
職　種 人数 割合

技術職 18 75%

事務職 0 0%

無回答 6 25%

合計 24 100%

講義

災害発生時におけるドローンを活用し
た災害調査について、ドローンによる
写真測量の基礎知識を習得するととも
に、ドローンの操縦・空撮実習等により、
実務能力の向上を図る研修です。

日 時 ： 令和元年５月２３日（木）
１０：００～１６：１０

場 所 ： 県立淡路景観園芸学校
参加者 ： ２４名（県１７名 市町７名）

令和元年度 ドローンを活用した災害調査（実務編）に関する技術講習会を開催しました。

概 要 プログラム

・ドローン研修の流れ
・ドローンの概要
・ドローンによる写真測量の基礎知識
・ドローンデモフライト
・ドローン操縦体験
・撮影データ確認

研修参加者の声

アンケート結果

・災害時の被害確認にドローンを活用した運用を検討
しており、そのための基礎知識を習得することは、講
義・実習・QAを通して充分に出来たと感じている。
私としては、非常に満足をしている。

・実技研修が大変良かった。今後の参考になりました。
・実際に操縦したのは、初めてだったがドローンに関す

る知識を得た上で操縦することができて良かった。
・写真測量についての知識も浅かったが、分かりやすく

説明していただき理解を深められた。
・操作技術ではなく、気になっていた特性や法令に関し

て学ぶことができた。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

年　齢 人数 割合

25歳未満 2 8%

4 16%

9 38%

9 38%

無回答 0 0%

合計 24 100%

40歳以上

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

人数 割合

たいへん満足 13 54%

まずまず満足 10 42%

普通 1 4%

0 0%

0 0%

無回答 0 0%

合　　計 24 100%

不満

あまり満足ではない

操縦体験 操縦体験

※アンケート回収率 １００％



人数 割合

たいへん満足 19 34%

まずまず満足 26 46%

普通 5 9%

2 4%

0 0%

無回答 4 7%

合　　計 56 100%

不満

あまり満足ではない

年　齢 人数 割合

25歳未満 13 23%

12 21%

26 47%

3 5%

無回答 2 4%

合計 56 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

職　種 人数 割合

技術職 47 84%

事務職 3 5%

無回答 6 11%

合計 56 100%

道路計画に際し基本となる道路構造令
とその運用上の留意点・注意事項等に
ついて、事例を用いて、そのポイントを
わかりやすく解説するとともに、適切な
計画の立案、設計が行えるよう設計演
習を行う研修です。

日 時 ： 令和元年度６月７日（金）
１０：０５～１６：４５

場 所 ： 兵庫県学校厚生会館
アートホール神戸 ２F 大会議室

参加者 ： ５７名（県１７名 市町７名）

令和元年度 道路計画演習に関する技術講習会を開催しました。

概 要 プログラム

・道路計画とは
・道路の基本条件の考え方

演習①：幅員構成の設定
・道路線形について

演習②：幾何構造基準表の作成
平面・縦断線形のチェック

演習③：道路計画演習
フリーハンドによるルート検討
縦断図作成
コントロール点での縦断図作成
横断図作成
平面図作成

研修参加者の声

アンケート結果

・もう一度、道路の基礎が学べて良かった。
・道路を設計する上での留意点や構造令に

ないこと（ガイドライン）などが再確認できた。
・今回学んだことは、実際に自分たちの手でやることは

なかったが、ペーロケ等はとてもいい勉強になり達成
感があった。

・計画設計だけでなく、コンサルタントとのやりとりにお
いての必要なことがわかった。

・道路事業の担当となり、知らない事も多かったため非
常に参考になった。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

演習 演習

※アンケート回収率 ９８％



人数 割合

たいへん満足 18 24%

まずまず満足 46 58%

普通 9 11%

1 1%

0 0%

無回答 5 6%

合　　計 79 100%

不満

あまり満足ではない

年　齢 人数 割合

25歳未満 24 30%

18 23%

23 29%

10 13%

無回答 4 5%

合計 79 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

職　種 人数 割合

技術職 66 84%

事務職 5 6%

無回答 8 10%

合計 79 100%

インフラメンテナンス講習の一環として、
道路工事には不可欠であるアスファルト
舗装の設計及び施工の他、維持･修繕
について設計･監督を行う土木技術職
員としての基礎的知識を習得し、実務
能力の向上を図る研修です。

