ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎセミナー
~ｉ－Ｃｏｎ 貫徹の時代へ ~
(一社)日本建設機械施工協会中国支部、全測連中国地区協議会
(一社)中国建設弘済会、(公社)日本測量協会中国支部、
(公社)土木学会建設用ロボット委員会
国土交通省 中国地方整備局、国土地理院中国地方測量部、広島県（広島会場）
鳥取県（米子会場）
、(一社)ｵｰﾌﾟﾝ CAD ﾌｫｰﾏｯﾄ評議会、「測量の日」中国地区連絡協議会

主 催
共 催
後 援

拝啓 皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、平成２７年１１月に国土交通省が打ち出した『ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ』は平成２８年
度よりかつてないスピードで実施され、
「建設現場の生産性向上に向けて、測量・設計から、施工、さら
に管理にいたる全プロセスにおいて、情報化を前提とした新基準による取り組み」とされております。
『貫徹の年』と位置付けられた平成 31 年度は各県市町への展開や中国地方整備局では『中国 Ｌｉｇ
ｈｔ ＩＣＴ～小さくともきらりと光るＩＣＴ』が展開され、より小規模土工への導入が期待されてい
ます。フロントローディングでは測量設計との連携も課題解決に向けて動き始めます。昨年１２月にｉ
－Ｃｏｎ大賞、優秀賞を受賞された２社の発表やこの新基準の最新情報を紹介するセミナーを開催いた
しますので、多数の方々の参加をお願いいたします。
なお、当講習会は各機関により土木施工管理技士、ＲＣＣＭ、技術士、測量、設計資格取得者の継続
学習制度（ＣＰＤＳ）等の学習プログラムとして認定されており、参加者のうち希望者には受講証等を
発行します。
敬具
記
１．広島会場

平成 31 年 4 月 22 日（月） 広島県民文化センター多目的ホール

２．米子会場

平成 31 年 4 月 23 日（火） 米子コンベンションセンター 小ホール

３．講演内容

広島会場・米子会場共、同内容です。講演内容時間は変更する事があります。

広島市中区大手町 1 丁目 5-3
米子市末広町 294

12:30

受付開始・開場

全測連中国地区協議会
① 13:00~13:10 挨 拶
② 13:10~14:00 基調講演 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの最新情報
③ 14:00~14:30

国土交通省総合政策局

講 演

二瓶正康

22 日 機械施工管理官 赤星剛
23 日 工事品質調整官 安立宏
事例紹介 小規模現場で生産性向上を実現~i-Construction の殻を打ち破る~
㈱加藤組 取締役土木部長 原田英司
国土交通省中国地方整備局

④ 14:40~15:25

公共事業企画調整課 課長補佐

中国地方 建設現場の生産性向上について
企画部

⑤ 15:25~16:10 事例紹介 ～３次元データ活用！ＩＣＴ導入の勧め～
㈱大竹組

常務取締役 山西公彦

⑥ 16:10~17:05 事例紹介 小さなｉ－Ｃｏｎツール紹介／フロントローディング課題解決について
⑦ 17:05~17:10 挨 拶
４．定 員

（一社）日本建設機械施工協会中国支部
施工技術部会

實田泰之

（一社）日本建設機械施工協会中国支部

広島会場４５０名 米子会場２５０名（定員に達し次第参加を締め切らせて頂きます。）

５．資料代

資料代として下記のご負担をお願いします。
4 月 4 日(木)迄にお申し込みをされた機関の口座にご入金をお願いします。
4 月 4 日(木)でご入金を締切り、この時点でご入金がない場合は、受講できない事
があります。4 月 5 日(金)以降のキャンセルに関して費用の返金はできません。
費用のご返金は手数料を差し引かせて頂きます。
学生、行政団体の方

