
2021 年度 コンクリート技⼠・主任技⼠ 受験対策講習会案内 

開催⽇︓2021 年 10 ⽉ 23 ⽇(⼟) 
主催︓⼀般社団法⼈ 福岡県コンクリート主任技⼠・診断⼠会 
共催︓福岡県⽣コンクリート⼯業組合            

 
福岡県コンクリート主任技⼠・診断⼠会（FCD）では、コンクリート技⼠・主任技⼠試験受験対策

のための講習会を開催します。（共催︓福岡県⽣コンクリート⼯業組合） 
本講習会では、選択問題対策、主任技⼠の記述式問題対策について、実施します。 
ぜひ、本講習会を受講され、技⼠・主任技⼠の合格を⽬指して下さい。 
また、本講習会は（公社）⼟⽊学会の CPD(6.7 単位)、（⼀社）全国⼟⽊施⼯管理技⼠会

連合会の CPDS(7unit)対象です。 
 

記 

１．開催⽇  ︓ 2021 年 10 ⽉ 23 ⽇（⼟） 

２．開催場所 ︓ 株式会社⿇⽣ 別館 2 階 貸会議室 

                     〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原 2648 （駐⾞場 10 台程度有り） 

３．講師・プログラム 

★筆記具、電卓、計算⽤のノート等を各⾃ご準備ください 

★都合により講義の内容に変更がある場合がございます。ご了承くださいませ。 

1） コンクリート技⼠ 受験対策講座
   松尾 栄治 先⽣ （九州産業⼤学 建築都市⼯学部 都市デザイン⼯学科 教授）

8:30 ～ 8:55 （集合・受付） 25分

8:55 ～ 9:00 （開会挨拶） 5分

9:00 ～ 10:30 「材料・フレッシュコンクリート」講義 90分

10:30 ～ 10:40 （休憩） 10分

10:40 ～ 12:00 「硬化コンクリート・耐久性・施工」講義 80分

12:00 ～ 13:00 （昼休み） 60分

13:00 ～ 14:00 「構造力学」講義 60分

14:00 ～ 15:30 「択一問題 傾向と対策」講義 90分

15:30 ～ 15:40 （休憩） 10分

15:40 ～ 17:00 「択一問題 傾向と対策」講義 80分

17:00 ～ 17:05 （閉会挨拶） 5分

2）コンクリート主任技⼠ 受験対策講座
    京牟禮 実 先⽣（きずな開発研究所 代表）

8:30 ～ 8:55 （集合・受付） 25分

8:55 ～ 9:00 （開会挨拶） 5分

9:00 ～ 10:30 「主任技士試験の傾向と択一問題対策」講義 90分

10:30 ～ 10:40 （休憩） 10分

10:40 ～ 12:00 「主任技士試験対策のポイント」講義 80分

12:00 ～ 13:00 （昼休み） 60分

13:00 ～ 15:00 「小論文の解説と作成」講義 120分

15:00 ～ 15:10 （休憩） 10分

15:10 ～ 17:00 「小論文の指導（解説・添削） 110分

17:00 ～ 17:05 （閉会挨拶） 5分

コンクリート主任技士　（講義時間400分）
択一問題
　近年の出題傾向と出題問題対策講義。

小論文
　以下の内容で、小論文の作成テクニックを講義します。
　・問 1対策　実務経験のたな卸し
　・問 2対策  出題のねらい　重要キーワードの整理方法
　　　　　　　 専門用語・背景用語
　・キーワード活用による文章作成方法
　　　　　　　 作成手順　添削例

講義内容
　近年の出題傾向と出題問題対策講義。
落としがちな問題について細かな講義。実際の出題問題か
ら紐解いて、分野別に理解を深めます。

コンクリート技士　（講義時間400分）



★コンクリート主任技⼠受験の⽅は開催⽇にご提出いただく、課題論⽂がございます。 

★コンクリート主任技⼠受験の⽅は各⾃でご準備いただく参考書がございます。 

詳しくは「８．コンクリート主任技⼠講習受講の⽅へ書籍のご案内」をご覧ください。 

 

４．定 員   ︓ 合計 20 名（定員になり次第、締め切らせていただきます） 

 

