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建設の最前線で働く

います。また、このような難易度の高い工事では、私
一人の考えや経験では乗り越えられない課題も多く
あります。そのような困難にもメンバーと力を合わ
せ、一つ一つクリアできたことを誇りに思うととも
に、チームを代表して優良技術者表彰をしていただ
き大変嬉しく思います。そして、今回の工事に携わっ
ていただいたメンバーの皆さんには感謝の気持ち
でいっぱいです。

　親族が建設業界で働いていて、幼い頃から興味
がありました。なかでも、街に欠かせないインフラ
である土木に魅力を感じ、大学では土木を専攻し
ました。入社してからは現場一筋で鉄道工事を担
当してきました。鉄道工事は時間やエリアの制約
が多く大変なこともありますが、「自分がつくった」
と自信を持って言える「現場」で働くことに非常に
やりがいを感じています。本工事はまだまだ続きま
すので今後もチーム一丸となって確実に遂行して
いきたいと思います。

詳細は当会ホームページをご覧ください
https://www.to-gisi.com/

講習会実施報告（4月～6月）

日　時：（両日とも同一内容）
　第1回  2022年4月5日(火) 9：00～17：00
　第2回  2022年4月6日(水) 9：00～17：00
開催方法：オンラインセミナー
【基調講演】
　一般社団法人東京建設業協会 会長 今井 雅則 氏
　（戸田建設㈱ 代表取締役会長）
【実務講習】新入社員の基礎知識
　講師　会社の現場監督合同会社 
　　　　代表 市場 真理子 氏他
【講演】施工管理という仕事とは
　講師　清水建設㈱名古屋支店静岡営業所
　　　　所長　田和 英夫 氏
【実務講習】「建設業入門、入札体験」
　講師　徳倉建設㈱　取締役執行役員
　　　　技術本部長　鈴木　正司 氏
参加者：2日合計　242名

◆建設業新入社員研修会

講習会開催案内（7月～9月）

日　時：2022年7月13日（水）10:00～16:30
会　場：エッサム神田ホール2号
講　師：十河 茂幸 氏（近未来コンクリート研究会 代表）
内　容：
（1）コンクリート構造物に生じる不具合とその防止策
（2）コンクリートの品質確保のための施工技術
（3）初期欠陥にしないためのコンクリートの補修技術

●コンクリート施工技術講習会（6unit）

日　　時：2022年7月27日（水）13:00～17:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：東京都立大学　教授　砂金伸治氏
内　　容：トンネルに関する維持管理を理解するうえ
で必要となる設計及び施工の考え方、点検制度の概要、
実際のトンネルの変状等の実態、点検の留意点及び診
断の考え方を主に解説するとともに近年の技術の動向
や変状等の調査手法や対策手法に関して紹介します。
※（形態コード 103 ○注 年間上限 12ユニット対象）

●道路トンネルにおける維持管理の基礎（8unit）

日　　時：2022年8月25日（木）14:00～16:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：家入　龍太 氏
　　　　　㈱建設ITワールド　代表取締役
内　　容：BIM／CIMでは、構造物の3Dモデルに時間
軸を入れたものを4D、コスト軸を入れたものを5Dと呼
んでいる。これらの考え方を、バナナ曲線や損益分岐解
析、ガンチャートなどの施工管理ツールに落とし込み、リ
アルタイムで原価管理を行う方法や技術・製品動向を、
事例とともに解説する。

●BIM/CIMと原価管理

日　　時：2022年9月29日（木）14:00～16:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：黒図 茂雄 氏
　　　　　（クロズテック株式会社　代表取締役）
内　　容：
1. 建設業を取り巻く状況
2. 次世代を担う「i-Construction」
3. 工事成績評定者のポイント
4. 工事成績アップの施工計画
5. 工事成績アップの施工管理
6. 建設DX

●工事成績評定アップ対策のポイント

日　　時：2022年7月20日（水）14:00～15:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：東京都財務局経理部契約調整担