日 時 ： 令和元年６月１４日（金）
９：５５～１６：５０

場 所 ： 兵庫県民会館 パルテホール
１１階

参加者 ： ８２名（県３８名 市町４４名）

・アスファルト舗装の構造設計

・施工及び施工管理

・舗装の維持管理と工法選定

令和元年度 Ａｓ舗装修繕・設計演習に関する技術講習会を開催しました。

概 要 プログラム

研修参加者の声

アンケート結果

・アスファルト舗装の基本的な構成から種類等を
詳しく説明して頂けたので理解しやすかったです。

・現場での施工方法やアスファルトが出来るまでの流れ等、
普段の業務の中では学べない事を学ぶ事が出来たので
良かったです。

・写真での説明が多く具体的で分かりやすかった。現象・原
因・補修方法という流れが頭に入りやすかった。

・アスファルトに関する基本的な知識がほとんどなかったの
で、基本的な説明からして頂けたので基本知識を身に付
ける事が出来て良かったです。

・舗装に関する基礎的な部分まで説明して頂けたので、初
級者にとって、大変分かりやすくいい講習であった。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

講義 講義

※アンケート回収率 ９６％



年　齢 人数 割合

25歳未満 9 13%

14 21%

25 36%

19 28%

無回答 2 2%

合計 69 100%

40歳以上

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

職　種 人数 割合

技術職 51 74%

事務職 8 12%

無回答 10 14%

合計 69 100%

公共土木施設の災害発生時の応急対応及
び災害復旧事業や改良復旧事業等の採択
に向けた的確な調査・設計等、災害査定に
必要な基礎的知識の習得を図る研修です。

日 時 ： 令和元年６月１９日（木）
１０：００～１６：３０

場 所 ： 兵庫県民会館 パルテホール
１１階

参加者 ： １３７名
（県３２名 市町５４名

兵庫県防災エキスパート５１名）

・災害応援協定について
・市町災害復旧支援制度

『D-SUPPORT』について
・災害復旧事業の制度について
・わかりやすい災害復旧事業
・災害現場の事例紹介

①平成30年7月豪雨
宍粟市河原田地区災害関連事業
②矢板による仮締切り事例
③風浪災害について
④平成30年度台風第21号による

下水浄化センターの高潮災害
について

令和元年度 災害復旧研修を開催しました。

概 要 プログラム

研修参加者の声

アンケート結果

・大規模災害時の対応の流れが分かりやすく説明されて
いたと思う。

・災害復旧事業に関わる枠組みの概要、またそれぞれの
事業の補助率及び事業としての成立のためのポイント
について理解でき、有意義な講義となった。

・応急工事の申請等、事例をふまえた説明で、今後の参
考となった。

・事例をもとに様々な災害パターンを教えていただいて参
考になりました。

・被害の内容から、復旧方法に至るまで実例を聞くことが
できて良かった。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義 講義

※アンケートは、県・市町職員集計を掲載
アンケート回収率８０％

人数 割合

たいへん満足 32 47%

まずまず満足 32 47%

普通 1 1%

あまり満足でない 0 0%

不満 0 0%

無回答 4 5%

合　　計 69 100%



人数 割合

たいへん満足 5 16%

まずまず満足 19 59%

普通 3 9%

0 0%

0 0%

無回答 5 16%

合　　計 32 100%

あまり満足ではない

不満

職　種 人数 割合

技術職 18 56%

事務職 13 41%

無回答 1 3%

合計 32 100%

土地区画整理事業に携わる職員としての意
識の確立を図るとともに、土地区画整理の
しくみ、区画整理の土地評価及び換地計画
に関する講義などにより、職務に必要な基
礎知識を習得し、実務能力の向上を図る研
修です。