５．受講料 

受講料につきましては、下表をご確認ください。 

        種別 

講習 ⼀般の⽅ 
当協会会員の⽅ 

※1 

共催（福岡県⽣コンク
リート⼯業組合） 組合

企業の⽅※2 

コンクリート技⼠ 10,000 円 8,000 円 4,000 円 

コンクリート主任技⼠ 13,000 円 11,000 円 5,500 円 
※1 ⼀般社団法⼈福岡県コンクリート主任技⼠・診断⼠会の個⼈会員もしくは法⼈会員の社員の⽅ 

※2 それぞれの会社にてご確認ください 

 

 受講料は、下記⼝座にお振込み下さい。 

【お振込先】 

①福岡銀⾏ 筑紫通⽀店 店番︓240 普通 ⼝座番号 1584107    
（名義⼈︓ ⼀般社団法⼈ 福岡県コンクリート主任技⼠・診断⼠会 理事⻑ ⼤和⽵史） 

②⻄⽇本シティ銀⾏ 博多南⽀店 店番︓004 普通 ⼝座番号 3028776    
（名義⼈︓ ⼀般社団法⼈ 福岡県コンクリート主任技⼠・診断⼠会 代表理事 ⼤和⽵史） 

お申込み後、1 週間以内に受講料をお振込み下さい。基本的にお振込み以降の受講料返⾦は出来かね
ますのでご了承下さい。 

3）申込み締切   

  2021 年 10 ⽉ 18 ⽇（⽉） 

コンクリート主任技⼠講習受講の⽅は受講料のお振込みの確認後に、事務局より論⽂課題を郵送にてお送
り致します。論⽂は受講⽇当⽇に提出していただきますので、お時間に余裕をもって、お申込み下さい。 

 

６．申込み⽅法 ︓ 申込み⽤紙に必要事項を記⼊の上、FAX ⼜はメールでお申込み下さい。 

1）申込み⽤紙 http://f-cwd.or.jp/  からダウンロードできます 

2）ＦＡＸ     092-292-3984 

3）メール       fcwd@friend.ocn.ne.jp 



なお、同時に福岡県コンクリート主任技⼠・診断⼠会（FCD）に⼊会申込みをされる⽅は、本講習会
申込み⽤紙と⼊会申込み⽤紙（ホームページよりダウンロード）に必要事項を記⼊の上、⼊会⾦、年
会費をお振込み下さい。 

７．会場までのアクセス 

 ＪＲ︓ 福北ゆたか線「柚須駅」下⾞、徒歩 10 分程度。（博多駅から 2 駅） 

  バス ︓ ⻄鉄バス 31 番系統「吉⽥」バス停下⾞、徒歩 1 分。（天神から 30 分） 
※駐⾞場はございますが、利⽤者が多い場合は近隣の有料 P をご案内する場合もございます。ご了承く
ださい。 
 

８．コンクリート主任技⼠講習受講の⽅へ書籍のご案内 
 コンクリート主任技⼠講習を受講される⽅は、「キーワードを活⽤した⼩論⽂のつくり⽅（改訂

版）」（京牟禮実，井上書院）を使⽤します。お持ちでない⽅は、amazon で購⼊可能ですの
で、事前にご購⼊の上、講習会当⽇にご持参ください。なお、改定前の旧版でも代⽤可能ですの
で、既にお持ちの⽅は、当⽇ご持参ください。 

 

９．新型コロナウイルス対策 
  ★当⽇朝に発熱など症状がある場合は、来場をご遠慮ください。時間までにお越しにならない場合は、

こちらよりご連絡差し上げます 
  ★会場では、常時マスクの着⽤をお願い致します。また、⼊室前の検温にもご協⼒ください。 

★⼿指消毒⽤アルコールは出⼊⼝に準備致しますが、個⼈で携⾏⽤をお持ちの⽅はご持参ください。 
★新型コロナウイルスの影響により、延期・中⽌する場合は、事前にお知らせします。 

 
 

問い合わせ︓⼀般社団法⼈ 福岡県コンクリート主任技⼠・診断⼠会 事務局 
TEL 092-292-3964  FAX 092-292-3984  e メール︓fcwd@friend.ocn.ne.jp 

旧版 改訂版 


