
わが国の舗装ストックは道路延長ベースで100万 kmを超え、膨大なストック量となっています。橋梁、
トンネル等と同様に、舗装においてもメンテナンスサイクルを構築し、予防保全型の管理を行うことにより、
より効率的に維持管理していくことが求められています。このような中、道路法上の道路の車道上の舗装の
点検を対象とし、国土交通省にて平成28年10月に、「舗装点検要領」が策定されました。
「舗装点検要領」では、舗装の長寿命化・ライフサイクルコスト（LCC）の削減など効率的な修繕の実施
に向け、道路の分類に応じて点検を実施していくこと、損傷の進行が早い道路等のアスファルト舗装では表
層の使用目標年数を設定すること、コンクリート舗装では損傷の発生源となることが多いと考えられる目地
部を中心に点検すること、などが提示されています。今後は、「舗装点検要領」をもとに、現地の舗装の損
傷を適切に点検・診断し、診断結果に応じた適切な措置の実施がより一層求められます。
この度、道路管理者をはじめ舗装のメンテナンスサイクルの構築・運用に関わる業務を行う技術者の参考

図書として、「舗装点検要領」に基づくメンテナンスサイクルを舗装マネジメントの視点にたって解説し、
道路の分類・点検計画の立案等の方法、個々の現場での点検、診断、措置および記録の方法などについて、
実務の指針となるようとりまとめた『舗装点検要領に基づく舗装マネジメント指針』を発刊いたしました。
今回、これらの図書の内容をより深く理解していただくための講習会を開催することといたしました。会

員はじめ多数の方々がご参加下さるようご案内申し上げます。

2018年11月

記

申込書（協会ホームページ http://www.road.or.jp/event/course.html に掲載）に必要事
項を記入の上、【申込先および問合せ先】までお送りください。聴講券と請求書をお送りします。
申込書は常に最新のものをダウンロードしてご利用ください。
なお、日本道路協会会員は、月刊誌「道路」11月号（11月20日頃発刊予定）にご案内の会
員券を申込書裏面に貼付のうえお申込下さい。（会員券の無い場合は会員の扱いはできかねます）
＊定員になり次第、締め切らせていただきますので、ご了承下さい。（裏面をご覧ください）

日本道路協会　会　員：8,000円　非会員：12,000円
　　　　なお、参加費は請求書到着後お振り込みください
　　　　※一度納入された参加費はいかなる場合も返金できかねます。

（公社）日本道路協会　「舗装」○○地区講習会係　　　℡ 03-3581-2211
〒100-8955　東京都千代田区霞が関３－３－１　尚友会館　　（http://www.road.or.jp/）

主催： 公益社団法人　日本道路協会

舗装に関する講習会のご案内舗装に関する講習会のご案内



　　各会場共通

10：00 ～ 16：00
（途中休憩含む）

＜午前＞
・道路構造物の老朽化への対応
・点検要領に基づくマネジメント（1～3章）
＜午後＞
・アスファルト舗装のメンテナンスサイクル（4，5章）
・コンクリート舗装のメンテナンスサイクル（6章）
・舗装マネジメント関連情報の紹介

 会場案内図：各ホームページにてご確認下さい
 （新潟会場、福岡会場はＨＰがありません）

開催日 地　区 会　　　場

1月 15 日（火）
定員　390 名 東　京

大手町サンケイプラザ「ホール」
http://www.s-plaza.com/
〒 100-0004　千代田区大手町1－7－2 ☎ 03-3273-2258

1 月 17 日（木）
定員　140 名 高　松

サンポートホール高松　「61会議室」
http://www.sunport-hall.jp/
〒 760-0019　高松市サンポート2－1 ☎ 087-825-5000

1 月 22 日（火）
定員　250 名 広　島

広島国際会議場 「ヒマワリ」
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/
〒 730-0811　広島市中区中島町1－5 ☎ 082-242-7777

1 月 29 日（火）
定員　450 名 名古屋

名古屋国際会議場　「レセプションホール」
http://www.nagoya-congress-center.jp/
〒 456-0036　名古屋市熱田区熱田西町1－1 ☎ 052-683-7711

2 月 1 日（金）
定員　290 名 福　岡 福岡県自治会館　「大会議室」

〒 812-0044　福岡市博多区千代4－1－27  ☎ 092-651-4284

2 月 7 日（木）
定員　240 名 大　阪

TKPガーデンシティ大阪梅田  「バンケット3Ａ」 
http://tkpumeda.net/
〒 553-0003　大阪市福島区福島5－4－21 TKP ゲートタワービル
 ☎ 06-4797-6610

2 月 13 日（水）
定員　200 名 仙　台

仙台国際センター「会議室　萩」
http://www.aobayama.jp/
〒 980-0856　仙台市青葉区青葉山 ☎ 022-265-2211

2 月 19 日（火）
定員　150 名 新　潟 新潟自治労会館　「大ホール」

〒 950-0965　新潟市中央区新光町6－7 ☎ 025-281-8050

2 月 26 日（火）
定員　190 名 札　幌

北海道建設会館　「大ホール」
http://www.h-kensetsukaikan.co.jp/
〒 060-0004　札幌市中央区北4条西3丁目1番地 ☎ 011-261-6218

　　※各会場の空席状況は、残席数が少なくなり次第ホームページに掲載します。 
　　　ご確認の上お申し込みください。

　本講習会は土木学会等機関のＣＰＤプログラムの認定を受けておりますので、各自ご登録ください。



「舗装」に関する講習会 
申込方法 
 １．本申込書に会員の方は会員券（「道路」誌 11 月号掲載）を添えてお申し込みください。聴講

券と請求書をお送りしますので、郵便振替または銀行振込にてお支払い下さい。なお、振り

込み手数料はご負担下さい。（一度納入された参加費はいかなる理由であっても返金はでき

かねます。また、当日以降のキャンセルはお受けできませんのでご注意下さい） 
 ２．会員券は申込書の裏面にのりづけして下さい。 
 ３．参加費の当日払いはお断り申し上げます。 
 

フリガナ 

参 加 者 名 勤  務  先 
どちらかに○を

つけてください

   

会員・非会員   

   

会員・非会員   

   

会員・非会員   

   

会員・非会員   

受講会場 

※参加希望地区を○で囲んでください。 

1月15日 

東 京 

1月17日 

高 松 

1月22日 

広 島 

1月29日 

名古屋 

2月1日 

福 岡 

2月7日 

大 阪 

2月13日 

仙 台 

2月19日 

新 潟 

2月26日 

札 幌 
   

 ※各会場の空席状況は、残席数が少なくなり次第ホームページに掲載します 

ご確認の上お申し込みください → http://www.road.or.jp/event/course.html 

(申込担当者) 

郵便番号  〒        － 

住  所                              
（フ リ ガ ナ） 

会 社 名                              

所  属                              

氏  名                              

電話番号                              
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