無

料

日本建設機械施工協会、全測連中国地区協議会、日本測量協会のいずれか
の会員又は会員企業に所属の方
お一人２，０００円
上記のいずれにも所属をされていない方

お一人４，０００円

６．申込方法 下記の何れかの機関に「別紙申込書（FAX 送信票）
」により、4 月 4 日（木）迄
にお申込下さい。
＊（一社）日本建設機械施工協会 中国支部
広島市中区八丁堀１２－２２ TEL 082-221-6841 FAX 082-221-6831
ホームページ、メールにても申込み出来ます。
http://jcmanet-chugoku.sakura.ne.jp/
E-mail：jcma-chugoku@mx41.tiki.ne.jp
口座番号： 広島銀行県庁支店 普通 No.0620653
口座名 ： 一社)日本建設機械施工協会中国支部
＊全測連中国地区協議会 （
（一社）鳥取県測量設計業協会）
鳥取市本町３丁目２０１番地 TEL 0857-26-9832 FAX 0857-26-9838
メールにても申込み出来ます。
E-mail：torisoku@alto.ocn.ne.jp
口座番号： 鳥取銀行産業会館支店 普通 No.308809
口座名 ： 全測連中国地区協議会 会長 大野木 昭夫（おおのぎあきお）
＊（公社）日本測量協会 中国支部
広島市中区国泰寺町１－３－２９ TEL082-544-6647 FAX 082-244-6515
口座番号： 広島銀行県庁支店 普通 No.0653870
口座名 ： 公益社団法人 日本測量協会中国支部
７．継続学習制度（ＣＰＤＳ）等について
このセミナーでは下記の受講証、参加証明書の発行が可能です。
参加申込の情報は各機関で共有をさせて頂きますので特定の方が２つの機関に重複して
申し込みをされる必要はございません。いずれかの機関にお申し込みをお願いします。
参加申込をされた方の変更は 4 月 12 日（金）迄とさせて頂き、それ以降の変更は受講証
参加証明書の発行はできない場合があります。
（下記のポイントは予定です）
＊土木施工管理技士
＊ＲＣＣＭ
＊技術士

４ポイント 日本建設機械施工協会中国支部にて発行
３.７５ポイント

同上

４ポイント

同上

＊設計（全測連会員企業の方のみ）４ポイント 全測連中国地区協議会にて発行
＊測量

４ポイント 日本測量協会中国支部

※両会場で受講された場合でも、学習履歴には一会場分のみのポイントが登録され、重複
登録はできません。

以上

ＦＡＸ送信票
申込先に
○印を記入
頂いて FAX

〇

をお願い
します⇒

(一社)日本建設機械施工協会中国支部
TEL 082-221-6841
FAX 082-221-6831
全測連中国地区協議会
TEL 0857-26-9832
FAX 0857-26-9838
(公社)日本測量協会中国支部
TEL082-544-6647
FAX 082-244-6515
平成３１年

ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎセミナー
実施日（平成 31 年 4 月 22・23 日）

：

月

日

参加申込書
4 月 4 日（木）

申込期限

定員になり次第、締め切らせて頂きます。
参加申込み多数の場合は１社当りの参加者を制限させて頂くこともあります。
会場名に〇印

ふりがな／参加者名
広島

所

属

土木

米子

資料代

継続学習制度

振込予定金額

円

証明書発行希望すべてに〇印

RCCM

技術

設計

４月４日迄に参加お申込みをされた機関の口座に
お振り込みをお願いいたします。

御社の所属されておられる機関すべてに○印を記入してください。
日本建設機械施工協会




各県

測量設計業協会

日本測量協会

所属欄は会社（学校）名と社（校）内で所属する部署（学科）等を記入下さい。
土木施工管理技士（土木）、ＲＣＣＭ（RCCM）
、技術士（技術）
、設計（設計）、
測量（測量）資格取得者で、継続学習制度（ＣＰＤＳ）等受講証の発行を希望
される方は該当欄に○印をしてください。

（ふりがな）

会社名（学校名）：

所属

申込担当者氏名（フルネーム）：

電話

所在地 〒

測量

