平成２２年１１月
各

１日

位
建設技術展示館管理運営委員会
委員長 国土交通省関東地方整備局
関東技術事務所長

「第５回技術講演会・出展技術発表会」開催のご案内
コスト縮減、品質・安全の確保、環境問題等、公共工事における問題・課題の解決を図るた
めには、建設工事の現場において受発注者が有用な新技術を適切に活用することが重要である
ことから、国土交通省では、新技術活用システムを整備・運用し、新技術やその活用評価の情
報提供を行っております。
また、関東技術事務所では、建設技術展示館を開設し、技術者に向けた建設技術に関する情
報提供を実施しており、その一環として、「技術講演会」や「出展技術発表会」を実施してお
ります。
この度、標記について、下記のとおり開催いたしますので、関係の方々への周知およびご参
加をいただけますようご案内申し上げます。
記
１．日

時
平成２２年１２月８日（水）、９日(木)
１３：００～１６：３０（受付１２：３０～）

２．場

所
千葉県松戸市五香西６－１２－１
国土交通省 関東技術事務所構内

建設技術展示館内

３．プログラム
発表プログラムは別紙をご参照下さい。なお、講演者及び発表者の都合等により、変更
が生じる場合がございます。予めご了承下さい。
４．参 加 費
無 料
５．申込み締切り・定員
平成２２年１１月１９日（金） ６０名程度
（先着順。応募人数によっては当初予定の会場を変更する場合がございます。更に多数
の場合にはお断りをする場合がございます。その際は事務局よりご連絡させて頂きま
す。）
６．申込み・問合わせ先
建設技術展示館 事務局
TEL：047-394-6471
E-mail：kense-te@sweet.ocn.ne.jp
なお、本技術講演会・出展技術発表会 は、土木学会のＣＰＤプログラム及び全国土木施
工管理技士会連合会のＣＰＤＳの認定を受けております。
※「技術講演会」は、タイムリーなテーマを行政・民間の技術者へ紹介し、建設技術の開
発・発展を図る目的で開催。
※「出展技術発表会」は、建設技術展示館の各展示者の方々が展示技術の情報を行政等の
技術者へ紹介し、新技術の活用・普及の促進を図る目的で開催。
※建設技術展示館についての詳しい情報は、下記ホームページをご覧下さい。
URL http://www.ktr.mlit.go.jp/kangi/kengaku/techno-kan/index.htm
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