●東京都入札契約制度に関する説明会

日　　時：2022年4月15日（金）13:00～16:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：久髙 公夫 氏（㈱フジタ 東日本支社 　
　　　　安全環境部シニアコンサルタント）
参  加  者：44名

◆安全管理講習会（3unit）

日　　時：2022年5月13日（金）10:00～16:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：黒図 茂雄 氏（クロズテック株式会社　
代表取締役）
参  加  者：54名

◆現場管理スキルアップ講習会（5unit）

日　　時：2022年6月15日（水）14:00～16:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：国土交通省関東地方整備局担当官 ほか
参 加 者：171名

◆関東地方整備局入札・契約制度に関する説明会（2unit）

日　　時：2022年6月22日（水）13:00～16:30
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：中村　秀樹 氏
ワンダーベル（同）建設コンサルティング事業統括責任
参 加 者：86名

◆原価管理講習会（4unit）

日　　時：2022年6月23日（木）13:30～16:30
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：東 和博 氏（㈱ランパス 代表取締役）
参  加  者：70名

◆現場代理人の折衝力強化研修会（3unit）

日　　時：2022年6月2日（木）8:30～18:30
　　　　　2022年6月3日（金）8:50～17:40
開催方法：オンラインセミナー
講師：㈱安藤・間 石川尊廣氏、鹿島建設㈱ 東坂　昌輝氏、㈱熊
谷組 奥村拓央氏、五洋建設㈱ 黒木孝文氏、佐藤工業㈱ 文隨尚氏、
清水建設㈱ 東屋　克典氏、大成建設㈱ 吉沢一憲氏、戸田建設㈱ 
青木京平氏、㈱フジタ 南方文明氏、前田建設工業㈱ 城古雅典氏
参  加  者：32名

◆令和4年度 1級土木施工管理技術検定
  〈第1次検定〉受験準備講習会（17unit）
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います。また、このような難易度の高い工事では、私
一人の考えや経験では乗り越えられない課題も多く
あります。そのような困難にもメンバーと力を合わ
せ、一つ一つクリアできたことを誇りに思うととも
に、チームを代表して優良技術者表彰をしていただ
き大変嬉しく思います。そして、今回の工事に携わっ
ていただいたメンバーの皆さんには感謝の気持ち
でいっぱいです。

　親族が建設業界で働いていて、幼い頃から興味
がありました。なかでも、街に欠かせないインフラ
である土木に魅力を感じ、大学では土木を専攻し
ました。入社してからは現場一筋で鉄道工事を担
当してきました。鉄道工事は時間やエリアの制約
が多く大変なこともありますが、「自分がつくった」
と自信を持って言える「現場」で働くことに非常に
やりがいを感じています。本工事はまだまだ続きま
すので今後もチーム一丸となって確実に遂行して
いきたいと思います。

詳細は当会ホームページをご覧ください
https://www.to-gisi.com/

講習会実施報告（4月～6月）

日　時：（両日とも同一内容）
　第1回  2022年4月5日(火) 9：00～17：00
　第2回  2022年4月6日(水) 9：00～17：00
開催方法：オンラインセミナー
【基調講演】
　一般社団法人東京建設業協会 会長 今井 雅則 氏
　（戸田建設㈱ 代表取締役会長）
【実務講習】新入社員の基礎知識
　講師　会社の現場監督合同会社 
　　　　代表 市場 真理子 氏他
【講演】施工管理という仕事とは
　講師　清水建設㈱名古屋支店静岡営業所
　　　　所長　田和 英夫 氏
【実務講習】「建設業入門、入札体験」
　講師　徳倉建設㈱　取締役執行役員
　　　　技術本部長　鈴木　正司 氏
参加者：2日合計　242名

