全建 NEWS

令和２年度公共工事品質確保技術者資格の
試験及び更新講習会の日程が決まりました
─公共工事品質確保技術者資格認定委員会─
令和２年４月13日（月）に予定していた公共工

②平 成29年度に登録更新手続きをすませた者
及び平成30年度に再登録した者
（①②共に、令和３年３年31日に登録有効期

間が満了する者）
③令 和２年３年31日で登録有効期間が満了し

事品質確保技術者資格認定委員会は、新型コロナウ

た者

イルス感染症拡大防止措置を考慮して委員会の開催

※会場の定員の範囲内で上記①〜③以外の者

を中止し、書面による決議を行いました。木下誠也
委員長（日本大学危機管理学部危機管理学科教授）
から委員８名に、書面をもつて意見を求めた結果、
下記の議事については原案のとおり承認いただきま
した。

に受講対象を拡大します。
（詳 細は、全建ホームページを参照してく
ださい。）
※対象者には登録更新申請用紙とともに通知

⃝令和２年度公共工事品質確保技術者試験

を送付します。
応募要

項（案）について
⃝令和２年度公共工事品質確保技術者資格登録更新
の手引き（案）について
⃝公共工事品質確保技技術者資格制度要綱の改定に
ついて

更新講習会実施都市と日程
札幌市
仙台市
東京都
令和２年10月９日（金） 令和２年10月23日（金） 令和２年９月２日（水）
新潟市
名古屋市
大阪市
令和２年10月23日（金） 令和２年10月30日（金） 令和２年11月13日（金）
広島市
高松市
福岡市
令和２年10月16日（金） 令和２年11月６日（金） 令和２年11月20日（金）

※日程等については、変更する場合があります。そ
の場合は、全建ホームページでお知らせします。

〈令和２年度の日程〉
⃝公共工事品質確保技術者試験（Ⅰ、Ⅱ共通）
申込書受付期間

公認会計士による独立監査人監査が行われました
─独立監査人監査─

令和２年６月１日（月）〜６月30日（火）
応募要項の配布
全建ホームページからダウンロードできます。
（http://www.zenken.com/hinkaku/hinkaku.html）
面接試験開催地と日程
札幌市
仙台市
東京都
令和２年10月10日
（土） 令和２年10月24日（土） 令和２年11月７日（土）
新潟市
名古屋市
大阪市
令和２年10月24日（土） 令和２年10月31日（土） 令和２年11月14日（土）
広島市
高松市
福岡市
令和２年10月17日（土） 令和２年11月７日（土） 令和２年11月21日（土）

⃝公共工事品質確保技術者資格登録更新講習
（Ⅰ、Ⅱ共通）
申込書受付期間
令和２年６月１日（月）～７月31日（金）
主な対象者
①平 成29年度の合格者で登録申請手続きをす
ませた者

令和２年４月27日（月）及び令和２年５月１日
（金）の両日にわたり、協会会議室において公認会
計士による独立監査人監査が行われました。
令和元年度の事業に関する財務諸表監査や令和元
年度の財産目録に対する監査が行われ、適正である
と認められました。

監事により令和元年度決算などが監査されました
─監事会─
令和２年５月11日（月）に予定していた監事会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止措置を考慮して
監事会の開催を中止し、書面による監査を行いまし
た。染谷康弘監事（元国土交通省港湾局建設課港湾
事業監理官）並びに青木秀幸監事（東京都下水道局
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建設部長）には、下記の事項に関する重要な決裁書

行いました。岡村次郎委員長（国土交通省大臣官房

類や会計帳簿等を監査いただき、適正な執行がなさ

技術調査課長）から委員15名に、書面をもつて意

れていると認められました。

見を求めた結果、下記の議事については原案のとお

⃝令和元年度事業報告について

り承認いただきました。

⃝令和元年度決算について

⃝建設技術講習会の開催について
＊第663回建設技術講習会（高知市）の開催につ

⃝公益目的支出計画実施報告について

いて
＊第664回建設技術講習会（札幌市）の開催につ

第262回研修委員会の書面による決議

いて

─研修委員会─

＊第665回建設技術講習会（金沢市）の開催につ

令和２年５月12日（火）に予定していた研修委

いて

員会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置を
考慮して委員会の開催を中止し、書面による決議を
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