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平成２３年１１月１８日
東北地方整備局

道路維持工事の道路巡回及び道路管理補助業務
技術講習会の開催について
東北地方整備局では平成２３年度より、道路維持工事に道路巡回を含め
た発注を行っております。このため、道路維持工事の受注を目指す企業
については、道路巡回を実施する担当技術者の育成が求められます。
また、道路管理補助業務（許認可審査・適正化指導業務（特殊車両通行
審査許可業務含む）道路施設監視業務、道路情報連絡業務）について、競
争入札に、より多くの企業に参加いただくよう、広く周知を図るとともに、
業務を実施する担当技術者の育成を促す必要があります。
このため、本講習会は、維持修繕工事の受注資格を持っている企業で技
術者の育成・指導を担当されている方及び道路管理補助業務の管理技術者
相当の資格を有する方を対象に、昨年度に引き続き開催することとしまし
たのでご案内します。
○開催日時及び会場
①開催日
平成２３年１２月７日（水）
②会 場
宮城県建設産業会館
（仙台市青葉区支倉町２－４８）０２２－２２５－８８５１
③時 間
受付 １２：００～１２：５０
講習 １３：００～１７：００
○講習対象

○定員

維持修繕工事の受注資格を持っている企業で技術者の育成を担当
されている方及び道路管理補助業務の管理技術者相当の資格を有す
る方
２００名

○申し込み方法
東北地方整備局ホームページから申し込み用紙を印刷し、必要事項を記入のうえ
11月30日（当日消印有効）までに書留郵便で送付するか、持参願います。
〒９８０－８６０２
仙台市青葉区二日町９番１５号
東北地方整備局 道路部 道路管理課
※東北地方整備局ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/
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道路維持工事の道路巡回及び道路管理補助業務
技術講習会 募集要綱
１．開催趣旨
平成２３年度から東北地方整備局では各事務所が発注する道路維持工事に、
道路巡回を含めた発注を行っております。このため、道路維持工事の受注を目
指す企業については、道路巡回を実施する担当技術者の育成が求められます。
また、東北地方整備局管内の各事務所が発注する許認可審査・適正化指導業
務、特殊車両通行審査許可業務、道路施設監視業務、道路情報連絡業務（以下
「道路管理補助業務」という）については、競争入札により多くの企業に参加
いただくよう、広く周知を図るとともに、業務を実施する担当技術者の育成を
促す必要があります。
このような状況から、本講習会は、維持修繕工事の受注資格を持っている企
業で技術者の育成・指導を担当されている方及び道路管理補助業務の管理技術
者相当の資格を有する方を対象に開催するものです。
なお、本講習会の受講は、各事務所が発注する道路維持工事の資格・要件や、
道路管理補助業務の管理技術者の資格・要件とはなりません。
２．講習会の開催等
（１）講習会の受講対象者
１）道路維持工事の道路巡回
①東北地方整備局の有資格者名簿に登録され、維持修繕工事につ
いて一般競争（指名競争）参加資格の認定がなされ、道路法上
の道路の経常的維持工事（塗装、区画線、標識工事を除く）の
実績がある企業において、道路巡回の担当技術者の育成・指導
を担当されている方。
②道路管理補助業務において管理技術者相当の資格を有する方。
２）道路管理補助業務
①道路管理補助業務において管理技術者相当の資格を有する方。
※道路管理補助業務の管理技術者相当の資格
以下のいずれかの資格を有する方
・技術士（総合技術監理部門ー建設又は建設部門）
・１級土木施工管理技士
・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１
級技術者
・RCCM 又は RCCM と同等の能力を有する方※１（技術士部門
と同様の部門に限る）
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・道路法７１条第４項の道路監理員の経験１年以上有する方
・道路又は河川関係の技術的行政経験を２５年以上有する方
※１「RCCM と同等の能力を有する方」とは、RCCM 試験に合
格しているが、転職等により登録が出来ない立場にある方。
２）受講の申し込み
受講の申込書の提出等は次の通りです。
①受講申込受付期間
平成２３年１１月３０日（水）（当日消印有効）
②提出先
〒９８０－８６０２
東北地方整備局
℡

仙台市青葉区二日町９番１５号

道路部

道路管理課

０２２－２２５－２１７１

③提出書類
・受講申込書

様式ー１

東北地方整備局ホームページから申し込み用紙を印刷し、必要事
項を記入願います。
※東北地方整備局ホームページ

http://www.thr.mlit.go.jp/

・受講資格確認のための写し（道路管理補助業務受講申し込みの方）
④書類の提出方法
提出書類は、書留郵便で送付するか、持参（受付期間は、平成23
年11月30日（木）17:00まで）願います。
⑤郵送する際は封筒の表面に「技術講習会

受講申し込み書

在中」

と記載してください。
３）受講資格確認結果について
道路管理補助業務受講申し込みの方について、申込書と同封された
資格証の写しにより受講資格を確認させていただき、受講対象となら
ない方には１１月３０日～１２月２日の間に連絡いたします。
３．講習会の日時、会場
①開催日

