平成 29 年度

土木工事実行予算作成実務講習会
開催のご案内
主催：一般財団法人

建設物価調査会

コスト削減・利潤確保を実現するには？

工

事を始める際、まず必要となるのが実行予算。工事にいくらお金がかかるのか
を算出したものです。『コスト削減』『利潤確保』という事業者共通のテーマを

達成するためには、事前の予算管理が不可欠です。また、現場の運営をあらかじめ明
確に想定するという面からも、実行予算の作成は有効に働きます。
本講習会は、実行予算の考え方・作り方等の基礎から、講師の経験に基づいた事例
解説、演習問題といった実務に即した内容までを学べるものです。これまで実行予算
の作成に取り組んだことがない方や、自己流で作成していた方、あるいは実行予算に
ついて学び直したい方に最適な講習会です。この機会にぜひご参加ください。

◆◆◆◆◆ 全国各地で開催 ◆◆◆◆◆
札幌市／旭川市／盛岡市／仙台市／秋田市／東京都／
さいたま市／新潟市／富山市／名古屋市／大阪市／
姫路市／広島市／高知市／福岡市．
．
．etc
本講習会は（一社）全国土木施工管理技士会連合会が実施している“継続学習制度（CPDS）”
の認定プログラムとなっており、申請された方には学習記録として 7 ユニットが付与・登録
されます。また、講義の最後に、講習会の振り返りとして【確認テスト】を実施します。各
会場の平均点を上回った方にはさらに２ユニットが付与・登録されます。
当日はカードリーダにより学習履歴申請を行います。磁気帯の付いた CPDS 技術者証を必ず
お持ちください。
（本講習会は CPDS 登録者のみを対象としたものではありません。どなたで
も受講いただけます。ぜひご参加ください）

１．開催地、開催日および会場
開催地

開催日

講習時間

会場

旭川

4 月 21 日（金） 9:00～17:00

旭川建設業会館 4F

旭川市 5 条通 5 丁目左 10

福岡

4 月 21 日（金） 9:30～17:30

福岡県自治会館 201・202 会議室

福岡市博多区千代 4-1-27

秋田

4 月 26 日（水） 9:00～17:00

秋田県 JA ビル コンベンションホール

秋田市八橋南 2-10-16

姫路

4 月 28 日（金） 9:00～17:00

姫路建設会館 3F 大会議室

姫路市三条町 1-31

富山

5 月 10 日（水） 9:00～17:00

富山県市町村会館 101・102 研修室

富山市下野 995-3

高知

5 月 17 日（水） 9:00～17:00

高知城ホール 2F 大会議室

高知市丸ノ内 2-1-10

札幌

5 月 19 日（金） 9:00～17:00

北海道建設会館 9F

札幌市中央区北 4 条西 3-1

さいたま

5 月 24 日（水） 9:00～17:00

埼玉建産連研修センター 200 会議室

さいたま市南区鹿手袋 4-1-7

広島

6 月 6 日（火）

9:00～17:00

広島県情報プラザ 多目的ホール

広島市中区千田町 3-7-47

宇都宮

6 月 9 日（金）

9:00～17:00

栃木県建設産業会館 3F 大会議室

宇都宮市簗瀬町 1958-1

東京

6 月 30 日（金） 9:00～17:00

エッサム神田ホール 2 号館
4F 大会議室

千代田区内神田 3-24-5

仙台

7 月 7 日（金）

宮城県建設産業会館 大会議室

仙台市青葉区支倉町 2-48

大阪

7 月 12 日（水） 9:00～17:00

新大阪丸ビル別館 4F

大阪市東淀川区東中島 1-18-22

新潟

7 月 19 日（水） 9:00～17:00

新潟県建設会館 5F 大会議室

新潟市中央区新光町 7-5

名古屋

7 月 21 日（金） 9:00～17:00

名古屋国際会議場 222・223 会議室

名古屋市熱田区熱田西町 1-1

盛岡

8 月 2 日（水）

9:00～17:00

9:30～17：30

いわて県民情報交流センター
（アイーナ） 803 会議室

盛岡市盛岡駅西通 1-7-1

※

宇都宮会場は、（一社）栃木県建設業協会および栃木県土木施工管理技士会との共催になります。

※

新潟会場は、
（一社）新潟県建設業協会との共催になります。

２．講習カリキュラム
1.実行予算の重要性
2.実行予算作成の基本的な考え方
3.コストサイクルと実行予算
（詳細施工計画と実行予算他）
4.実行予算作成方法
5.実行予算資料の作り方・求め方
6.実行予算と施工計画の事例解説

7.演習
8.演習講評（解答例）、質疑応答
9.全般の補足、総括
10.確認テスト
※昼休みのほか、適宜休憩を設けております。
※講習内容は一部変更になる場合があります。

３．講
４．受

講

師

一般財団法人 建設物価調査会 専任講師

料

10,000 円（税込）／名

５．テ キ ス ト

改訂 8 版「土木工事の実行予算と施工計画」
（26 年 4 月発刊）
価格：4,968 円(税込)
品質・原価・工期・安全・環境の要素を総合的に判断しながら請負工事
の目標利潤の確保を目指す実行予算の解説書。
現場に応じた最適な施工計画の立て方や、適正な価格による積算手法等
を、解説編と事例編で詳しく解説しています。

●すでにお持ちの方は当日ご持参ください。
●ご購入を希望される方は、参加申込み時にお申込みください。当日、講習会会場でも販売いたします。

６．申 込 期 限

定員になり次第、締め切らせていただきます。

７．申 込 み 方 法

いずれかご希望の方法にてお申込みください。

（１）インターネット

建設物価 BookStore（http://book.kensetu-navi.com/）から直接お申込みください。
お支払方法（クレジットカード・コンビニ・代金引換）はご利用ガイドでご確認くだ
さい。入金確認後、受講票・テキストをご郵送いたします。

（２）ＦＡＸ

別添の申込書に必要事項をご記入のうえ、下記いずれかの方法でお申込みください。

◆代金引換の場合（手数料無料）

※佐川急便のコレクト便にてお届けいたします。

受講票・テキスト(お申込みがある場合)の受取り時にお支払いください。
（開催日 10 営業日前まで受付）

◆銀行振込の場合（振込手数料はお客様のご負担となります）
開催地毎の銀行口座に受講料をお振込み後、銀行の受付印がある「振込票（兼受領証）」を申込書に貼付
のうえ、各お申込み先までＦＡＸでお申込みください。入金確認後、受講票・テキストを郵送いたします。
（開催日間際のお申込み・ご入金の場合、受講票はＦＡＸで送信し、テキストは当日お渡しします。）

８．そ

の

他（１）受講票、筆記用具、普通電卓、テキスト（お持ちの方）をご持参ください。
（２）開始直前は混雑が予想されますので、お早めにご来場ください。なお、公共交通機関で
のご来場をお願いいたします。
（３）お申込み後のキャンセルおよび当日欠席による受講料のご返金は致しかねますが、後日
資料を送付することでご了承ください。
（４）参加申込者でやむをえない理由で出席できない場合は、参加者の変更は差し支えありま
せん。（当日、会場で変更手続きをいたします）
（５）ＣＰＤＳ技術者証をお持ちの方は、当会にて代行申請を行いますので、当日必ずご持参
ください。

