平成２９年度 プレコン管理士技術講習会および試験のご案内
プレコン管理士講習会および試験を，次のとおり開催しますのでご案内致します。
技術講習会への参加ならびにプレコン管理士試験の受験は，プレキャストコンクリート製品につい
て多くの皆様にご認識いただくことに配慮して，協会内外，職種および資格要件等に一切の制限を設
けておりません。ただし，プレコン管理士試験の受験の際には，技術講習会の受講修了書が必須とな
りますのでご注意ください。
なお，平成 28 年度のプレコン管理士技術講習会の受講修了書は受験要件として有効となります。
★プレコン管理士登録番号 P13001～P13035 の登録者は今年度講習会受講で有効期限が更新され
ます。
（参考：有効期限 2014/10/1～2017/9/30）
※昨年度の講習会を受講していない登録者は今回受講しない場合、資格が更新されません。ご注意ください。

★プレコン管理士登録番号 P14001～P14031 の登録者は来年度講習会（2018 年 8 月～9 月開催）
までの受講で有効期限が更新されます。
（参考：有効期限 2015/10/1～2018/9/30）
★プレコン管理士登録番号 P15001～P15026 の登録者は再来年度講習会（2019 年 8 月～9 月開催）
までの受講で有効期限が更新されます。
（参考：有効期限 2016/10/1～2019/9/30）
１．プレコン管理士講習会の目的
施工の合理化，迅速化，品質確保，環境負荷低減等に優れるプレキャストコンクリート製品は，度
重なる災害や次世代の担い手不足も相俟って，更なる利用拡大が切望されています。しかし，一方で
長寿命化，メンテナンス，サスティナビリティー等のコンクリート構造物全般に対する新たな課題と
ともに，プレキャストコンクリート製品の設計手法が不透明であることや製品情報が不足しているな
どの声も聞かれ，我々業界はこれまで以上に積極的かつ継続的に情報発信していかなければなりませ
ん。
そこで、2016 年度改定の「プレコン管理技術者用テキスト（第 3 版）
」では，新章として「4 章 コ
ンクリート製品の設計」を盛り込み，さらに「5 章 品質管理と検査」に“5.3 品質管理手法”を加
え，設計方法や品質管理手法の基本的な考え方を示しました。また，関連図書の制定・改定などにあ
わせて整合性をとり，全般的な加筆修正を行っており，プレキャストコンクリート製品の製造技術者
に加えて設計技術者までの対応を図り，更に多くの技術習得を目指しています。
２．技術講習会の参加要領
「プレコン管理士」の受験には当年度もしくは前年度技術講習会の受講が必須となります。
1） 受講資格
2） 開催日

：不問
：平成 29 年 8 月 30 日（水）

3） 開催場所
4） 受講料

：グランメッセ熊本 〒861-2235 熊本県上益城郡益城町福冨 1010
：協会員 1,000 円，協会外 3,000 円 （テキスト代を含む）

5） 受講申込み ：郵送にてご案内する講習会参加申込書に必要事項を記入の上、事務局まで
ＦＡＸにて申込下さい。
（協会 HP にも講習会参加申込書を掲載致します）
6） 受付
7） 受付期間

：〒862-0950 熊本市中央区水前寺 3-9-5 電話 096-381-8999
特定非営利活動法人九州コンクリート製品協会事務局 http://www.k-conpas.jp/
：平成 29 年 7 月 18 日（火）～平成 29 年 8 月 10 日（木）

３．プレコン管理士の位置付け
「プレコン管理士」は，本協会が実施する講習会を受講し，さらに試験によって相応レベルのプレ
キャスト製品に関する全般的な技術を保有していると認定された方に与えられる名称です。
「プレコン管理士」は，技術的な業務に携わっている管理技術者のスキル・モラル向上を図り，コ
ンクリート製品に対する信頼性を高め，製品業界の社会的発展に貢献することを目的としており，取
得には技術全般に関する広範な知識が要求されます。
４．プレコン管理士試験（概要）
試験実施は，平成 30 年 1 月頃に協会 HP（http://www.k-conpas.jp/）にて詳細発表します。
1） 受験資格

