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ふくしま復興　インフラ 検索県のホームページで、復旧・復興情報を
ご覧になれます。

☜
 

記者発表資料７枚 
平 成 ３ ０ 年 ８ 月 ３ １ 日 
ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会 

平成３０年度第１回「ふくしまＭＥ（防災）コース」及び 
「ふくしまＭＥ（保全）コース」の受講申請の受付を開始します  

平成３０年１１月に新たに開講する施設の点検計画立案や健全度診断ができる技術者を育成す

る「ふくしまＭＥ（防災）コース」及び「ふくしまＭＥ（保全）コース」について、受講申請の受

付を平成３０年９月３日（月）より開始します。 

 
 

【平成３０年度第１回「ふくしまＭＥ（防災）コース」及び「ふくしまＭＥ（保全）コース」の概要】 
１ 主 催 ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会 
２ 開 催 日 １１月１０日（土）より開催（詳細は記者発表資料２枚目以降参照） 
３ 対 象 者 官公庁及び民間の土木技術者等のうち、下記のいずれかに該当する技術者 

（１）ふくしまＭＥ（基礎）の認定を受け、かつ所定の実務経験を有する者 
（２）ふくしまＭＥ（基礎）必修講義の受講修了者 

４ 募集人員 各コース５０名程度 
５ 申請期間 ９月３日（月）～９月１９日（水）※消印有効 
６ そ の 他 受講資格等の詳細については、下記協議会ホームページに掲載している募集要項

を確認してください。 
                  ・ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会ホームページ 
         （URL）http://www.fukushima-infra-maintenance.jp/ 
 

 

【ＭＥ育成講座の申込み・問い合わせ先】 

 ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会事務局 

電話 024-563-1321（（一社）福島県測量設計業協会内） 
 

【協議会全般に関する問い合わせ先】 

 福島県土木部土木企画課防災担当 主幹 玉川善徳 

電話 024-521-7890（内線 3529）FAX 024-521-7950 
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Ｍ Ｅ 育 成 講 座 

平成３０年度第 1 回「ふくしまＭＥ（防災）コース」 

募 集 要 項 

              ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会 

・申請書受付期間：平成３０年９月３日（月）～平成３０年９月１９日（水） 

・受講者選抜結果通知発送：平成３０年１０月１０日（水） 

・受講料払込期間：平成３０年１０月１１日（木）～平成３０年１０月２５日（木） 

          （ 期 日 厳 守 ） 

・実 施 場 所 ：福島県建設センター ２階会議室（福島市五月町） 

日本大学工学部 １号館１２３教室 外（郡山市田村町） 

          なお、現場実習は、福島県会津方部において実施予定。 

・育 成 講 座 ：１週目 平成３０年１１月１０日（土） 

２週目 平成３０年１１月１６日（金）・１７日（土） 

３週目 平成３０年１１月２４日（土） 

４週目 平成３０年１２月 １日（土） 

５週目 平成３０年１２月 ８日（土） 

・認 定 試 験：平成３０年１２月１５日（土）  

・認定試験合格者決定：平成３１年１月３１日（木） 

 

〇本コースは、「ふくしまＭＥ（基礎）」の認定を受けかつ受講要件を満たす者、及び

「ふくしまＭＥ（基礎）必修講義」の受講修了証の交付を受けた者が受講すること

ができます。（下図参照） 

 

216812
テキストボックス
募集要項１～３頁のみ抜粋
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ＭＥ育成講座の目的と意義 