日 時 ： 令和元年７月５日（金）
１０：１０～１６：４０

場 所 ： 神戸市産業振興センター
会議室９０４＋９０５

参加者 ： ３２名（県７名 市町２５名）

・土地区画整理のしくみ

・区画整理をめぐる最近の話題

・区画整理の土地評価について

・換地計画の実務

令和元年度 土地区画整理研修を開催しました。

概 要 プログラム

研修参加者の声

アンケート結果

・換地事務を進める上での流れや留意点など、
詳しく解説していただいた。

・実務上のポイントや講師の方の経験上の注意点など、
参考になる点が多かった。

・施工中の区画整理事業に携わっているため、事業認可
等の流れを聞くことができ勉強になった。

・土地評価について、演習問題を解きながら理解を深め
ることができた。

・区画整理について、全般的なことから細部まで分かり
やすい研修だった。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

講義 演習

※アンケート回収率 １００％

年　齢 人数 割合

25歳未満 2 6%

5 16%

13 41%

12 37%

無回答 0 0%

合計 32 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上



年　齢 人数 割合

25歳未満 5 10%

13 25%

20 38%

12 23%

無回答 2 4%

合計 52 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

職　種 人数 割合

技術職 40 77%

事務職 2 4%

無回答 10 19%

合計 52 100%

地盤上に設置する構造物の安定性を確
保するためには、地盤条件に応じた支持
力計算を行い、直接基礎あるいは杭基礎
の設計を行う必要があります。ここでは実
践的な支持力計算演習を通じ、構造物基
礎工の基本的知識を習得し、土木技術者
として実務能力の向上を図る研修です。

日 時 ： 令和元年７月１９日（金）
１０：０５～１６：５０

場 所 ： 兵庫県まちづくり技術センター
３階 大会議室

参加者 ： ５３名（県３０名 市町２３名）

・地盤調査の基礎知識

・調査結果の設計への適用及び留意点

・直接基礎の支持力計算演習

・杭基礎の支持力計算演習

令和元年度 支持力計算演習（直接基礎・杭基礎設計）に関する技術講習会を開催しました。

概 要 プログラム

研修参加者の声

アンケート結果

・図などがあり分かりやすかった。用語の説明があり素人でも分かりやすい
講義だった。

・設計における極限支持力の演習ができ、具体的で分かりやすかった。

・講師の方が分かり易く説明して頂き理解しやすかった。また、テキストも
計算の順序が分かりやすく記されていたので演習も理解できた。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

講義 演習

人数 割合

たいへん満足 9 17%

まずまず満足 31 60%

普通 3 6%

1 2%

0 0%

無回答 8 15%

合　　計 52 100%

不満

あまり満足ではない

※アンケート回収率 ９８％



人数 割合

たいへん満足 11 50%

まずまず満足 9 41%

普通 0 0%

0 0%

0 0%

無回答 2 9%

合　　計 22 100%

あまり満足ではない

不満

年　齢 人数 割合

25歳未満 1 5%

5 23%

14 63%

2 9%

無回答 0 0%

合計 22 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

職　種 人数 割合

技術職 12 54%

事務職 1 5%

無回答 9 41%

合計 22 100%

安全で円滑な交差点を計画するため、設
計の基本となる道路構造令をわかりやす
く解説するとともに、設計演習を行うこと
により、具体的な計画立案や設計が行え
るよう土木技術職員としての実務能力の
向上を図る研修です。

