
インフラメンテナンス国民会議九州フォーラム 
「第 6 回ピッチイベント in ながさき」のご案内 

 
「インフラメンテナンス国民会議九州フォーラム 第 6 回ピッチイベント in ながさき」を令和 4 年 8

月 1 日(月)に長崎大学を会場に開催いたします。 
 

「インフラメンテナンス国民会議九州フォーラム」は、公共インフラの維持管理に関する自治体支援、
技術開発推進に向けた情報交換やベストプラクティスの水平展開及び取り組みのマッチングなどにより、
様々な課題の解決を目指し、2018 年 1 月に立ち上げた産学官民からなる活動組織です。 

これまで 5 回のピッチイベントを福岡県と大分県で開催し、九州フォーラムの活動体制の整備と公共
インフラの維持管理に関する自治体支援などに成果を挙げつつあります。 

長崎県では道守養成ユニットによる維持管理の専門人材を通じて、産学官民の連携が確立しています。
このネットワークを活用した課題解決を目指した取り組みを紹介します。 
 
 
【日  時】令和 4 年 8 月 1 日(月) 13：30～17：05 
 
【会  場】長崎大学 中部講堂(長崎市文教町 1-14) 
      オンライン配信(Zoom) 
 
【定  員】先着 350 人(対面の定員、別途オンラインの定員 400 人) ※聴講無料、事前申込み 
 
【主  催】インフラメンテナンス国民会議九州フォーラム、長崎大学、道守養成ユニットの会 
 
【参加条件】対面での参加者は申込時にワクチン 3 回接種済みか、未接種の場合、開催の 48 時間 
            以内に PCR 検査または抗原検査により陰性を確認できること。 
            8 日間の健康管理シートを提出すること。 
 
【申込締切】令和 4 年 7 月 15 日(金) ※CPD、CPDS 認定を申請 
       
【問合せ先】 
 長崎大学大学院工学研究科インフラ長寿命化センター道守事務局 
 TEL：095-819-2880, FAX：095-819-2879 
  Email：michimori*ml.nagasaki-u.ac.jp  (*を@に変換してください） 
 
 

参加申込書、健康管理シートは長崎大学インフラ長寿命化センターの HP http://ilem.jp/からもダウン
ロードできます。ご出席をお待ちしています。 

http://ilem.jp/


インフラメンテナンス国民会議九州フォーラム

～地方のインフラをいかに守っていくか～
第6回ピッチイベントinながさき
　「インフラメンテナンス国民会議九州フォーラム」
は、公共インフラの維持管理に関する自治体支援、技術
開発推進に向けた情報交換やベストプラクティスの水平
展開及び取り組みのマッチングなどにより、様々な課題
の解決を目指し、産学官民からなる活動組織です。これ
まで5回のピッチイベントで活動体制の整備と公共イン
フラの維持管理に関する自治体支援などに成果を挙げつ
つあります。第6回ピッチイベントを長崎県で行いま
す。長崎県では道守養成ユニットによる維持管理の専門
人材を通じて、産学官民の連携が確立しています。この
ネットワークを活用した課題解決を目指した取り組みを
紹介します。

主催：インフラメンテナンス国民会議九州フォーラム、
　　　長崎大学、道守養成ユニットの会
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申込締切：7月15日（金）

14：30～15：50

16：00～16：05
16：05～17：00

17：00～17：05

長崎県内自治体の技術的ニーズの紹介　長崎大学教授　奥松　俊博　
市町管理橋梁の維持管理の実態　－課題の共有と解決に向けた第一歩－
　ファシリテーター　長崎大学准教授　山口　浩平、佐々木謙二
　登壇者：4名を予定
閉会挨拶　道守養成ユニットの会会長　吉川　國夫

日  時  令和 4 年 8 月 1 日（月） 13：30～17：05
会  場  長崎大学　中部講堂（長崎市文教町1-14）【定員：先着350名】
　  　  オンライン配信  【定員：400名】

http://ilem.jp/より参加申込書と健康管理シートを
ダウンロードしてメールかFAXで事前にお申込み下さい。
http://ilem.jp/より参加申込書と健康管理シートを
ダウンロードしてメールかFAXで事前にお申込み下さい。

技術的なテーマ

運営課題的なテーマ

13：30～13：40
13：40～13：55
13：55～14：10
14：10～14：25

開会挨拶　第６回ピッチイベント実行委員長　松田　浩
インフラメンテナンス国民会議九州フォーラムの活動の紹介　九州フォーラムリーダー　日野　伸一
テックシニアーズの設立と活動の紹介　テックシニアーズ活動推進室長　川神　雅秀
玉名市モデルの水平展開と人材育成　土木学会地方インフラ・メンテナンスネットワーク九州・沖縄WGリーダー　木下　義昭

CPD、CPDS認定を申請（対面参加者のみ）CPD、CPDS認定を申請（対面参加者のみ）

パネルディスカッション
　インフラを地域で如何に守っていくか－みんなの道を守りたい－

コーディネーター及びパネリスト
 コーディネーター　松永　昭吾（噂の土木応援チーム デミーとマツ （インフラ・ラボ））
 ＜前半＞　道を愛する活動に学ぶ
　　　　　　　　竹中　晴美（長崎ウーマンズ・ウォークラリー実行委員会委員長）、
　　　　　　　　田口　昭子、谷口　雅樹（道守長崎会議）、吉川　國夫（道守養成ユニットの会会長）、
　　　　　　　　出水　享（噂の土木応援チーム デミーとマツ（長崎大学））
 ＜後半＞　防災 /行政の取り組みに学ぶ
　　　　　　　　高橋　和雄（長崎大学名誉教授）、森尾　宣紀（長崎市中央総合事務所理事）、
　　　　　　　　田口　昭子、谷口　雅樹（前掲）、出水　享（前掲）