 社会インフラは、豊かな国民生活の実現及び自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄

与する国民共通の貴重な財産であります。 

 これら社会インフラは、高度経済成長期に集中的に整備されたため、今後急速に老朽化が

進むことから、その維持・修繕、更新の必要性、緊急性が全国的に課題となっております。 

 他方、本格的な社会インフラの維持管理・更新時代を迎える中、維持・修繕分野において

は、行政を始め、地域の建設業やコンサルタントに携わるメンテナンス技術者の人材不足が

深刻な問題となっております。 

 このような中、平成 29年１月 12日「福島県建設業審議会」の答申において、「インフラ

メンテナンス技術者育成・確保に関する産学官による連携強化」について明記され、インフ

ラメンテナンス技術者育成に積極的に取り組む必要があることが報告されました。 

 このため、本協議会では、「地域のインフラは、地域自らが守る」考えの下、福島県の地

域特性を把握するとともに、橋梁、トンネル、舗装、斜面、河川構造物、防災施設等、社会

インフラ全般に係る各種点検やメンテナンスに関する専門的かつ実践的な知識を有し、社

会インフラマネジメントの中核となる技術者を安定的に育成することを目的として、図－

１に示すように、育成目標レベルに合わせて「ふくしまＭＥ（基礎）コース」、「ふくしまＭ

Ｅ（防災）コース、ふくしまＭＥ（保全）コース」、「（仮称）ふくしまＭＭＲコース」を実

施します。 

基礎から応用にわたり多くの技術者の育成に取り組むことにより、社会インフラの品質

確保に努め、県民の安全・安心に貢献していくこととしております。 

 

 

図－１ 各コースと育成目標レベル 

 

ふくしまＭＥ（防災）コース
ふくしまＭＥ（保全）コース

ふくしまＭＥ（基礎）コース

育成者数

ふくしまＭＭＲの育成

○総合的な維持管理計画を立案できる人
※資格制度のあり方について今後検討する

ふくしまＭＥ（防災）（保全）の育成

○点検計画立案、健全度診断ができる人
※高度な知識を有し、劣化状況等を的確
に診断できるレベルを目指す
※既存資格の取得も促す。

○基本的な診断知識を有し、点検作業ができる人
※構造物に係る基礎的な知識、及び維持管理の基礎的事項を習得する
※基本的な診断ができる知識を習得する

ふくしまＭＥ（基礎）の育成

（仮称）
ふくしまＭＭＲコース

ＭＥ育成講座
※国登録民間資格を目指す

※1 ＭＥ:「メンテナンス・エキスパート」構造物等の維持管理に関する高度な知識を持ち、劣化状態等を的確に診断し対処できる技術者を意味する。

※2 ＭＭＲ:「メンテナンス・マネージャー」構造物等の維持・修繕に関する日常的管理や、保全計画の策定等ができる技術者を意味する。

今後、あり方について検討

※左記の既存資格等の
レベルを目指す

既存の
国登録民間資格
例：一級構造物診断士

コンクリート診断士
他県ＭＥ など
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ＭＥ育成講座 「ふくしまＭＥ（防災）コース」の概要及び実施スケジュール 

 本コースは、公共土木施設に関して点検計画立案、健全度診断ができる技術者「ふくしま

ＭＥ（防災）」の育成を図るものです。 

 内容は、５週（講義４週＋実習１週/２日）と１週（認定試験〔筆記+面接〕）の６週間で

構成され、講義から認定試験までを一貫して行いますので、講義又は実習のみ受講すること

は認めません。 

本コースは、福島県内の地質･地盤、および降雨や地震などの自然環境下で、道路構造物

のうち、斜面崩壊や落石、雪崩、また盛土の変状による道路への影響を防止、また抑止する

ための施設（各種シェッドを含む）、地盤変状や塩害などの影響を受けるトンネル構造物を

対象とし、それらの健全度の診断と対策に関する技術を習得することを目的としています。 

平成３０年度第１回の実施スケジュール及び講師等は下記のとおりです。  

 