日 時 ： 令和元年８月２日（金）
１０：００～１６：５０

場 所 ： 兵庫県まちづくり技術センター
３Ｆ 大会議室

参加者 ： ２４名（県９名 市町１６名）

令和元年度 交差点計画演習に関する技術講習会を開催しました。

概 要 プログラム

・交差点の計画と設計の進め方

・交差点計画の留意点

・交差点計画（設計）演習

研修参加者の声

アンケート結果

・基本的な考え方から説明してもらえたので、分かりやすく満足
できました。

・実際に書くことで、良く理解出来た。個別の質問にも回答して
頂き為になった。

・演習をすることで、イメージだけで終わることなく、理解すること
が出来た。

・疑問点に的確に答えて頂き、理解し易かった。
・演習に時間をかけてくれたので、自分で理解出来るまで図を書

くことが出来た。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

演習 演習

※アンケート回収率 ９２％



職　種 人数 割合

技術職 31 72%

事務職 2 5%

無回答 10 23%

合計 43 100%

重力式擁壁及び逆T式擁壁の安定計算と
部材計算の演習を通じて、擁壁設計に必
要な基本的知識を習得する。また、擁壁設
計等における失敗事例から、設計や施工
で陥りやすいミスとその対策を学び、適切
な設計が行えるよう土木技術職員としての
実務能力の向上を図る研修です。

日 時 ： 令和元年８月２３日（金）
９：５５～１６：５０

場 所 ： 兵庫県まちづくり技術センター
３Ｆ 大会議室

参加者 ： ４３名（県２０名 市町２３名）

令和元年度 構造物（擁壁）設計演習に関する技術講習会を開催しました。

概 要 プログラム

・構造物設計のポイント

・重力式擁壁安定計算演習

・逆Ｔ式擁壁安定計算演習

・擁壁設計におけるミス事例

研修参加者の声

アンケート結果

・擁壁形式や荷重に関して、分かりやすく説明していただいたの
で、理解しやすかった。

・実際に演習したことで、擁壁の設計の大まかな流れが把握で
きました。

・実際の事例を元に分かりやすく説明を受けた。同様のことを自
分がやらないように注意したい。

・演習形式で、理解度が上がったと感じた。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

演習 演習

※アンケート回収率 １００％

年　齢 人数 割合

25歳未満 8 19%

12 28%

11 25%

5 12%

無回答 7 16%

合計 43 100%

25歳以上～30歳未満

40歳以上

30歳以上～40歳未満

人数 割合

たいへん満足 11 25%

まずまず満足 21 49%

普通 9 21%

0 0%

0 0%

無回答 2 5%

合　　計 43 100%

不満

あまり満足ではない



人数 割合

たいへん満足 8 38%

まずまず満足 10 47%

普通 1 5%

0 0%

1 5%

無回答 1 5%

合計 21 100%

あまり満足ではない

不満

年　齢 人数 割合

25歳未満 4 19%

1 5%

9 43%

7 33%

無回答 0 0%

合計 21 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

近年頻発する水害や、構造物の老朽化等
を踏まえ、河川管理の充実を図るため、平
成25年6月に河川法の一部が改正され、
河川管理施設等の維持・修繕基準が創設
された。このことから、河川管理施設等の
点検、維持管理に必要な堤防等の点検技
術の知識を習得し、不具合堤防による現
地実習を通じて、さらに実務能力の向上を
図る研修です。

日 時 ： 令和元年８月３０日（金）
１０：５５～１６：２０

場 所 ： 近畿地方整備局
近畿技術事務所
１階講堂、実習研修用堤防

参加者 ：２１名（県１５名 市町６名）

令和元年度 河川講習会（維持管理）を開催しました。

概 要 プログラム

・兵庫県河川維持管理計画

・排水機場等の維持管理について

・河川管理施設の維持管理の
点検技術について
（研修用“不具合堤防”を利用

した堤防等の点検技術実習）

研修参加者の声

アンケート結果

・河川管理施設の名称から維持管理計画、不具合堤防の実習
まで幅広く学べた。今後の業務に活かしていきたい。

・河川管理施設（護岸）の沈下やクラックの原因について、理解
が深まりました。

・実際に自分の目で見ながら構造物の変状を確認できたので、
今までと見る視点や観点が変わりました。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

