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Ｍ Ｅ 育 成 講 座 

第 5 回「ふくしまＭＥ（基礎）コース」 

受講確認のお願い 

 

ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会 

 

皆様方には、第５回「ふくしまＭＥ（基礎）コース」にお申込みいただき誠

にありがとうございました。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期しておりました本講習会及び

試験について、下記の日程等で開催する運びとなりました。つきましては、改

めて皆様のご都合を確認し、受講者を選抜することにいたしましたので、同封

の「はがき」にて回答願います。なお、希望しない方におかれましても確認の

ため必ず返信願います。 

日程が変わりお手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。 

 

記 

・受講希望確認期間：令和 2年 7月 20日（月）～令和２年 7月 30日（木） 

・受講者選抜結果通知発送：令和 2年 8月 24 日（月） 

・受講料払込期間 ：令和 2年 8月 25 日（火）～令和 2年 9月 9日（水） 

          （ 期 日 厳 守 ） 

・実 施 場 所 ：福島県農業総合センター（郡山市日和田町）ほか 

          なお、現場実習は、福島県郡山市内において実施予定。 

・育 成 講 座 ：１日目 令和２年 ９月 ８日（火） 

２日目 令和２年 ９月１１日（金） 

３日目 令和２年 ９月１７日（木） 

４日目 令和２年 ９月２６日（土） 

５日目 令和２年１０月 ２日（金） 

・認 定 試 験：    令和２年１０月１７日（土）  

 ・認定試験合格者決定：令和２年１１月末 
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第 5回「ふくしまＭＥ（基礎）コース」の概要及び実施スケジュール 

 本コースは、公共土木施設に関して基本的な診断知識を有し、点検作業ができる技術者

「ふくしまＭＥ（基礎）」の育成を図るものです。 

 内容は、下記日程の５．５日間で構成され、講義から認定試験までを一貫して行います。

なお、講義及び実習のみ受講することは原則として認めません。（実施日により、曜日と会

場が異なりますのでご注意ください。） 

第５回の実施スケジュール及び講師等は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会場 講義時間 講 師

１日目  9:30～9:40 ＭＥ研修の意義、実施要領説明 福島県、事務局

 9月 8 日(火) 9:40～11:00 福島県の社会基盤施設の維持管理概要 福島県

交流棟 11:10～12:40 福島県の地形・地質
(一社)福島県地質調査業協会
熊谷広幸

多目的
ホール

13:30～15:00 舗装維持管理の基礎 日本大学工学部　前島拓助教

15:10～16:40 トンネル維持管理の基礎
(一社)建設コンサルタンツ協会東北
支部　尾崎裕司

２日目  9:30～10:20 斜面崩壊・落石の概論 日本大学工学部　中村晋教授

(公社)日本技術士会東北本部福島県支部

小沼千香四

交流棟 12:40～13:30 盛土・基礎地盤の崩壊・変形の概論 日本大学工学部　仙頭紀明教授

(公社)日本技術士会東北本部福島県支部

黒森伸夫

15:10～16:30 構造力学/鋼橋の基礎 日本大学工学部　笠野英行准教授

３日目  9:20～10:40 コンクリート橋の基礎 日本大学工学部　子田康弘教授

 9月17日(木) 10:50～12:00 部材劣化の基礎　（１） インフラ長寿命化研究会　髙橋明彦

保全；橋梁 交流棟 12:50～13:40 部材劣化の基礎　（２） インフラ長寿命化研究会　髙橋明彦

多目的
ホール

 13:50～15:10 保橋－８ 補修・補強の基礎 インフラ長寿命化研究会　髙橋明彦

15:20～16:40 鋼橋の損傷 インフラ長寿命化研究会　小室浩

４日目  9:30～10:50 保橋－７ 点検・診断の基礎　（１） インフラ長寿命化研究会　成井信

 9月26日(土) 11:00～12:20 点検・診断の基礎　（２） インフラ長寿命化研究会　成井信

保全；橋梁 交流棟 13:10～14:30 橋梁メンテナンスの概論と福島県橋梁管理の基礎 日本大学工学部　岩城一郎教授

多目的
ホール

14:40～16:00 コンクリート橋の損傷 インフラ長寿命化研究会　渡辺寛

５日目  9:00～12:00 保橋－９ 補修事例橋梁の実習

10月 2日(金) 13:00～15:00 保橋－10 意見交換会

３階 12:00～15:00 保橋－９ 補修事例橋梁の実習

中会議室 15:15～17:15 保橋－10 意見交換会

６日目
郡山ユ
ラックス
熱海

 10月17日(土)大会議室

福島県農
業総合セ
ンター

多目的
ホール

福島県農
業総合セ
ンター

福島県農
業総合セ
ンター

第 5 回 「 ふ く し ま Ⅿ Ｅ （ 基 礎 ） コ ー ス 」 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル

