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県土整備部部局研修会の実施 

 

 技術者としての専門的知識・技術を習得するため、最低限必要な技術研修を採用 1年目から 5年目ま

での職員を対象に必修として実施するほか、職員全体の能力向上を図るため、階層毎に実施するものや

自ら選択できる研修に分類し、市町村・県職員を対象に実施している。 

 

県土整備部部局研修の開催状況 ＜平成 24 年度から実施（市町村・県職員を対象）＞ 

平成２４年度 

開催日 主な内容 
県職員

参加者

H24.5.1 

◎積算システム研修 

「土木技術者の業務とその業務に係るシステムについて」 

「青森県土木積算システムの操作方法について」 

【主催】整備企画課 建設システムグループ 

8 名 

H24.6.5 

H24.6.6 

◎土質研修 

「土質の基礎知識、地盤の支持力・基礎構造について」 

【講師】整備企画課 企画・指導調査グループ 

15 名 

H24.6.11 

H24.6.12 

◎橋梁定期点検研修 

「鋼橋及びコンクリート橋の点検と調書作成手法について」 

「現場研修（根井橋、新永富橋）」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

7 名 

H24.6.25 

H24.6.26 

◎設計ＶＥ基礎（マネジメント）研修 

「ＶＥの概要、ＶＥチーム管理の要点、ＶＥの実施手順・管理と評価」 

【講師】整備企画課 建設システムグループ 

21 名 

H24.6.28 

◎事業過程管理研修 

「予算編成の過程や予算と事業評価のリンク、工事の積算、監督など業務の

一連の流れについて」 

【講師】整備企画課 企画・指導調査グループ 

10 名 

H24.6.29 

◎ＣＡＤ研修 

「武蔵ＣＡＤの基本操作、発注図作成から図面印刷まで」 

【主催】整備企画課 建設システムグループ 

10 名 

H24.7.11～ 

H24.7.13 

◎橋梁設計研修 

「橋梁設計の基本、基礎工・橋台・橋脚設計演習」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

8 名 

H24.7.24 

◎河川事業一般研修 

「河川改修計画、砂防事業、海岸事業、ダム事業の基本について」 

「河川工作物の技術基準や河川等の占用について」 

【主催】河川砂防課 

8 名 

H24.8.23 ◎建設材料研修会 10 名 
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H24.8.24 「アスファルト混合物やコンクリートの基礎知識、品質管理等について」 

【講師】整備企画課 企画・指導調査グループ 

H24.9.6 

H24.9.7 

◎わかりやすい話し方・説明のしかた研修 

「コミュニケーションの基本、説明の原則・理解について」 

【主催】自治研修所 

3 名 

H24.10.1～ 

H24.10.3 

◎橋梁補修設計研修 

「橋梁に係る変状の種類と原因、劣化機構と部材の劣化について」 

「鋼橋とコンクリート橋の補修方法について」 

「現場研修（吾妻橋歩道橋、新広戸橋外４橋）」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

11 名 

H24.10.18 

H24.10.19 

◎道路事業一般研修 

「道路事業の施策や制度、事業評価について」 

「道路管理の基礎知識、基本計画について」 

【主催】道路課 

6 名 

H24.10.30 

H24.10.31 

◎橋梁補修施工管理研修 

「鋼橋及びコンクリート橋の施工管理のポイントについて」 

「施工管理現場研修（六枚橋側道橋、第二梹榔橋）」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

6 名 

H24.11.8 

H24.11.9 

◎都市計画研修 

「都市計画法について」「都市計画決定の手順や計画の運用について」 

「現場研修（青森市内のコンパクトシティ関連事例）」 

【主催】都市計画課 

6 名 

H24.11.14～ 

H24.11.16 

◎道路計画研修 

「道路構造令について」「道路計画の与条件から計画諸元の決定、基本設計」 

「排水工、舗装工、法面工、道路付属施設工の基本設計について」 

【主催】道路課 

5 名 

H24.11.21 

H24.11.22 

◎災害実務者研修 

「災害実務の流れ・発災から査定まで」 

「災害現場研修（堤川金高橋左岸下流）」 

【主催】河川砂防課 企画防災グループ 

16 名 

H24.12.3 

H24.12.4 

◎課題解決のための思考力養成研修 

「課題形成から企画化への作業ステップについて」 

【主催】自治研修所 

5 名 

H25.1.17 

◎港湾事業一般研修 

「港湾の種類、計画、施設について」 

「空港の種類、施設や青森空港の概要について」 

【主催】港湾空港課 

10 名 

H25.1.18 
◎維持管理・危機管理研修 

「施設の種類と台帳による管理、各インフラ施設の点検について」 
9 名 
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「災害時等の危機管理について」 