実習 実習

※アンケート回収率 １００％

職　種 人数 割合

技術職 19 90%

事務職 2 10%

無回答 0 0%

合計 21 100%



人数 割合

たいへん満足 2 11%

まずまず満足 13 72%

普通 3 17%

0 0%

0 0%

無回答 0 0%

合計 18 100%

あまり満足ではない

不満

時間配分

年　齢 人数 割合

25歳未満 2 11%

2 11%

6 33%

8 45%

無回答 0 0%

合計 18 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

職　種 人数 割合

技術職 13 72%

事務職 5 28%

無回答 0 0%

合計 18 100%

老朽化が進む土木機械設備（排水機場
等）の点検・整備に関する基準、要領等を
知り、排水機場と水門の構造及びしくみを
踏まえた上で、維持管理のための点検方
法を学び、実機による故障対応を経験して
実務能力の向上を図る研修です。

日 時 ： 令和元年９月３日（火）
９：５５～１７：３０

場 所
（講義）兵庫県まちづくり技術センター

３Ｆ 大会議室
（現場）入貫川排水機場及び水門

南あわじ市松帆志知川
参加者： ２４名（県１６名 市町８名）

令和元年度 土木機械設備（河川・海岸）研修を開催しました。

概 要 プログラム

（講義）

・土木機械設備（河川・海岸）の

基準・要領等について
・しくみと構造を踏まえた設計
・点検の方法及び維持管理
・入貫川排水機場及び水門の概要

（現場）
・故障対応の実務

研修参加者の声

アンケート結果

・排水機場を直に見学できる機会がなかなかないので、とても
参考になりました。

・排水機場について、下水道の中でも情報が少ない中で勉強
になった。

・実体験に基づいて、排水機場の良い点と悪い点を教えて頂

き非常に参考になりました。

・実際の設計業務に携わった方の話は大変有意義に感じた。

・実物の操作方法など見学できることで、より理解することが
出来た。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

現場 現場

※アンケート回収率 ７５％



人数 割合

たいへん満足 11 44%

まずまず満足 10 40%

普通 4 16%

0 0%

0 0%

無回答 0 0%

合　　計 25 100%

不満

あまり満足ではない

年　齢 人数 割合

25歳未満 2 8%

5 20%

15 60%

3 12%

無回答 0 0%

合計 25 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

職　種 人数 割合

技術職 23 92%

事務職 1 4%

無回答 1 4%

合計 25 100%

プレストレスト・コンクリート橋（ＰＣ橋）の基
本と橋梁形式について解説するとともに、
ＰＣ橋の設計演習及び維持管理演習を通
じて、ＰＣ橋に関する基礎知識を習得し、
実務能力の向上を図る研修です。

日 時 ： 令和元年９月１２日（木）
９：５５～１６：４０

令和元年９月１３日（金）
１０：００～１６：４０

場 所 ：兵庫県まちづくり技術センター
３Ｆ 大会議室

参加者
1日目：２６名（県１６名 市町１０名）
２日目：２３名（県１５名 市町 ８名）

令和元年度 ＰＣ橋研修を開催しました。

概 要 プログラム

（講 義）

1日目

・ＰＣ橋の基本と橋梁形式

・ＰＣ橋の施工方法

・ＰＣ橋の変状と維持保全（その１）
・ＰＣ橋の変状と維持保全（その２）
（ＰＣ道路橋維持管理マニュアル）

２日目

・ＰＣ橋の基本と橋梁形式
設計照査における着眼点について

・ＰＣ橋の設計演習
・コンクリート橋の変状事例と対策
・ＰＣ橋の維持管理演習（その１）
・ＰＣ橋の維持管理演習（その２）

研修参加者の声

アンケート結果

・PC橋の基本や施工方法の写真やフローでの説明、とても理解
できました。また、維持保全の注意点や着目点もとても理解しや
すかったです。

・PC橋の設計をするには、どんな計算、検討が必要なのかを理解
することが出来た。

・発注者としてどこを見るべきか、ポイントを押さえることが出来た。

・自分で原因・対策を考えることは非常にためになった。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義 演習