特別講話※

研修会場 講義時間 講 師

１週目  9:15～ 9:30 ＭＥ研修の意義、実施要項説明 福島県、事務局

 11月10日(土)  9:30～10:30 福島県の社会基盤施設の維持管理の現状 福島県

10:40～12:10 【特別講話】※

２階会議室 13:00～14:00
(一社)福島県地質調査業協会
渡部貴史

14:10～15:10
(一社)福島県地質調査業協会
石田洋之

15:20～16:50
環境作用によるコンクリート・鋼構造物の劣
化

日本大学工学部　子田康弘准教授
日本大学工学部　笠野英行専任講師

２週目 実地演習１  9:00～12:00 移動等

11月16日(金) 於：会津方部 13:00～17:00
斜面安定・落石、シェッドの診断に関する現
場実習

　　17日(土) 実地演習２  9:00～12:00
斜面安定・落石、シェッドの診断に関する現
場実習

於：会津方部 13:00～15:00 意見交換等

15:15～17:00 移動等

３週目 日本大学工学部
 9:00～11:10

(１回10分休憩)
盛土安定診断と安定度評価 日本大学工学部　仙頭紀明准教授

 11月24日(土) １号館 11:20～12:50 盛土点検計画と安定工
(公社)日本技術士会東北本部福島県
支部　増子裕一

123教室 13:50～15:20 斜面安定診断と安定度評価 日本大学工学部　中村晋教授

15:30～17:00 斜面安定施設の点検計画、診断
(公社)日本技術士会東北本部福島県
支部　畠良一

４週目 日本大学工学部  9:00～10:00 斜面安定施設の対策工
(公社)日本技術士会東北本部福島県
支部　畠良一

12月 1日(土) １号館 10:10～11:40 落石診断と安定度評価 日本大学工学部　中村晋教授

122教室 12:40～14:10 落石防護工
(公社)日本技術士会東北本部福島県
支部　小沼千香四

14:20～16:30
(１回10分休憩)

ロック/スノーシェードの概説
(公社)日本技術士会東北本部福島県
支部　長尾晃

５週目 日本大学工学部  9:20～11:30 ロック/スノーシェードの点検、診断
(公社)日本技術士会東北本部福島県
支部　八巻誠一

12月 8日(土) １号館 12:30～14:00 トンネルの構造、点検体系、定期点検
(一社)建設コンサルタンツ協会東北
支部　尾崎裕司

122教室 14:10～15:40 トンネルの調査
（一社）建設コンサルタンツ協会東
北支部　鶴原敬久

15:50～17:20 トンネルの対策工
（一社）建設コンサルタンツ協会東
北支部　鶴原敬久

６週目  9:00～12:00 認定試験（筆記試験）

12月15日(土) 13:30～17:30 認定試験（口頭試問） ※試問時間は、１人１５分程度。

講 義 内 容

　出前講座として、福島地方気象台長　島津勝也氏を講師に迎え、『福島県の降雨・雪害の現状と課題』
と題して講演いただくものです。

福島県建設
センター

福島県の地形・地質および工学的課題

日本大学工学部　中村晋教授

日本大学工学部　仙頭紀明准教授

(公社)日本技術士会東北本部福島県
支部　畠良一

他

日本大学工学部

１号館
131教室
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Ｍ Ｅ 育 成 講 座 

平成３０年度第 1 回「ふくしまＭＥ（保全）コース」 

募 集 要 項 

              ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会 

・申請書受付期間：平成３０年９月３日（月）～平成３０年９月１９日（水） 

・受講者選抜結果通知発送：平成３０年１０月１０日（水） 

・受講料払込期間：平成３０年１０月１１日（木）～平成３０年１０月２５日（木） 

          （ 期 日 厳 守 ） 

・実 施 場 所 ：福島県建設センター ２階会議室（福島市五月町） 

日本大学工学部 １号館１２３教室 外（郡山市田村町） 

          なお、現場実習は、福島県南会津方部において実施予定。 

・育 成 講 座 ：１週目 平成３０年１１月１０日（土） 

２週目 平成３０年１１月１７日（土） 

３週目 平成３０年１１月１９日（月）・２０日（火） 

４週目 平成３０年１２月 １日（土） 

５週目 平成３０年１２月 ８日（土） 

・認 定 試 験：平成３０年１２月１５日（土）  

・認定試験合格者決定：平成３１年１月３１日（木） 

 