◆建設業新入社員研修会

講習会開催案内（7月～9月）

日　時：2022年7月13日（水）10:00～16:30
会　場：エッサム神田ホール2号
講　師：十河 茂幸 氏（近未来コンクリート研究会 代表）
内　容：
（1）コンクリート構造物に生じる不具合とその防止策
（2）コンクリートの品質確保のための施工技術
（3）初期欠陥にしないためのコンクリートの補修技術

●コンクリート施工技術講習会（6unit）

日　　時：2022年7月27日（水）13:00～17:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：東京都立大学　教授　砂金伸治氏
内　　容：トンネルに関する維持管理を理解するうえ
で必要となる設計及び施工の考え方、点検制度の概要、
実際のトンネルの変状等の実態、点検の留意点及び診
断の考え方を主に解説するとともに近年の技術の動向
や変状等の調査手法や対策手法に関して紹介します。
※（形態コード 103 ○注 年間上限 12ユニット対象）

●道路トンネルにおける維持管理の基礎（8unit）

日　　時：2022年8月25日（木）14:00～16:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：家入　龍太 氏
　　　　　㈱建設ITワールド　代表取締役
内　　容：BIM／CIMでは、構造物の3Dモデルに時間
軸を入れたものを4D、コスト軸を入れたものを5Dと呼
んでいる。これらの考え方を、バナナ曲線や損益分岐解
析、ガンチャートなどの施工管理ツールに落とし込み、リ
アルタイムで原価管理を行う方法や技術・製品動向を、
事例とともに解説する。

●BIM/CIMと原価管理

日　　時：2022年9月29日（木）14:00～16:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：黒図 茂雄 氏
　　　　　（クロズテック株式会社　代表取締役）
内　　容：
1. 建設業を取り巻く状況
2. 次世代を担う「i-Construction」
3. 工事成績評定者のポイント
4. 工事成績アップの施工計画
5. 工事成績アップの施工管理
6. 建設DX

●工事成績評定アップ対策のポイント

日　　時：2022年7月20日（水）14:00～15:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：東京都財務局経理部契約調整担

●東京都入札契約制度に関する説明会

日　　時：2022年4月15日（金）13:00～16:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：久髙 公夫 氏（㈱フジタ 東日本支社 　
　　　　安全環境部シニアコンサルタント）
参  加  者：44名

◆安全管理講習会（3unit）

日　　時：2022年5月13日（金）10:00～16:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：黒図 茂雄 氏（クロズテック株式会社　
代表取締役）
参  加  者：54名

◆現場管理スキルアップ講習会（5unit）

日　　時：2022年6月15日（水）14:00～16:00
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：国土交通省関東地方整備局担当官 ほか
参 加 者：171名

◆関東地方整備局入札・契約制度に関する説明会（2unit）

日　　時：2022年6月22日（水）13:00～16:30
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：中村　秀樹 氏
ワンダーベル（同）建設コンサルティング事業統括責任
参 加 者：86名

◆原価管理講習会（4unit）

日　　時：2022年6月23日（木）13:30～16:30
開催方法：オンラインセミナー
講　　師：東 和博 氏（㈱ランパス 代表取締役）
参  加  者：70名

◆現場代理人の折衝力強化研修会（3unit）

日　　時：2022年6月2日（木）8:30～18:30
　　　　　2022年6月3日（金）8:50～17:40
開催方法：オンラインセミナー
講師：㈱安藤・間 石川尊廣氏、鹿島建設㈱ 東坂　昌輝氏、㈱熊
谷組 奥村拓央氏、五洋建設㈱ 黒木孝文氏、佐藤工業㈱ 文隨尚氏、
清水建設㈱ 東屋　克典氏、大成建設㈱ 吉沢一憲氏、戸田建設㈱ 
青木京平氏、㈱フジタ 南方文明氏、前田建設工業㈱ 城古雅典氏
参  加  者：32名

◆令和4年度 1級土木施工管理技術検定
  〈第1次検定〉受験準備講習会（17unit）
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