【主催】整備企画課 

H25.1.29 

H25.1.30 

◎一般構造物研修会 

「擁壁、カルバート、橋梁下部・基礎構造、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ部材設計について」 

「構造物設計におけるエラー事例とその対策について」 

【主催】整備企画課 

17 名 

H25.2.4 

H25.2.5 

◎環境色彩セミナー 

「環境色彩計画の流れと実態調査について」 

「景観色彩設計、景観の評価と色彩計画について」 

【主催】都市計画課 

2 名 

 

 

 

平成２５年度 

開催日 主な内容 
県職員

参加者

H25.5.1 

◎積算システム研修 

「土木技術者の業務とその業務に係るシステムについて」 

「青森県土木積算システムの操作方法について」 

【主催】整備企画課 建設システムグループ 

17 名 

H25.5.2 

◎ＣＡＤ研修 

「武蔵ＣＡＤの基本操作、発注図作成から図面印刷まで」 

【主催】整備企画課 建設システムグループ 

27 名 

H25.6.6 

H25.6.7 

◎土質研修 

「土質の基礎知識、地盤の支持力・基礎構造について」 

【講師】整備企画課 企画・指導調査グループ 

14 名 

H25.6.25 

H25.6.26 

◎橋梁定期点検研修 

「鋼橋及びコンクリート橋の点検と調書作成手法について」 

「現場研修（根井橋、新永富橋）」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

11 名 

H25.6.27 

H25.6.28 

◎設計ＶＥ基礎（マネジメント）研修 

「ＶＥの概要、ＶＥチーム管理の要点、ＶＥの実施手順・管理と評価」 

【講師】整備企画課 建設システムグループ 

17 名 

H25.7.10～ 

H25.7.12 

◎橋梁設計研修 

「橋梁設計の基本、基礎工・橋台・橋脚設計演習」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

10 名 

H25.7.11 

H25.7.12 

◎地域力創造研修 

「地域力を活かした政策立案について」 

【主催】自治研修所 

3 名 
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H25.8.26 

H25.8.27 

◎建設材料研修会 

「アスファルト混合物やコンクリートの基礎知識、品質管理等について」 

【講師】整備企画課 企画・指導調査グループ 

8 名 

H25.9.11 

H25.9.13 

◎道路計画研修 

「道路構造令について」「道路計画の与条件から計画諸元の決定、基本設計」 

「排水工、舗装工、法面工、道路付属施設工の基本設計について」 

【主催】道路課 

6 名 

H25.9.19 

H25.9.20 

◎わかりやすい話し方・説明のしかた研修 

「コミュニケーションの基本、説明の原則・理解について」 

【主催】自治研修所 

2 名 

H25.10.2～ 

H25.10.4 

◎橋梁補修設計研修 

「橋梁に係る変状の種類と原因、劣化機構と部材の劣化について」 

「鋼橋とコンクリート橋の補修方法について」 

「現場研修（吾妻橋歩道橋、新広戸橋外４橋）」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

5 名 

H25.10.17 

H25.10.18 

◎道路事業一般研修 

「道路事業の施策や制度、事業評価について」 

「道路管理の基礎知識、基本計画について」 

【主催】道路課 

12 名 

H25.10.31 

H25.11.1 

◎都市計画研修 

「都市計画法について」「都市計画決定の手順や計画の運用について」 

「現場研修（青森市内のコンパクトシティ関連事例）」 

【主催】都市計画課 

6 名 

H25.11.12 

H25.11.13 

◎橋梁補修施工管理研修 

「鋼橋及びコンクリート橋の施工管理のポイントについて」 

「施工管理現場研修（六枚橋側道橋、第二梹榔橋）」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

9 名 

H25.12.16 

◎事業過程管理研修 

「予算編成の過程や予算と事業評価のリンク、工事の積算、監督など業務の

一連の流れについて」 

【講師】整備企画課 企画・指導調査グループ 

22 名 

H26.1.16 

◎港湾事業一般研修 

「港湾の種類、計画、施設について」 

「空港の種類、施設や青森空港の概要について」 

【主催】港湾空港課 

11 名 

H26.1.22 

◎維持管理・危機管理研修 

「施設の種類と台帳による管理、各インフラ施設の点検について」 

「災害時等の危機管理について」 

【主催】整備企画課 

9 名 
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H26.1.23 

H26.1.24 

◎環境色彩セミナー 

「環境色彩計画の流れと実態調査について」 

「景観色彩設計、景観の評価と色彩計画について」 

【主催】都市計画課 

5 名 

H26.1.28 

H26.1.29 

◎一般構造物研修会 

「擁壁、カルバート、橋梁下部・基礎構造、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ部材設計について」 