：平成 28・29 年度プレコン管理士技術講習会受講者

2） 試験日
3） 試験地

：平成 30 年 3 月（予定）
：熊本（予定）

4） 試験方法
5） 受験料

：筆記
：協会員 1,000 円，協会外 3,000 円（予定）（試験日当日に徴収予定）

6) 願書

：HP より願書をダウンロードして，事務局まで郵送してください。

7) 受付期間

：試験実施要領とあわせて発表致します。

8) 選考基準
主な知識・技術などは以下の通りです。
① コンクリート製品に関する用語
② コンクリート製品の概要
③ コンクリート製品の製造（使用材料，配合設計，型枠，締固め，養生，鉄筋加工）
④ コンクリート製品の設計
⑤ コンクリート製品の検査（品質管理業務，品質管理手法，受入検査，中間検査，最終検査）
⑥ コンクリートの耐久性（ひび割れ要因，劣化要因，評価）
⑦ コンクリート製品の苦情処理（クレーム発生原因，補修方法）
⑧ 安全衛生および公害管理（システム，法令，教育，点検，公害の種類，公害防止）
⑨ 設備管理（製造設備，試験・検査設備，特殊設備，各設備の管理）
⑩ マネジメント（原価計算，損益分岐点，製造原価低減）
9） 試験方法
プレコン管理士試験（2 時間） ①四肢択一問題 30 問

②小論文（経験記述） 1 問

H29 年度講習会受講申込み

H28 年度講習会修了者

H29 年度講習会受講

H29 年 8 月 30 日

H29 年度試験受験申込み

プレコン管理士試験

H30 年 3 月（予定）

合格

プレコン管理士登録

合格者は HP および協会広報誌『コンパス』に発表します。

合格証の交付，3 年以内の本講習会受講で自動更新

プレコン管理士

平成２９年度技術講習会開催要領

開催日

平成２９年 ８月３０日（水）

開催場所

グランメッセ熊本 大会議室
〒861-2235 熊本県上益城郡益城町福冨１０１０

※会場アクセスマップを同封しております。また，会場のＵＲＬは以下の通りです。
http://www.grandmesse.jp/index.php
受講料

会員

￥１，０００（テキスト付き）

会員外
￥３，０００（テキスト付き）
当日，会場受付にて徴収いたします（領収書を発行致します）
スケジュール（予定）
項
受

目

時間
9:00～9:30

付

9:30～9:45

【開会挨拶】および【技術講習会の主旨説明】
【講習Ⅰ】

第3章

製造

9:45～10:35

【講習Ⅱ】

第4章

設計

10:45～11:35

【講習Ⅲ】
休

11:40～12:00

小論文対策

12:00～12:50

憩

【基調講演】演題確認中

講師：大分大学

教授

【講習Ⅲ】

第5章

品質管理と検査

【講習Ⅳ】

第6章

耐久性

第7章

苦情処理

佐藤

嘉昭氏（KyuPEC 学界正会員）

12:50～13:50
14:00～14:50

15:00～15:50

第 10 章 マネジメント
【講習Ⅳ】

閉

第8章

安全衛生・公害防止

第9章

設備管理

16:00～16:40

16:40～16:45

会

※当日の昼食は、各自ご準備下さい。会場のレストランも利用可能です。
（レストラン URL

http://www.grandmesse.jp/facilities/grandir/）

※講演時間・講演順などは変更になる場合があります。
※全ての講習を受講しない場合は、受講修了証を発行できない場合があります。
（事務局）
〒862-0950

熊本市中央区水前寺３丁目９番５号

TEL：096-381-8999

FAX：096-381-1869
担

当：

木田

稔乙

㈱ﾔﾏｯｸｽ内

FAX ：

０９６（３８１）１８６９

特定非営利活動法人九州コンクリート製品協会
事務局

行き

準備の都合上、平成２９年８月１０日（木）までに出欠の返信をお願いいたします。
会社名
住所
氏名
申込代表者
所属

役職

TEL（必須）
FAX（必須）

連絡先

E-mail

【受講者情報】
受講者氏名

例

九州

太郎

所属

役職

○○工場▲▲課

課長

受講コード

事務局使用欄

※1

（記入不可）

1

1

2

3

4
★申込代表者の方が受講される場合は、必ず【受講者情報】欄にも氏名・所属・役職・受講コードを記入して下さい。
★4 名以上受講申し込みをされる場合は、本様式をコピーして下さい。

※1

以下の中から該当する受講コード番号を記入してください。

注）重複選択可

1

プレコン管理士の受験のため（過去に受験経験無し）

2

プレコン管理士の受験のため（過去に受験経験あり）

3

プレコン管理士の受験のため（過去に受験経験あり／前年度試験での一部免除対象者）

受講

4

プレコン管理士の資格更新のため

コード番号

5

新入社員および若手社員の技術研修のため

6

継続的な技術習得のため

7

その他資格試験の勉強を兼ねて

8

その他