〇本コースは、「ふくしまＭＥ（基礎）」の認定を受けかつ受講要件を満たす者、及び

「ふくしまＭＥ（基礎）必修講義」の受講修了証の交付を受けた者が受講すること

ができます。（下図参照） 

 

216812
テキストボックス
募集要項１～３頁のみ抜粋
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ＭＥ育成講座の目的と意義 

 社会インフラは、豊かな国民生活の実現及び自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄

与する国民共通の貴重な財産であります。 

 これら社会インフラは、高度経済成長期に集中的に整備されたため、今後急速に老朽化が

進むことから、その維持・修繕、更新の必要性、緊急性が全国的に課題となっております。 

 他方、本格的な社会インフラの維持管理・更新時代を迎える中、維持・修繕分野において

は、行政を始め、地域の建設業やコンサルタントに携わるメンテナンス技術者の人材不足が

深刻な問題となっております。 

 このような中、平成 29年１月 12日「福島県建設業審議会」の答申において、「インフラ

メンテナンス技術者育成・確保に関する産学官による連携強化」について明記され、インフ

ラメンテナンス技術者育成に積極的に取り組む必要があることが報告されました。 

 このため、本協議会では、「地域のインフラは、地域自らが守る」考えの下、福島県の地

域特性を把握するとともに、橋梁、トンネル、舗装、斜面、河川構造物、防災施設等、社会

インフラ全般に係る各種点検やメンテナンスに関する専門的かつ実践的な知識を有し、社

会インフラマネジメントの中核となる技術者を安定的に育成することを目的として、図－

１に示すように、育成目標レベルに合わせて「ふくしまＭＥ（基礎）コース」、「ふくしまＭ

Ｅ（防災）コース、ふくしまＭＥ（保全）コース」、「（仮称）ふくしまＭＭＲコース」を実

施します。 

基礎から応用にわたり多くの技術者の育成に取り組むことにより、社会インフラの品質

確保に努め、県民の安全・安心に貢献していくこととしております。 

 

 

図－１ 各コースと育成目標レベル 

 

ふくしまＭＥ（防災）コース
ふくしまＭＥ（保全）コース

ふくしまＭＥ（基礎）コース

育成者数

ふくしまＭＭＲの育成

○総合的な維持管理計画を立案できる人
※資格制度のあり方について今後検討する

ふくしまＭＥ（防災）（保全）の育成

○点検計画立案、健全度診断ができる人
※高度な知識を有し、劣化状況等を的確
に診断できるレベルを目指す
※既存資格の取得も促す。

○基本的な診断知識を有し、点検作業ができる人
※構造物に係る基礎的な知識、及び維持管理の基礎的事項を習得する
※基本的な診断ができる知識を習得する

ふくしまＭＥ（基礎）の育成

（仮称）
ふくしまＭＭＲコース

ＭＥ育成講座
※国登録民間資格を目指す

※1 ＭＥ:「メンテナンス・エキスパート」構造物等の維持管理に関する高度な知識を持ち、劣化状態等を的確に診断し対処できる技術者を意味する。

※2 ＭＭＲ:「メンテナンス・マネージャー」構造物等の維持・修繕に関する日常的管理や、保全計画の策定等ができる技術者を意味する。

今後、あり方について検討

※左記の既存資格等の
レベルを目指す

既存の
国登録民間資格
例：一級構造物診断士

コンクリート診断士
他県ＭＥ など
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ＭＥ育成講座 「ふくしまＭＥ（保全）コース」の概要及び実施スケジュール 

 本コースは、公共土木施設に関して点検計画立案、健全度診断ができる技術者「ふくしま

ＭＥ（保全）」の育成を図るものです。 

 内容は、５週（講義４週＋実習１週/２日）と１週（認定試験〔筆記+面接〕）の６週間で

構成され、講義から認定試験までを一貫して行いますので、講義又は実習のみ受講すること

は認めません。 

本コースは、福島県内の気象・地象条件に起因する環境作用を想定し、主に道路構造物の

うち橋梁を対象として、凍結防止剤や海水による鋼材腐食、アルカリシリカ反応、寒冷地に

おける凍害、交通作用の繰返しによる疲労といった劣化に対するコンクリートおよび鋼構

造物、さらには舗装の診断（点検、劣化機構の推定、予測、性能の評価および判定）と対策

（補修・補強、更新）に関する技術を習得することを目的としています。 

平成３０年度第１回の実施スケジュール及び講師等は下記のとおりです。 

 

