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８６号
７月１９日

関係各位
公益財団法人島根県建設技術センター理事長
[ 公 印 省 略 ]
DX・i-con 体験セミナーの開催について
当センターの運営につきましては、平素から格別のご支援とご協力を賜り厚くお
礼申し上げます。
さて、当センターでは、建設工事における技術水準の向上を図るため、建設技術
に関する専門研修を行っておりますが、このたび発注機関や建設関連業者の皆様の
今後の業務の参考としていただきたく、標記体験セミナーを下記のとおり開催いた
します。
みなさまの積極的なご参加お待ちしております。
記
1. 日

時

令和４年９月６日（火）９：３０～１６：３０（受付８：５０～）

2. 場

所

くにびきメッセ

大展示場 B（松江市学園南１丁目２－１)

体験会場：県立プール跡地広場（松江市学園南１丁目２３)
3. 主

催

公益財団法人島根県建設技術センター

4. 共

催

（一社）日本建設機械施工協会中国支部
（一社）島根県建設業協会、（一社）島根県測量設計業協会

5. 後

援

国土交通省松江国道事務所、島根県、島根県土木施工管理技士会
建設興業タイムス社

6. 日程・内容

インフラ分野における DX に関する最新情報や、DX 技術をはじめ
ICT 建設機械以外にも生産性向上につながる 3 次元データを活用
したツールを実際に体験。
プログラムは予定ですので、内容・時間等が変更となる場合もあ
ります。

7. 受講対象者

県・市町村職員、建設業技術者・コンサルタント技術者、学生他

8. 申込み期限

令和４年８月２９日（月）
※申込は（公財）島根県建設技術センターホームページ
（http://www.sctc.or.jp/）からできます。

9. 受 講 定 員

一般：２００名、学生８０名（変更する場合があります）
申込み内容確認後、参加の可否を 8 月 31 日（水）に当センターHP
の『マイページ』にてお知らせします。受講通知書（QR コード）
をダウンロードして持参下さい。

10. 受

講

料

11. 受 講 証 明

無

料

この講習会はＣＰＤおよびＣＰＤＳプログラムに登録しています。
ＣＰＤ単位【

申請中

】

ＣＰＤＳユニット【

申請中

】

希望者には、受講確認シート入力後に受講証明書を発行します。
12. そ

の

他

駐車場が限られておりますので公共交通機関をご利用ください。

会場案内図

県立プール跡地広場

問い合わせ先
〒690-0012 松江市古志原 4-1-1
（公財）島根県建設技術センター
業務部：野坂・永見
TEL(0852)21-9918
FAX(0852)21-9938
E-mail:skengi-kensyu@sctc.or.jp

『DX・i-con 体験セミナー』
インフラ分野における DX に関する最新情報や、DX 技術をはじめ ICT 建設機械と
そのほか生産性向上につながる 3 次元データを活用したツールを実際に体験
日時：令和４年９月６日（火） 9:30 ～ 16:30
場所：くにびきメッセ 大展示場 B （松江市学園南 1 丁目２－１）
県立プール跡地広場
（松江市学園南１丁目２３）
主催：公益財団法人 島根県建設技術センター
共催：（一社）日本建設機械施工協会中国支部、（一社）島根県建設業協会
（一社）島根県測量設計業協会、
後援：国土交通省松江国道事務所、島根県、島根県土木施工管理技士会
建設興業タイムス社
スケジュール及び内容
時間
演題
9:30～
開会挨拶
9:40

内容

講師
(公財)島根県建設技術センター
理事長 井田 悦男

9:40～
9:55

【講演】
「ICT 活用の意義をあら
ためて振り返る」

国土交通省中国地方整備局
松江国道事務所
所長 近藤 弘嗣 氏

10:00～
11:15

【講演】
「実際どうなの？iConstruction・・・～従
来と i-con、積算と実費
を整理＆比較～」

ICT による施工費用の実際を従
来施工と比較しながら説明

コベルコ建機株式会社マーケテ
ィング事業本部 ショベル営業
本部 施工ソリューション部
ソリューション営業グループ
マネージャー 関口 伸吾 氏

11:20～
12:00

【事例発表】
「中山間地の小規模建設
業で CIM と ICT をたのし
む」

社員 20 名ほどの会社での iConstruction の取り組み事例を
紹介

有限会社礒部組
常務取締役 宮内 保人 氏

昼食休憩(６０分)

