
2020年11月吉日

会 員 各 位
                                                

       ３ＳＩＣＰ技術協会

               

                  

2020年度 『下水道管路更生管理技士更新講習会』(グロー工法)

開催について

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より協会運営につきまして、格

別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

平成28年度より下水道管路更生管理技士制度が運用され、多くの会員様が「下水

道管路更生管理技士」資格者証を有していると思います。

さて、本年度末に「下水道管路更生管理技士」の有効期限となる会員様に関して

は３ＳＩＣＰ技術協会にて更新講習を実施する事になりました。

更新講習内容は工法技術毎（３Ｓセグメント・ＳＧＩＣＰ工法・ＧＲＯＷ工法）

の講習と確認テストがあります。

敬具



  2020年度

『下水道管路更生管理技士更新講習会』開催要領

１、会場並びに開催日程等
№ 開催地 開催日時 講習会場 定員

1
東京会場

(東京都)

2020年12月2日（水）

9:00～12:00

(受付8時45分開始)

TKP品川カンファレンスセンター

ミーティングルーム9A

東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6F

TEL：03-5793-3571

30名

＜サテライト会場＞
№ 開催地 開催日時 講習会場 定員

1
名古屋会場

(名古屋市)

2020年12月2日（水）

9:00～12:00

(受付8時45分開始)

TKP名古屋駅前カンファレンスセンター

カンファレンスルーム5A

愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5 CK20

名駅前ビル

TEL：052-569-5020

20名

2
関西会場

(大阪市)

2020年12月2日（水）

9:00～12:00

(受付8時45分開始)

TKPガーデンシティ大阪梅田

カンファレンスルーム9A

大阪府大阪市福島区福島5-4-21 TKPゲ

ートタワービル

TEL：06-6940-7343

30名

3
広島会場

(広島市)

2020年12月2日（水）

9:00～12:00

(受付8時45分開始)

TKPガーデンシティ広島駅前大橋

カンファレンスルーム4C

広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ

広島京橋ビルディング

TEL：082-909-2620

20名

4
福岡会場

(福岡市)

2020年12月2日（水）

9:00～12:00

(受付8時45分開始)

TKPガーデンシティ博多 阿蘇

福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-8 

サットンホテル博多シティ内

TEL：092-474-5145

30名

※北海道会場ですが、現在募集人数に達しなかったため、会場の設定はございません。

２、講習内容
技術講習 グロー工法

          各更生工法の設計・施工管理（自立管）

        

３、受講対象者
       品確協発行の「下水道管路更生管理技士」資格者証所有の３ＳＩＣＰ技

術協会会員を対象です。



    有効期限が平成28年度末及び平成29年度末である方

2021年3月31日で有効期限が切れる方

       その他

４、受講者の制限及び定員
         先着順受付で各会場定員になり次第締め切ります。

    受講日について、人数により協会から調整をお願いすることがあります。

5、申し込み方法
別添受講申込書に必要事項記入の上、協会本部事務局までfaxで送信く

ださい。受講料は無料です

6、申し込み期限     

   講習開催日の一週間前までを申込期限とします。講習日の数日前の場合は、協

会に直接連絡ください。    

7、受講者には講習修了証を発行します。(後日郵送)
        ＜内容＞

       ・CPDS受講証明書 1枚→必要な方のみ 3単位

       ・認定更新技術研修修了証  各工法で1枚←更新手続きに使用

       ・更新手数料振込用紙

      

8、申し込み先、問い合わせ先
         ３ＳＩＣＰ技術協会／本部事務局

         担当：八重田

         ＴＥＬ：０３－５８２９－３５８１（FAX：０３-５８２９-３７９１）

注）当日は会場に直接お越しください。



ＦＡＸ返信用紙

「2020 年度下水道管路更生管理技士更新講習会」

－ 受講申込書 －
年   月   日

３ＳＩＣＰ技術協会事務局  御中

（FAX ０３－５８２９－３７９１）

下記の通り、「2020 年度下水道管路更生管理技士更新講習会」の受講を申し込みます。
                       

会員会社名

（会社名）

※必ずお書き下さい→（電話番号)               

受講者氏名

（楷書で記入）

※受 講 者

計（  ）名

講習種別

（申し込み項目に〇をつける）
技士登録番

号技術のみ

グロー

（ふりがな） JPRQ

（ふりがな）

JPRQ

（ふりがな）
JPRQ

（ふりがな）

JPRQ

受講希望会場、
日時 会場  （   月   日）

※受講者が多数の場合は、コピーして申し込みください。

送付先住所 〒  -   

会 社 名
支店名・部署名

責   任   者

※修了証は責任者へ一括送付します。

※支店名・部署名はありましたら、必ずお書き下さい。

※CPDS証明書の要・不要



『下水道管路更生管理技士更新講習会』日程表

(技術講習)

時     間 研  修  内  容 講  師 (担  当)

8:45～
受付

9:00～11:50 (170)
1.グロー工法について

2.考査

パンフレット

技術資料

※資料は当日受付で配布します。

※研修内容の時間配分は変更する場合があります。

＜会場案内＞

東京会場

  

   JR山手線 品川駅 高輪口 徒歩3分

JR横須賀線 品川駅 高輪口 徒歩3分

JR京浜東北線 品川駅 高輪口 徒歩3分

JR東海道本線 品川駅 高輪口 徒歩3分

京急本線 品川駅 高輪口 徒歩4分



名古屋会場

  名古屋市営桜通線 名古屋駅 1出口 徒歩3分

名古屋市営東山線 名古屋駅 1出口 徒歩3分

JR東海道本線 名古屋駅 桜通口 徒歩7分

名鉄名古屋本線 名鉄名古屋駅 徒歩8分

ＪＲ関西線 名古屋駅 桜通口 徒歩7分

ＪＲ東海 中央線 名古屋駅 桜通口 徒歩7分

大阪会場

  JR大阪環状線 大阪駅 桜橋口から 徒歩8分

JR大阪環状線 福島駅 出口から 徒歩3分

大阪メトロ御堂筋線 梅田駅 中央改札8番出口から 徒歩13分

大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 地下街6-2番出口から 徒歩2分

阪神本線 福島駅 東出口から 徒歩3分

JR東西線 新福島駅 1号出口から 徒歩5分



広島会場

ＪＲ山陽本線 広島駅 中央改札 徒歩5分

広島電鉄２号線 稲荷町(広島県)駅 稲荷町 徒歩3分

広島電鉄６号線 稲荷町(広島県)駅 稲荷町 徒歩3分

福岡会場

  JR鹿児島本線 博多駅 博多口 徒歩5分

福岡市地下鉄空港線 博多駅 博多口 徒歩5分

西鉄天神大牟田線 西鉄福岡駅 車5分

西鉄バス 駅前4丁目バス停 徒歩0分

飛行機 福岡空港より 車で15分