特別講話※

研修会場 講義時間 講 師

１週目  9:15～ 9:30 ＭＥ研修の意義、実施要項説明 福島県、事務局

 11月10日(土)  9:30～10:30 福島県の社会基盤施設の維持管理の現状 福島県

10:40～12:10 【特別講話】※

２階会議室 13:00～14:30
福島県の構造物のメンテナンスに関する工学
的課題

日本大学工学部　岩城一郎教授

14:40～16:10
福島県の構造物のマネジメントに関する工学
的課題

日本大学工学部　岩城一郎教授

16:20～17:20 自然斜面及び土構造物の防災 日本大学工学部　中村晋教授

２週目  9:00～10:30
コンクリート構造物の保全に関する工学的課
題

日本大学工学部　子田康弘准教授

 11月17日(土) 10:40～12:10 鋼構造物の保全に関する工学的課題 日本大学工学部　笠野英行専任講師

２階会議室 13:00～14:30 コンクリートおよび鋼構造物の点検の基本 インフラ長寿命化研究会　髙橋明彦

14:40～16:10
コンクリートおよび鋼構造物の点検方法の詳
細

インフラ長寿命化研究会　髙橋明彦

３週目 実地演習１ 10:00～12:00 移動等

11月19日(月) 於：南会津方部 13:00～17:00 福島県のコンクリート橋の点検診断

　　20日(火) 実地演習２  9:00～12:00 福島県の鋼橋および舗装の点検診断

於：南会津方部 13:00～15:00 意見交換等

15:15～17:00 移動等

４週目 日本大学工学部  9:00～10:30 コンクリート構造物の診断-１（詳細調査） インフラ長寿命化研究会　髙橋明彦

12月 1日(土) １号館 10:40～12:10
コンクリート構造物の診断-２（健全度評価
と補修・補強設計）

インフラ長寿命化研究会　髙橋明彦

123教室 13:00～14:30 鋼構造物の診断-１（詳細調査） 日本構造物診断技術協会　新銀武

14:40～16:10
鋼構造物の診断-２（健全度評価と補修・補
強設計）

日本構造物診断技術協会　新銀武

16:20～17:50
コンクリートおよび鋼構造物の保全に関する
最新技術

日本大学工学部　岩城一郎教授

５週目 日本大学工学部 10:00～11:30
コンクリート橋の診断と補修・補強の事例-
１

インフラ長寿命化研究会　髙橋明彦

12月 8日(土) １号館 12:30～14:00
コンクリート橋の診断と補修・補強の事例-
２

インフラ長寿命化研究会　髙橋明彦

123教室 14:10～15:40 鋼橋の診断と補修・補強の事例 日本構造物診断技術協会　新銀武

15:50～17:20 舗装の保全（点検・診断）、補修の事例 インフラ長寿命化研究会　井原努

６週目  9:00～12:00 認定試験（筆記試験）

12月15日(土) 13:30～17:30 認定試験（口頭試問） ※試問時間は、１人１５分程度。

日本大学工学部　岩城一郎教授
日本大学工学部　子田康弘准教授
日本大学工学部　笠野英行専任講師
インフラ長寿命化研究会　髙橋明彦
日本構造物診断技術協会　新銀武
インフラ長寿命化研究会　井原努
他

講 義 内 容

福島県建設
センター

福島県建設
センター

　出前講座として、福島地方気象台長　島津勝也氏を講師に迎え、『福島県の降雨・雪害の現状と課
題』と題して講演いただくものです。

日本大学工学部

１号館
132教室