※アンケート回収率 ９６％



人数 割合

たいへん満足 27 33%

まずまず満足 48 58%

普通 6 7%

0 0%

0 0%

無回答 2 2%

合　　計 83 100%

不満

あまり満足ではない

年　齢 人数 割合

25歳未満 20 24%

20 24%

27 33%

14 17%

無回答 2 2%

合計 83 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

職　種 人数 割合

技術職 68 82%

事務職 8 10%

無回答 7 8%

合計 83 100%

建設工事の主体であるコンクリート構造物
について、コンクリートの特性を踏まえた施
工管理や品質管理の留意点、長寿命化に
向けた点検、補修・補強工法の概要等、施
工から維持管理まで“よい構造物を造る”
ための一連のコンクリートの基礎知識、技
術の習得を図る研修です。

日 時 ： 令和元年度９月２６日（木）
９：５５～１６：３０

場 所 ： 兵庫県民会館 （パルテホール）

参加者： ８７名（県５２名 市町３５名）

令和元年度 コンクリート構造物の施工と維持管理研修を開催しました。

概 要 プログラム

・コンクリートの基本的性質

・コンクリートの施工管理の要点

・コンクリート構造物の劣化原因と

その影響

・コンクリートの調査診断

・補強における設計・施工の留意点

研修参加者の声

アンケート結果

・コンクリートに関する幅広い知識を学ぶことができた。コンクリートの
性質から施工方法、調査方法など、業務に直結する内容となって
おり、とても役立つ内容であった。

・コンクリートに関する基本的な性質について理解することができた。
説明に動画が使用されており、興味が持てる内容であった。

・実際の点検例・結果があり分かりやすかった。特に損傷からどう
いった原因があるかを考察する過程は、非常に参考になった。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

講義

※アンケート回収率 ９５％



人数 割合

たいへん満足 20 50%

まずまず満足 16 39%

普通 3 8%

0 0%

0 0%

無回答 1 3%

合　　計 40 100%

不満

あまり満足ではない

年　齢 人数 割合

25歳未満 4 10%

9 23%

15 37%

12 30%

無回答 0 0%

合計 40 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

職　種 人数 割合

技術職 34 85%

事務職 2 5%

無回答 4 10%

合計 40 100%

切土・盛土設計に必要な地盤情報（土質
定数）について理解を深め、適切な調査
計画立案及び現場での管理に必要な基
本的知識の習得を図る研修です。

日 時 ： 令和元年１０月１７日（木）
９：５５～１６：４０

場 所 ： 兵庫県まちづくり技術センター
３階 大会議室

参加者 ： ４１名（県１６名 市町２５名）

・構造物設計に必要な

地盤調査の計画と結果の評価

①地盤の成り立ち

②地盤調査と設計土質定数

・圧密沈下計算演習

・斜面の安定計算演習

令和元年度 地盤調査（切土・盛土設計）に関する技術講習会を開催しました。

概 要 プログラム

研修参加者の声

アンケート結果

・地球の動きや地層の成り立ちが、実際の災害にどう影響するのかという
説明が興味深かった。

・ボーリング調査の機械や原理、柱状図の見方と地盤の種類の見分け方が
よく理解できた。

・圧密沈下の計算を経て、時間的制約を満たすためにどのような工法が求
められるのか理解できた。
・安全率を求める際に、C・φの値が大きく影響を与えることが分かった。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

演習

※アンケート回収率 ９８％

演習



年　齢 人数 割合

25歳未満 4 11%

8 22%

15 42%

8 22%

無回答 1 3%

合計 36 100%

25歳以上～30歳未満

40歳以上

30歳以上～40歳未満

職　種 人数 割合

技術職 28 77%

事務職 2 6%

無回答 6 17%

合計 36 100%

地盤調査、工事管理における材料試験
や品質管理試験について学び、さらに
標準貫入試験、土質試験等の体験を通
じて、調査・試験方法と試験結果につい
て理解を深めることを目指す研修です。