13:00～
16:30

i-Con ツール体験
A 会場（6 ブース）と
B 会場（6 ブース）を
体験
14:30～15:00
（休憩・移動 30 分）

16:30

【A 会場】県立プール跡地広場
原商・西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ・ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻｰ
ﾋﾞｽ・日立建機日本・コベルコ
建機・ﾄﾌﾟｺﾝｿｷｱﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ
【B 会場】くにびきメッセ 大展示場
建設ｼｽﾃﾑ・福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ジツ
タ中国・ｼﾞｵﾃｯｸｽ中国・加藤組
中国地方整備局松江国道事務所

（一社）日本建設機械施工協会
中国支部 参加各社
国土交通省中国地方整備局
松江国道事務所

解散

※別途学生用プログラム（i-con 体験中心の半日コース 9:30～12:00）を設定します。
午前中は各会場で自由展示も行います。
【携行品】受講通知書（QR コード）、作業服、ヘルメット、安全靴等、マスク

「DX・I-CON
体験セミナー」
（参加無料）
CPD/CPDS 付与
2022/09/06（火）
9:30～16:30
セミナー：くにびきメッセ 大展示場
体験会：県立プール跡地広場
内 容：
インフラ分野における DX に関する最新情報や、DX 技術
をはじめ ICT 建設機械とそのほか生産性向上につながる
3 次元データを活用したツールを実際に体験ください
主 催：（公財）島根県建設技術センター
共 催：（一社）日本建設機械施工協会中国支部、
（一社）島根県建設業協会、
（一社）島根県測量設計業協会
後 援： 国土交通省中国地方整備局松江国道事務所
島根県、島根県土木施工管理技士会
建設興業タイムス社
『建設技術フォーラム in ちゅうごく 2022』 関連イベント

プログラム（一般参加者）

9:30
開会
9:40～ 9:55 講演 「ICT 活用の意義をあらためて振り返る」
国土交通省中国地方整備局 松江国道事務所長 近藤 弘嗣 氏
10:00～11:15 講演 「実際どうなの？i-Construction・・・～従来と i-con、積算と実費を整理＆比較～」
コベルコ建機株式会社マーケティング事業本部 ショベル営業本部 施工ソリューション部 ソリューション営業グループ マネージャー
関口 伸吾 氏
11:20～12:00 事例発表 「中山間地の小規模建設業で CIM と ICT をたのしむ」
有限会社礒部組 常務取締役 宮内 保人 氏
13:00～16:30 i-con ツール体験 ～16 人程度のグループに分かれて各ブースを巡回する体験会～
【県立プール跡地広場】
原商・西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ・ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻポート・日立建機日本・コベルコ建機・ﾄﾌﾟｺﾝｿｷｱﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
【くにびきメッセ 大展示場】

建設ｼｽﾃﾑ・福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ジツタ中国・ｼﾞｵﾃｯｸｽ中国・加藤組・中国地方整備局松江国道事務所

※別途学生用プログラム（i-con 体験中心の半日コース 9:30～12:00）を設定します。午前中は各会場で自由展示も行います。

募集定員

一般（県・市町村職員、建設業、建設コンサルタント業等） 200 名
学生（高校生、工業高等専門学校生、大学生）
80 名

参加申込み（一般参加者）

（公財）島根県建設技術センター ホームページ（http://www.sctc.or.jp/）より申込み下さい
申込み締め切り：8 月 29 日（月） 、参加の可否については８月 31 日（水）センターホームページの「マイページ」にて
確認下さい

