蘭工業大学土木工学科卒業
・建設廃棄物処理委託契約書様式及び記入例 ・東洋建設(株)マニラ支店勤務後、営業部長

・社団法人マリンビーチ協会へ出向、調査研究部次長
・藤総業(株)ＩＳＯ品質管理、労務管理部長
etc.

主要経歴

主要経歴

主な著書

主要経歴

主要経歴

主要経歴

主な著書

主な著書

主要経歴

主要経歴

主要経歴



レ ｾﾐﾅｰ№ 会場名 場所

□ 第6回 仙台会場 2010年2月18日 (木) エスポールみやぎ　

□ 第7回 大崎会場 2010年2月19日 (金) 古川商工会議所

↑ ご希望される会場の□欄に、レ点をご記入ください。

◆各会場とも定員になり次第締め切らせていただきます故、お早めにお申し込みくださいませ。

〒

FAX

所属

役職

所属

役職

　担当部署：東北支店

　営業担当者：南條

E-Mail

ご氏名

株式会社イマギイレ　セミナー事務局行き

日時

御社名

住　所

TEL

フリガナ

ご氏名

E-Mail

フリガナ
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総合評価方式の

CPDS
CPD 3ﾕﾆｯﾄ

認定ｾﾐﾅｰ

【個人情報の取り扱いについて】

ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社およびあらかじめ弊社と

の間で機密保持契約を締結している関連会社、業務委託先等において、電

子メールによる弊社商品、サービスのご紹介や対面営業を含むマーケティ

№6
 仙台会場
2010年2月18日

エスポールみやぎ　

022（293）4631 

仙台市宮城野区
幸町4-5-1

№7
 大崎会場
2010年2月19日

古川商工会議所

022（293）4631 

宮城県大崎市
古川東町5-46


