平成２９年８月２２日

第２９回 「道路橋点検士技術研修会」のご案内
（一財）橋梁調査会
（一財）橋梁調査会では、これまで、68 回の橋梁点検技術研修会と 25 回の道路橋点検士技術研修会を
開催し、
基本知識及び現地実習の試験に合格した延べ約 12,760 名の点検技術研修修了者を養成するととも
に、26 年度からは「道路橋点検士」
、27 年度からは「道路橋点検士補」の認定を始めており平成 29 年 7
月時点で道路橋点検士 5,305 名、道路橋点検士補 694 名を認定しました。これらの技術者は、国をはじめ
地方公共団体における道路橋の点検業務での活躍が期待されております。今後、高度経済成長期に集中的
に建設された道路橋が急速に高齢化し、それに伴い損傷も急速に進展していくものと考えられており、従
来にも増して点検技術者が必要とされています。現在、平成 24 年 12 月に発生した笹子トンネル天井板崩
落事故を契機に、道路橋をはじめとする道路構造物全国一斉点検が行われ、国土交通省の社会資本メンテ
ナンス戦略小委員会の答申（平成 25 年 12 月）においては、法令や基準を理解し、個々の施設特性に応じ
た的確な点検・診断業務を確実に実施できる技術者・技能者の育成、点検や診断に関する資格制度の確立、
民間資格の活用、資格取得者による維持管理業務履行の推進を謳っている。さらに、
「公共工事の品質確保
の促進に関する法律」の改正においても、公共工事に関する調査（点検・診断を含む）及び設計に関し、
適切な知識又は技術を有する者の能力を十分に活用することによる品質確保（資格制度の活用等）が謳わ
れています。以上の状況に鑑み、道路橋の点検技術者の更なる技術力の向上や点検結果の精度・信頼性の
確保を図る必要があるため、(一財)橋梁調査会は平成 26 年度より「道路橋点検士」
、平成 27 年度からは「道
路橋点検士補」を創設し、道路橋の点検技術に関する民間資格として、推進しております。今後は、民間
資格として、更に道路橋点検技術者の技術力の向上に寄与してまいりますので、創設の趣旨を十分にご理
解いただき、道路橋点検の実務に積極的に携わろうとする意欲的な方々の参加をお待ちしています。
記

Ⅰ．内容
１． 目的
「橋梁定期点検要領(案)」
（平成 26 年 6 月 国土交通省国道・防災課）を正しく理解して、道路
橋の損傷状況を把握し、その結果を記録することのできる橋梁点検技術者の養成を目的とします。
２．日時
平成 29 年 10 月 31 日（火）13 時 00 分 ～ 11 月 2 日（木）16 時 00 分（3 日間）
(受付は初日 12 時 00 分からとなります)
３．会場
グランキューブ大阪３階イベントホールＡ
住
所 ： 大阪府大阪市北区中之島５丁目３－５１
交通機関 ： 京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」
（2 番出口すぐ）
、JR 環状線「福島
駅」から徒歩約 15 分、JR 東西線「新福島駅」
（3 番出口）から徒歩約 10 分、 阪神電
鉄「福島駅」
（3 番出口）から徒歩 10 分、地下鉄「阿波座駅」
（中央線 1 号出口・千日
前線 9 号出口）から徒歩約 15 分
別紙［研修会場案内図］参照
４．講義内容
別紙［研修会プログラム］参照
５．現地研修会場の道案内
現地会場の南武橋へは①阪神電鉄(本線) と ②阪神電鉄(武庫川線) または③徒歩 です。
「グランキューブ大阪」から南武橋の集合場所までの所要時間は、約 50～60 分です。
① 乗車駅は阪神本線「福島駅」
、乗換駅は「野田駅」
「尼崎駅」で、降車駅は「武庫川駅」です。
所要時間は 30～40 分です。
②
武庫川駅からは、阪神電鉄(武庫川線)で隣駅の「東鳴尾駅」に移動するのが楽（１駅乗車）で
すが、運行本数が少ないです。徒歩の場合は、武庫川駅で下車し、改札口横の電鉄跨線橋を渡り、
武庫川右岸沿いの道路を南下する方法があります。
以下に電車時刻を例示しますが、各自事前確認して下さい。
① (阪神本線) 福島駅
→
武庫川駅
12:43
→
13:11
① (阪神本線） 福島駅
12:53