平成２３年１２月７日（水）

②会

宮城県建設産業会館

場

（宮城県仙台市青葉区支倉町２－４８）
０２２－２２５－８８５１
③時

間

受付

１２：００～１２：５０

講習

１３：００～１７：００
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注１講習会の受付は上記の時間帯で、道路維持工事の道路巡回と道路管理補
助業務を一緒に行います。
注２講習は道路維持工事の道路巡回から行います。道路巡回の講習終了後、
道路維持工事の道路巡回のみ受講の方は退席いただきますので受講証の
交付を受けてお帰り下さい。
注３引き続き道路管理補助業務の講習を行いますので受講される方はそのま
まお待ち下さい。
４．注意事項等
（１）道路維持工事の道路巡回に関する講習のみ受講の方
①

携行品
・所属会社を確認するため、ご名刺をいただきます。
・筆記具
※「講習会テキスト」は会場では配布しませんので、「東北地方
整備局ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/」から各自ダウン
ロードして持参してください。

②

注意事項
・講習会当日は講習会の始まる１０分前までに受け付けを済ま
せ、所定の会場へ入り静かにお待ち下さい
・受講態度が不適切である者は、講習会を受講したとは認めない
場合があるので注意願います。
・交付される受講証は、3年間有効としますので大切に保管して
ください。
・講習会会場では、駐車場を準備しておりません。公共交通機関
でお越し下さい。

③

個人情報の取り扱い
・受講申込書により取得した個人情報は、講習会の実施、受講証
書の交付を行うための情報として利用し、それ以外の目的では
使用しません。

（２）道路管理補助業務を受講の方
①

携行品
・写真付き身分証明書（運転免許証等）＜本人確認を行うため＞
・筆記具
※「講習会テキスト」は会場では配布しませんので、「東北地方
整備局ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/」から各自ダウン
ロードして持参してください。
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②

注意事項
・講習会当日は講習会の始まる10分前までに受け付けを済ませ、
所定の会場へ入り静かにお待ち下さい
・道路管理補助業務（許認可・適正化業務、特車申請審査許可業
務、施設監視・情報連絡業務）全てを受講しない者及び受講態
度が不適切である者は、講習会を受講したとは認めない場合が
あるので注意願います。
・受講証は各事務所が発注する道路公物管理補助業務の総合評価
において、実施方針・実施体制の「担当技術者の技術力確保及
び向上に向けた取り組みが具体的に示されている場合」を判断
する予定であり、その際に、受講証による受講修了者の確認に
用い、修了者による社内教育体制が適切にとられている場合に
優位に評価することとなります。
・交付される受講証は、３年間有効としますので大切に保管して
ください。
・講習会会場では、駐車場を準備しておりません。公共交通機関
でお越し下さい。

③個人情報の取り扱い
・受講申込書により取得した個人情報は、講習会の実施、受講証
書の交付を行うための情報として利用し、それ以外の目的では
使用しません。
（３）昨年度に同講習会を受講された方
・今回の講習内容は、基本的に昨年度講習会と同様のものになり
ます。
・昨年度発行の受講証は３年間有効ですので、今回の参加希望者
が多い場合は、未だ受講していない方を優先させていただくこ
とがあります。
５．問い合わせ先
〒９８０－８６０２
東北地方整備局
℡

仙台市青葉区二日町９番１５号

道路部

道路管理課

０２２－２２５－２１７１

〔メールアドレス〕
doukan-kosyukai@thr.mlit.go.jp
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管理係

平成２３年度

道路維持工事の道路巡回及び道路管理補助業務
技

術

講

習

会

１

日

時

平成２３年１２月７日（水）１３：００～１７：００

２

場

所

宮城県建設産業会館
（宮城県仙台市青葉区支倉町２－４８）
０２２－２２５－８８５１

３

主

催

４

次

第

東北地方整備局

１３:００～１３:２０

道路部

道路巡回・管理補助業務の概要
東北地方整備局

１３:２０～１４:１０

（１４：１０～１４：２０

１５:２０～１６:１０

道路管理課

許認可審査・適正化指導業務担当技術者の業務

休

憩

道路部

路政課

）

特殊車両通行許可審査業務担当技術者の業務
東北地方整備局

１６:１０～１６:４５

道路部

維持工事企業担当者退場、受講証交付）

東北地方整備局
（

道路管理課

道路巡回担当技術者の業務
東北地方整備局

１４:２０～１５:１０

道路部

道路部

交通対策課

道路施設監視･情報連絡業務担当技術者の業務
道路情報連絡業務担当技術者の業務
東北地方整備局

（１６：４５～１７：００

道路部

道路管理課

連絡事項及び受講証交付）

様式ー１

番号

-

平成２３年度 道路維持工事の道路巡回及び道路管理補助業務技術講習会
受 講 申 込 書
※受講を申し込まれる方どちらか１つに○を付けてください。
１．道路維持工事の道路巡回のみ申し込み
２．道路維持工事の道路巡回及び道路管理補助業務を申し込み

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ

〒

氏 名

-

現住所
TEL

生年月日 昭和

年

月

）

（

）

日
〒

勤務先

（

-

勤務先
所在地
TEL

１．技術士（総合技術監理部門ー建設又は建設部門）
２．１級土木施工管理技士
３．土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１級技術者

２．道路管理補助業務技術講習会
の講習を受けるための資格

４．RCCM又はRCCMと同等の能力を有する方※１（技術士部門と同様の部門に限る）
※１「RCCMと同等の能力を有する方」とは、RCCM試験に合格しているが、転職等により
登録が出来ない立場にある方。
５．道路法７１条第４項の道路監理員の経験１年以上有する方
６．道路又は河川関係の技術的行政経験を２５年以上有する方

※受講資格確認のための写しを添付してください。