日 時 ：令和元年１０月１８日（金）
１０：２０～１６：４０

場 所 ：関西地盤環境研究センター

参加者： ３７名（県１３名 市町２４名）

令和元年度 地盤調査・土質試験実習に関する技術講習会を開催しました。

概 要 プログラム

・オリエンテーション

①現地調査の概要

②土質試験の概要

・ボーリング作業実地研修

・主要資機材の説明

・掘進、標準貫入試験他

・ボーリング日報から

柱状図等の作成について

・土質試験実習（班別）

・土質試験結果の品質と

利用方法について

研修参加者の声

アンケート結果

・標準貫入試験等を直接体験できたので、すごくイメージができ
て良かった。
・柱状図の見方を理解することができた。
・実際の試験を見学することができて、結果の収集方法や活用
方法など理解できた。
・土質試験から構造物を設計する流れを理解できました。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

実習

実習

※アンケート回収率 ９８％

実習

人数 割合

たいへん満足 23 63%

まずまず満足 11 31%

普通 0 0%

0 0%

0 0%

無回答 2 6%

合　　計 36 100%

不満

あまり満足ではない



年　齢 人数 割合

25歳未満 3 11%

4 14%

9 32%

10 36%

無回答 2 7%

合計 28 100%

40歳以上

30歳以上～40歳未満

25歳以上～30歳未満

職　種 人数 割合

技術職 24 86%

事務職 0 0%

無回答 4 14%

合計 28 100%

社会基盤施設が急速に老朽化しており、
計画的･効率的な対策が望まれる中、比
較的多くの職員が携わる「橋梁」の基礎
知識や損傷事例及び補修対策などに
関する講義と損傷橋梁供試体の見学体
験講習を行い、技術職員としての基礎知
識･技術力向上を図るとともに、橋梁に係
る維持管理を円滑かつ効率的に行うこと
を目指す研修です。

日 時 ：令和元年１１月１日（金）
１０：００～１６：２０

場 所 ：西日本高速道路株式会社
茨木技術研修センター

参加者： ２８名（県２８名）

令和元年度 橋梁メンテナンス講習会を開催しました。

概 要 プログラム

・〈体験講習〉

劣化損傷橋梁(供試体)見学実習

・道路橋の構造について

・道路橋点検の着眼点

・損傷事例と補修対策について

研修参加者の声

アンケート結果

・損傷した実物の橋梁をもとに説明を頂き、貴重な体験をすること
ができた。また、予防保全の重要さを改めて認識することができた。

・橋梁の部材の名称、構造、役割について基礎的知識を習得する
ことができた。

・点検の着眼点が写真とともにまとめられており、分かりやすかった。
・今回の講義は道路橋の構造→点検→補修対策の流れで順序よく
説明頂いたので、より理解を深めることができた。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

見学体験

見学体験

※アンケート回収率 １００％

講義

人数 割合

たいへん満足 17 61%

まずまず満足 7 25%

普通 1 3%

0 0%

0 0%

無回答 3 11%

合　　計 28 100%

不満

あまり満足ではない



人数 割合

9 24%

19 51%

8 22%

0 0%

0 0%

1 3%

37 100%

満足度

たいへん満足

まずまず満足

普通

あまり満足ではない

不満

無回答

合　　計

人数 割合

4 11%

9 24%

18 49%

6 16%

0 0%

37 100%

40歳以上

年　齢

25歳未満

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

無回答

合計

職　種 人数 割合

技術職 33 89%

事務職 3 8%

無回答 1 3%

合計 37 100%

仮設構造物設計に際しての留意点・注意
事項等について、「土留め工」を対象とし
てそのポイントを解説するとともに、設計演
習により適切な計画の立案、設計が行え
るよう土木技術職員としての実務能力の
向上を目指す研修です。

