CPDS
最大８ユニット

令和 4 年度

下水道工事積算実務講習会
主催：一般財団法人 建 設 物 価 調 査 会
後援：一般社団法人 全日本建設技術協会
令和 3 年度末における全国の汚水処理人口普及率は 92.6%。水害対策や水質改善を目的とした高度処理などの必要性
が顕在化してきており、着実に下水道整備を進めなければなりません。
本講習会は、2 日間で開催いたします。1 日目は特別講演、2 日目が本編となります。どちらか片方のみでのご参加も
いただけます。ぜひご参加ください。

1.日程等
開催地

日程

東京

11 月 24 日（木）

15:00-16:00

11 月 25 日（金）

9:00-17:00

12 月 15 日（木）

15:00-16:00

12 月 16 日（金）

9:00-17:00

大阪

時間

会場

住所

浜離宮建設プラザ 大会議室

東京都中央区築地 5-5-12

新梅田研修センター M ホール

大阪府大阪市福島区福島 6-22-20

2.カリキュラム
日程

内容

講師

1 日目
15:00-16:00

特別講演「下水道整備の現状と予算」
1.下水道に係る政策の概要
2.下水道関係予算（令和 5 年度概算要求）
3.日本下水道事業団 第 6 次中期経営計画の概要

地方共同法人 日本下水道事業団
理事長 森岡 泰裕 氏

2 日目
9:00-17:00

講義「下水道工事費の積算」
1.下水道管きょ施設の概要
(1)管きょ更生工法
（工法概要、工法選定の注意点、設計上の留意点等）
(2)小口径管推進工法、中大口径管推進工法、開削工法
2.令和 4 年度 下水道用設計標準歩掛表の主な改訂内容
3.下水道工事費の積算
工事費の構成、直接工事費、間接工事費、一般管理費等

一般財団法人 建設物価調査会
専任講師

演習
1.開削工法による工事を例として設計書を作成・解説
2.管きょ更生工法による工事を例として設計書を作成・解説
※途中休憩あり
※講習内容は一部変更になる場合があります。

3.配信
1 日目の特別講演のみ、配信もございます。2 日目の配信はございません。
プラットフォーム
ZOOM

日程
12 月 19 日（月）

YouTube

時間

CPDS 認定

CPD 認定

15:00-16:00

1 ユニット※

なし

指定なし

なし

なし

12 月 20 日（火）～1 月 31 日（火）

※会場にご参加の場合、配信の受講による CPDS 取得はできません。
■注意事項
1.ZOOM および YouTube の操作方法ほかに関する全てのお問い合せは、当会ではお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
2.安定したインターネット環境下でご参加ください。映像や音声が正しく受信できない可能性があります。
3.ZOOM 配信は万全を期して実施いたしますが、機材やアプリケーション、回線等のトラブルにより、配信中止となる可能性がございます。この場
合、当会は一切の責任を負わないものといたします。
4.第三者への配信 URL の共有・転送等は禁止いたします。ZOOM では視聴者の同時接続数に限りがあります。第三者が接続されると本来のお申込者
が見られなくなる可能性があるため、絶対におやめください。
5.配信映像の撮影、録画、録音等の行為は禁止いたします。
6 その他、配信を視聴できなかったことにより発生した一切の損害、損失、不利益等について、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了
承ください。

4.テキスト
改訂 31 版 下水道工事積算の実際（一般財団法人 建設物価調査会 発行）9,680 円（税込）
2 日目で使用いたします。受講予定の方はご購入をお勧めいたします。
5.受講料
参加される日程により異なります。詳しくは以下をご参照ください。
1 日目

2 日目

配信

無料

11,000 円（税込）／名※

無料

※1 テキストをご購入済みあるいは添付の申込書でご購入の方は、1 冊につき 2 名様まで無料となります。
※2 無料化の条件は、2 名の受講者が同一会社・同一住所の場合に限ります。
※3 2 日目の受講者が 3 名以上の場合、3 名目より受講料が発生しますが、テキストの追加購入で無料となります。
☆受講料の考え方
参加日程
受講料（税込）
1 日目