対面での参加者は申込時にワクチン３回接種済みか、未接種の場合、開催の48時間以内にPCR検査または
抗原検査により陰性を確認できること。開催日に７日間の健康管理シートを提出すること。参加条件

聴講無料



国土交通省九州地方整備局、長崎県、長崎市、佐世保市、（公財）長崎県建設技術研究センター、（一社）長崎県建設業協会、
（一社）長崎県測量設計コンサルタンツ協会、長崎県土木施工管理技士会、道守長崎会議、 噂の土木応援チーム  デミーとマツ、
長崎ウーマンズ・ウォークラリー実行委員会、（公社）土木学会西部支部、（公社）日本コンクリート工学会九州支部、
（公社）地盤工学会九州支部、（一社）九州橋梁・構造工学研究会、（一社）日本橋梁建設協会、
（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会九州支部、（一社）九州建設技術管理協会、（一社）九州地域づくり協会、
（一社）日本建設業連合会九州支部、（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部、㈱長崎新聞社、㈱建設新聞社、
㈱日刊建設工業新聞社、㈱九建日報社、㈱日刊建設通信新聞社

感染症対応
（対面のみ記入）

（対面のみ記入）

（対面での参加
 のみ発行）

Ｔ　Ｅ　Ｌ

E - m a i l

住　　　所

① 勤務先 (勤務先名 : 　　　　　　　　　　　　　　)　　　　② 自宅

① 対面　　　　　　　② オンライン（Zoom配信）

① ワクチン３回接種済み

② 48時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性による確認

① 建設コンサルタンツ協会CPD

② 土木学会CPD 

③ 全国土木施工管理技士会連合会CPDS

④ 不要

〒

Ｃ Ｐ Ｄ 等

参 加 形 態

氏　　　名
ふりがな

後　援

参加申込書と健康管理シートはhttp://ilem.jp/からダウンロードして、
必要事項を記載して申込みください。

E-mail またはFAXで申込ください

第6回ピッチイベント申込表

長崎大学大学院工学研究科インフラ長寿命化センター 宛
E-mail：michimori@ml.nagasaki-u.ac.jp
FAX：095-819-2879



 E-mail または FAXで申込ください  

 

長崎大学大学院工学研究科インフラ長寿命化センター宛 

E-mail: michimori@ml.nagasaki-u.ac.jp  FAX:095-819-2879 

 

 ●インフラメンテナンス国民会議九州フォーラム      

   第 6回ピッチイベント in ながさき 2022             

 日時:2022 年 8月 1日(月) 13:30-17:05 

                

申込締切 7月 15日 先着 350人(対面)  400人(オンライン) 聴講無料 

 

第 6回ピッチイベント申込フォーム 

参加者 
 ふりがな 

氏 名 
  

参加者 

連絡先 

(E-mail必須)  

住 所 

① 勤務先(勤務先名:                 )② 自宅  

 

〒 

  

TEL   

E-mail   

参加形態   ① 対面      ② オンライン(Zoom配信) 

感染症対応 対面のみ記入 
① ワクチン 3回接種済み 

② 48時間以内の PCR検査または抗原検査の陰性による確認  

CPD 等 

(対面での参加 

のみ発行) 

対面のみ記入 

 

① 建設コンサルタンツ協会 CPD 

② 土木学会 CPD  

③ 全国土木施工管理技士会連合会 CPDS 

④ 不要 

その他   

・対面で参加する場合には、添付の体調管理シートに 1週間前

から記入し、受付に提出してください。 

・ワクチン 3回未接種の場合には 48時間以内の PCR 検査また

は抗原検査の陰性証明を受付で確認します。 

・熱が 37.5 度以上ある場合、7日間＋当日分の体調チェックシー 

トで異常がある場合は受講することができません。 

 

注 1 番号①，②等はいずれか一つ選んで○で囲んでください。 

注 2 ご記入いただいた個人情報は適切に管理します。注意事項の送付、中止の場合やクラスター等が  

 発生した場合に連絡用に使用いたします。 

 

連絡先 長崎大学大学院工学研究科インフラ長寿命化センター TEL:095-819-2880 

mailto:michimori@ml.nagasaki-u.ac.jp


（別紙１）健康状態確認シート

所属 氏名

1日目
1st day

2日目
2nd day

3日目
3rd day

4日目
4th day

5日目
5th day

6日目
6th day

7日目
7th day

8日目
8th day

7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 8月1日

入力地
Where are you

健康確認した都道府県名 長崎県

体温
body

temperature

37.5℃以上
37.5 or higher

＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

のどの痛み
sore throat

＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

鼻水
nasal discharge

＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

せき
cough

＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

下痢
diarrhea

＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

鼻詰りがないのに臭いや味
がしない
unexplained loss of smell
or taste

＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

＋：あり Yes
－：なし No

健康状態確認シート
Health Check Sheet

症状
symptoms

記入例
example

entry
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