→
→

野田駅
→
12:55(12:56) →
1

尼崎駅
13:02(13:04)

→
→

武庫川駅
13:06

② (阪神電鉄＜武庫川線＞） 武庫川駅 → 東鳴尾駅 → 南武橋右岸
→ 13:15
→ 13:17→(徒歩 10 分) 13:27
運転間隔 15～20 分で、乗車時間 1 分程度
（事前に「徒歩ルート」を確認してください。
）
③ (徒 歩）

武庫川駅 → 南武橋右岸
→ 13:06 →(徒歩 20 分) 13:26
（事前に「徒歩ルート」を確認してください。
）

６．受講資格
道路橋点検士になるには、研修会に参加するに当たり、道路橋に関する基礎的知識を有している必要
があるため、次の各項のいずれかを満たしていることが必要です。
(1) 大学院・大学卒業後 指定学科 3 年(指定学科以外 5 年)以上の橋梁に関する実務経験を有する
こと
(2) 短大・高専卒業後 指定学科 5 年(指定学科以外 7 年)以上の橋梁に関する実務経験を有すること
(3) 高校・専門学校卒業後 指定学科 7 年(指定学科以外 9 年)以上の橋梁に関する実務経験を有する
こと
(4) その他の学歴につきましては、担当までご相談下さい。
(5) 上記(1)～(3)における指定学科とは、土木工学、農業土木学、鉱山土木学、都市工学、衛生工学、
交通工学または緑地･造園学に関する学科をいう。
(6) 他の技術者資格の取得者における「橋梁に関する実務経験」記載の省略については、
「
（一財）橋
梁調査会の道路橋点検士パンフレット」の「道路橋点検士」資格の概要「道路橋点検士技術研修
会の受講資格」をご覧下さい。
７．定員
120 名
応募者が上記定員を超えた場合は抽選を行います。受講の可否については 8 月 28 日（月）頃、Ｅメー
ルで通知します。
８．受講料
50,000 円／名（消費税込み、昼食代は含みません）
なお、当調査会の賛助会員につきましては、各研修会につき所属する職員 1 名を 35,000 円（消費税込
み、昼食代は含みません）とします。優待券の送付先は賛助会員様の連絡先にお送りしております。
連絡先を確認される場合は、研修担当まで御連絡をお願い致します。
９．筆記試験
最終日に点検結果の整理（点検調書作成試験）
、橋梁基本知識および研修内容に関する試験を行いま
す。橋梁基本知識及び研修内容に関する試験は、以下のカテゴリーから出題します。
①道路橋維持管理の心構え
②道路橋維持管理に関する法令
③橋梁定期点検の考え方
④橋梁の基本構造
⑤橋梁の損傷
⑥点検の安全管理
⑦橋梁の設計・施工
⑧計測機器・非破壊試験機器
10．修了証
全講義を受講し(遅刻、早退は原則として認めません)、かつ筆記試験に合格された方には研修会終了
2 ヶ月後を目処に「道路橋点検士技術研修修了証」を交付します。不合格の方には「不合格通知」を
送付します。
筆記試験の合否判定は当調査会の定める判定基準に基づいて行いますが、その内容についてはお答え
できませんので、あらかじめご承知下さい。
11. 道路橋点検士及び道路橋点検士補
「
（橋梁調査会 認定）道路橋点検士」を取得・登録するには、上記「道路橋点検士研修会」修了証と
所定の実務経験を記載した「道路橋点検士業務経歴証明書」を提出する必要があります。
所定の実務経験とは、平成 16 年度以降における既設道路橋の点検・診断に関する１年以上の実務経験
（道路管理者においては、平成 16 年度以降における点検・診断を含む既設道路橋の維持管理に関する
2 年以上の業務実績）が必要となります。
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また、道路橋点検・診断等に関する実務経験が無い方及び不足している方は、道路橋点検士補に申請
することができます。
申請方法は、当調査会ホームページ「道路橋点検士登録申込」
「道路橋点検士補登録申込」欄をご覧く
ださい。