2 日目

配信

●

●

●

●

●
●

●

11,000 円／名
11,000 円／名

●

11,000 円／名

●

無料

●

無料
●

11,000 円／名
●

6.持参物
(1)筆記用具 (2)関数電卓※1 (3)受講票 (4)テキスト※2
※1 2 日目に使用。対応のスマートフォンでも可。
※2 2 日目に使用。

無料

7.参加の流れ
(1)会場受講
①添付申込書にご記入の上、FAX でお送りください。
②開催前日までに、受講票をメールでお送りします。あらかじめ「@kensetu-bukka-s.co.jp」からメールが受信でき
る設定にしておいてください。
③受講票をプリントアウトし、当日受付にお持ちください。
(2)配信受講
会場受講の有無に関わらず別途、オンラインショップ「建設物価 BookStore」よりお申込みください。
8.継続学習制度
(1)CPDS（会場受講）
①学習履歴申請は、講習会終了後、当会が一括して代行申請いたします。
②代行申請の受付を講習会当日に行います。CPDS 技術者証が必要となります。ご希望の方は必ずお持ちください。
(2)CPDS（Zoom 受講）
①学習履歴申請は各自でお願いいたします。
②配信後、翌営業日中にアンケートフォームを送信いたします。回答いただき、一定条件を満たした方に受講証明書
をお送りいたします。
(3)全建 CPD（会場受講）
学習履歴申請は各自でお願いいたします。
(4)その他 CPD
①学習履歴申請は各自でお願いいたします。
②講習会当日、所属団体指定の申請書に受講証明印を押印いたします。ご希望の方は必ずお持ちください。
9.お支払い
受講料等が発生する場合、開催後に請求書をお送りいたします。新型コロナウイルスの感染状況により開催を中止す
る場合がございますので、開催後のお支払いをお願いいたします。
10.お申し込みの取り消し
(1)本講習会は、当会の「講習会利用規約」
（2.お申し込みの取り消し）適用外とし、開催日当日までお申し込みの取り
消しを承ります。ご希望の方は、必ずご連絡をお願いいたします。
(2)テキストについても、お渡し前であればお申し込みの取り消しを承ります。
(3)お申込みを取り消された場合、当日配付資料は送付いたしません。
(4)受講者の変更については、会場受付にて承りますので、事前のご連絡は結構です。名刺等お名前の確認できるもの
をお持ちください。
11.感染症対策
(1)新型コロナウイルス感染拡大防止措置として、定員を従来の 50％としております。
(2)新型コロナウイルス感染拡大防止については、国及び自治体の方針に従います。
(3)感染症拡大の状況によっては、安全を考慮し開催を中止する場合があります 。
12.問い合わせ先
一般財団法人 建設物価調査会
＜講習会業務代行＞株式会社 建設物価サービス 本社 販売事業部
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 10-11 TEL 03-3663-8711 FAX 03-3663-1378

FAX 03-3663-1378
オンラインショップ「建設物価BookStore」記載の「ご利用規約」「プライバシーポリシー」
が適用されます。同意のうえ、お申込みください。

令和 4 年度「下水道工事積算実務講習会」申込書
カナ

事業所
部署

担当者
〒

住所

TEL

FAX

MAIL

※受講票送信先

テキスト

カナ

□購入する □購入済 □購入しない
受講者

ご参加される全ての日程に☑を付けてください

1

東京
□11 月 24 日（木）

大阪
□11 月 25 日（金）

□12 月 15 日（木）

□12 月 16 日（金）
テキスト

カナ

□購入する □購入済 □購入しない
受講者

ご参加される全ての日程に☑を付けてください

2

東京
□11 月 24 日（木）

料金

大阪
□11 月 25 日（金）

1.受 講 料 11,000 円×

名＝

円

2.受 講 料

0 円×

名＝

円

3.テキスト 9,680 円×

名＝

円

合計

□12 月 15 日（木）

□12 月 16 日（金）

※テキスト購入済の方は、表紙のコピーを同送
願います。

円

申込書にご記入いただきました内容は、発送、請求書等の手続きに利用するほか、(一財)建設物価調査会が開催する講習会、刊行物のご案内を
郵便、FAX、メール等にてお送りするために利用させていただきます。これらの案内が不要の場合は、チェックをご記入ください。□不要

<1043＞

配信受講のお申し込みはウェブサイト「建設物価 BookStore」のみで受け付けます。