日 時 ： 令和元年１１月１９日（火）
９：５５～１６：５０

場 所 ： 兵庫県まちづくり技術センター
３階 大会議室

参加者 ： ３７名（県２０名 市町１７名）

・設計法の概要

・地盤調査

・例題解説

・掘削底面の安定と地下水対策・

周辺構造物への影響に関する検討

・自立式土留め工の設計計算演習

令和元年度 仮設構造物設計演習に関する技術講習会を開催しました。

概 要 プログラム

研修参加者の声

アンケート結果

・支保形式の違いによる設計法の注意点や設計に用いる土圧係数の違い
等、分かりやすい説明でした。
・ボーリング結果の読み方、チェックポイントが分かりやすくてよかった。
・ヒーリングやボイリングなどのメカニズムや対策方法が理解出来てよかった
です。
・細かい部分の質問にまで回答していただけたので、理解が深まりました。
・必要なポイント、留意点、地下水や粘性土の対策ポイントなど仮設工（土留
め）について幅広く知識を得ることが出来た。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

演習

※アンケート回収率 １００％

演習



人数 割合

たいへん満足 5 21%

まずまず満足 10 41%

普通 5 21%

1 4%

0 0%

無回答 3 13%

合　　計 24 100%

不満

あまり満足ではない

年　齢 人数 割合

25歳未満 1 4%

6 25%

5 21%

12 50%

無回答 0 0%

合計 24 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

職　種 人数 割合

技術職 21 87%

事務職 3 13%

無回答 0 0%

合計 24 100%

下水道施設のストックマネジメント計画の
策定手法や適正な維持管理について、
下水道事業に携わる技術職員としての基
礎知識を習得し、実務能力の向上を図る
研修です。

日 時 ：令和元年１１月２９日（金）
９：４０～１６：４５

場 所 ：兵庫県民会館 ３０３号室

参加者： ２６名（県４名 市町２２名）

令和元年度 下水道に関する技術講習会を開催しました。

概 要 プログラム

・下水道事業の概要

・管渠のストックマネジメント

計画の策定手法

・施設のストックマネジメント

計画の策定手法

・雨水対策手法について

・下水道事業における

BCP策定手法

・機械・電気設備の維持管理

研修参加者の声

アンケート結果

・下水道に関する集中した講義でしたので、大変参考になりました。
・事例についての内容だったので、非常に参考になりました。
・ストックマネジメント計画のシナリオ作成について、よく分かりました。
改築・改善の判定や比較方法の考え方について、勉強になりました。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

講義

※アンケート回収率 ９２％

講義

講義



人数 割合

たいへん満足 5 25%

まずまず満足 12 60%

普通 1 5%

0 0%

0 0%

無回答 2 10%

合計 20 100%

あまり満足ではない

不満

年　齢 人数 割合

25歳未満 3 15%

2 10%

9 45%

6 30%

無回答 0 0%

合計 20 100%

25歳以上～30歳未満

30歳以上～40歳未満

40歳以上

職　種 人数 割合

技術職 18 90%

事務職 2 10%

無回答 0 0%

合計 20 100%

河川事業の進め方から河川計画について
の基礎的な知識を習得するとともに、多自
然川づくりへの兵庫県の取り組みの評価、
底生動物、また、多自然川づくりの植生な
どについて学ぶことにより、環境に配慮し
た川づくりに関する知識を習得し、実務能
力の向上を図る研修です。

日 時 ：令和元年１２月６日（金）
１０：５５～１６：００

場 所 ：兵庫県まちづくり技術センター
３階 大会議室

参加者 ：２３名（県１４名 市町９名）

令和元年度 河川講習会（計画）を開催しました。

概 要 プログラム

・河川の計画について

・多自然川づくり

（兵庫県の取り組みの評価、

底生動物）

・多自然川づくり（植生）

研修参加者の声

アンケート結果

・これまでの河川計画の背景や、今後の整備の方向性を考えるに
あたり、基本的な考え方を整理出来る良い講座でした。
・兵庫県での取り組みを具体例を交えて紹介されていたのが、非常
に分かりやすかった。
・河川整備をするにあたり、植生を知ることが河川の状況を知るの
に有効な手段だと感じた。
・計画の策定の基本的な内容や植生や環境については、なかなか
教えてもらう機会がないので、受講してよかった。

職 種

年 齢

講習会全体の満足度

講義

講義

※アンケート回収率 ９８％

講義