講 義 内 容

共－１

共－２

概説、
共通、
保全；構造

共－３

保構－１

保構－２

防－１

防災
保全；橋梁

防－３

13:40～15:00 防－４ 盛土・基礎地盤の点検基礎と対策

 9月11日(金) 10:30～11:50 防－２ 点検と防護の基礎

保全；橋梁
Ｂ
班

保橋－１

保橋－２

保橋－４

福島県農
業総合セ
ンター

ビックパ
レットふ
くしま

10:00～12:30 認定試験 － －

保橋－４

保橋－６

保橋－７

保橋－３

保橋－５

Ａ
班

日本大学工学部　子田康弘教授
　　　　　　　　笠野英行准教授
　　　　　　　　前島拓助教
インフラ長寿命化研究会
　　　　　　　　渡辺寛
　　　　　　　　小室浩
　他
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第５回 「ふくしまＭＥ（基礎）コース」 受講確認と受講者選抜について 

 

１． 受講者定員 

１００名程度 

２． 受講費用等  

受講料（受験料含む）  １００，０００円 

（ただし、ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会に参画する団体又は行

政機関に属する者は、５０，０００円とする。） 

なお、受講者決定通知後に参加を取消した場合、育成講座の途中で欠席となった

場合でも受講料は返還いたしません。 

３． 受講確認手続き 

（１）次の期間内に同封したはがきを投函願います。 

令和２年７月２０日（月） ～ 令和２年７月３０日（木）（消印有効） 

（２）提出方法 

同封の「はがき」に受講の「希望」又は「辞退」を記入し、ふくしまインフラメ

ンテナンス技術者育成協議会事務局宛て投函すること（７月３１日（金）以降の持

ち込み及び消印は受理しません）。 

日程が合わず辞退した方、希望したが選抜されなかった方、確認のハガキを出さ

ない方などにより今回受講できなかった方で、引き続き本コースの受講を希望され

る方におかれましては、大変申し訳ありませんが第 6回以降の募集時に改めて申し

込みが必要となりますのでよろしくお願いします。 

（３）提出先 

ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会 事務局 

〒960-8061 福島県福島市五月町 4番 25号（福島県建設センター６階） 

 

４． 受講者の選抜 

（１）選抜方法 

既に提出の受講申請書類及び今回の受講確認に基づき厳正に審査し、受講者を選

抜します。 

 なお選抜にあたっては、応募者の所属、地域性等を考慮し行います。  

（２）選抜結果の通知 

令和２年８月２４日付けで、選抜結果の通知書を本人宛に郵送します。 

なお、この日より１週間を経過しても選抜結果通知書が届かない場合には、事務

局までお問い合わせください。 

（注）選抜結果通知の際、受講料納付方法についてお知らせしますが、指定した期

日までに受講料の入金がない場合には、受講できませんのでご注意願います。 

５． 個人情報の取扱い 

提出された申込書等に記載された氏名、生年月日、住所、電話番号等の個人情報は、ふ

くしまインフラメンテナンス技術者育成協議会事務局が責任をもって管理します。 
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６． 受講修了、認定等について 

（１） 受講修了証の交付 

本コースの全課程を受講した者に対し、受講修了証を交付します。 

なお、レポート課題等の未提出が一部でもあった場合や、遅刻、欠席が一部でも

あった場合には、原則として受講修了証は交付しません。 

ただし、不可避の理由（※１）による遅刻、欠席（※２）の場合のみ、次回のＭＥ育成講

座「ふくしまＭＥ（基礎）コース」（以下、「次回基礎コース」という。）において、

受講できなかった講義を一度のみ受講料免除の上受講でき、受講することで本コー

スの全課程を受講したものとして受講修了証を交付します。 

※１ 不可避の理由：３親等以内の忌引き、不慮の事故などの場合で、「欠席（遅刻）理由届」（様式４）を

提出する必要があります。 

※２ 欠席が２日を超える場合を除きます。  

（２） 認定試験 

本コースの受講修了証の交付を受けた者のみ、認定試験を受けることができます。 

なお、今回の認定試験において下記①～③に該当する者は、次回基礎コースの認

定試験を一度のみ受験することができます。さらに、下記①及び②に該当する者に

ついては、次回基礎コースの受講を免除します。 

① 認定試験において不合格となった者（受験料５，０００円） 

② 受講修了証の交付を受けたが受験できなかった者（受験料 無料） 

③ 不可避の理由により遅刻、欠席した者で、次回基礎コースを受講し受講修了証

の交付を受けた者（受験料 無料） 

（３） 認定証の交付 

認定試験後、審査委員会、協議会の審議を経て、試験に合格した者には「ふくし

まＭＥ（基礎）」の認定証を交付します。 

なお、認定証の有効期間は、５年間（更新制）とします。 

（４）合格者の発表 

令和２年１１月末に、合格者の受講番号をふくしまインフラメンテナンス技術者

育成協議会ＨＰ上に掲載するとともに、「ふくしまＭＥ（基礎）」の認定証を本人宛

に郵送します。 

７．問合せ先 

ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会 事務局 

ＴＥＬ：０２４－５６３－１３２１  

ＵＲＬ：http://www.fukushima-infra-maintenance.jp/ 

http://www.fukushima-infra-maintenance.jp/