Ⅱ．応募
１． 応募方法
(１)応募の受付は 8 月 22 日（火）の 9:00～10:00 の 1 時間。
(２)応募者が定員を超えた場合は抽選で受講可能者を決定します。
受講の可否については、
8 月28 日
（月）
頃に E メールで通知します。
２．受講資格の確認
応募者が定員を超えた場合は抽選で受講可能者を決定し、受講可能者の通知を受けた方は、当調査
会のホームページから「業務経歴証明書」をダウンドーロして下さい。
「業務経歴証明書」は民間技術者の方も道路管理者の方も提出して下さい。
必要事項を記入した「業務経歴証明書」に上司の証明印および自身の認印を添えて下記事務局まで
郵送して下さい。送付期限は 9月6日（水）17:00までです。
事務局では提出いただいた「業務経歴証明書」にて、受講資格（橋梁に関する実務経験期間：
前項Ⅰ．内容 ６．受講資格 参照）を確認させていただきます。
また、下記（１）
（２）を業務経歴証明書と一緒に 9月6日（水）17:00までに研修担当まで
郵送して下さい。
(１) 「受講票」に貼付する顔写真１枚（サイズ横２５ｍｍ×縦３０ｍｍ、カラー写真が望ま
しい、裏にフルネームを記入のこと）
(２) 「修了証」送付用の返信用封筒（サイズ１２ｃｍ×２３．５ｃｍ（定型封筒）送り先を
記入、８２円切手貼付）
郵送していただきました業務経歴証明書は返却致しませんのでご了承ください。
３．ご注意
「業務経歴書」が事務局まで届かない場合、押印忘れ・記入漏れがあった場合は、応募完了とな
りませんのでご注意下さい。
（押印、学校名等、記入漏れがないか、発送前にご確認ください。
）

Ⅲ．受講可能者の手続き
１．受講案内書と請求書
受講可能者には、9 月 11 日（月）頃、
「受講案内書」と「請求書」をメールで送付します。
２．受講料の納付
(１) 受講料を 9 月 22 日（金）までに、当調査会の指定銀行口座へ振り込んで下さい。
詳細は、受講可能者に送付する「受講案内書」および「請求書」をご覧下さい。
なお、道路管理者の方は研修会受講後に請求書を郵送致します。
（納付期限 12 月 1 日（金）
）
(２) 入金後のキャンセルについては、10 月 17 日(火)17 時 00 分までに連絡いただいた場合にのみ、
受講料をお返しします。(振込手数料は受講可能者の負担となります。)
３．ご注意
(１) 申込者及び受講可能者の変更はできません。
(２) 研修２日目の現地会場への交通費が別途必要です。
（３) 宿泊、昼食は各自でご用意下さい。

Ⅳ．注意事項
応募書類に虚偽の記載をするなどの不正があった場合は、研修修了証を返納していただき、
２年間受できないこととなります。

一般財団法人 橋梁調査会 企画部 研修担当
〒１１２－００１３

東京都文京区音羽２－１０－２
音羽ＮＳビル８Ｆ
ＴＥＬ ０３－５９４０－７７４６ （直通）
ＦＡＸ ０３－５９４０－８０９９

（お問い合わせは平日の１０:００～１２:００、１３:００～１７:００まで）
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