「構造物設計におけるエラー事例とその対策について」 

【主催】整備企画課 

14 名 

H26.2.13 

◎災害実務者研修 

「災害実務の流れ・発災から査定まで」 

「災害現場研修（堤川金高橋左岸下流）」 

【主催】河川砂防課 企画防災グループ 

13 名 

 

 

 

平成２６年度 

開催日 主な内容 
県職員

参加者

H26.5.8 

◎積算システム研修 

「土木技術者の業務とその業務に係るシステムについて」 

「青森県土木積算システムの操作方法について」 

【主催】整備企画課 建設システムグループ 

15 名 

H26.5.9 

◎ＣＡＤ研修 

「武蔵ＣＡＤの基本操作、発注図作成から図面印刷まで」 

【主催】整備企画課 建設システムグループ 

13 名 

H26.6.5 

H26.6.6 

◎土質研修 

「土質の基礎知識、地盤の支持力・基礎構造について」 

【講師】整備企画課 企画・指導調査グループ 

13 名 

H26.6.24 

H26.6.25 

◎橋梁定期点検研修 

「鋼橋及びコンクリート橋の点検と調書作成手法について」 

「現場研修（根井橋、新永富橋）」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

10 名 

H26.6.26 

H26.6.27 

◎設計ＶＥ基礎（マネジメント）研修 

「ＶＥの概要、ＶＥチーム管理の要点、ＶＥの実施手順・管理と評価」 

【講師】整備企画課 建設システムグループ 

33 名 

H26.7.9～ 

H26.7.11 

◎橋梁設計研修 

「橋梁設計の基本、基礎工・橋台・橋脚設計演習」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

7 名 

H26.7.10 ◎地域力創造研修 4 名 
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H26.7.11 「地域力を活かした政策立案について」 

【主催】自治研修所 

H26.8.26 

H26.8.27 

◎建設材料研修会 

「アスファルト混合物やコンクリートの基礎知識、品質管理等について」 

【講師】整備企画課 企画・指導調査グループ 

19 名 

H26.9.5 

◎事業過程管理研修 

「予算編成の過程や予算と事業評価のリンク、工事の積算、監督など業務の

一連の流れについて」 

【講師】整備企画課 企画・指導調査グループ 

17 名 

H26.9.8 

H26.9.9 

◎わかりやすい話し方・説明のしかた研修 

「コミュニケーションの基本、説明の原則・理解について」 

【主催】自治研修所 

8 名 

H26.9.10～ 

H26.9.12 

◎道路計画研修 

「道路構造令について」「道路計画の与条件から計画諸元の決定、基本設計」 

「排水工、舗装工、法面工、道路付属施設工の基本設計について」 

【主催】道路課 

7 名 

H26.9.30～ 

H26.10.3 

◎橋梁補修設計研修 

「橋梁に係る変状の種類と原因、劣化機構と部材の劣化について」 

「鋼橋とコンクリート橋の補修方法について」 

「現場研修（吾妻橋歩道橋、新広戸橋外４橋）」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

14 名 

H26.10.30 

H26.10.31 

◎都市計画研修 

「都市計画法について」「都市計画決定の手順や計画の運用について」 

「現場研修（青森市内のコンパクトシティ関連事例）」 

【主催】都市計画課 

10 名 

H26.11.4 

H26.11.5 

◎橋梁補修施工管理研修 

「鋼橋及びコンクリート橋の施工管理のポイントについて」 

「施工管理現場研修（六枚橋側道橋、第二梹榔橋）」 

【主催】道路課 橋梁・アセット推進グループ 

3 名 

H26.11.6 

H26.11.7 

◎災害実務者研修 

「災害実務の流れ・発災から査定まで」 

「災害現場研修（堤川金高橋左岸下流）」 

【主催】河川砂防課 企画防災グループ 

14 名 

H26.11.11 

H26.11.12 

◎道路事業一般研修 

「道路事業の施策や制度、事業評価について」 

「道路管理の基礎知識、基本計画について」 

【主催】道路課 

9 名 

H26.11.19 

H26.11.20 

◎環境色彩セミナー 

「環境色彩計画の流れと実態調査について」 
6 名 
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「景観色彩設計、景観の評価と色彩計画について」 

【主催】都市計画課 

H26.11.27 

H26.11.28 

◎河川事業一般研修 

「河川改修計画、砂防事業、海岸事業、ダム事業の基本について」 

「河川工作物の技術基準や河川等の占用について」 

【主催】河川砂防課 

10 名 

H27.1.21 

◎維持管理・危機管理研修 

「施設の種類と台帳による管理、各インフラ施設の点検について」 

「災害時等の危機管理について」 

【主催】整備企画課 

18 名 

H27.2.3 

H27.2.4 

◎一般構造物研修会 

「擁壁、カルバート、橋梁下部・基礎構造、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ部材設計について」 

「構造物設計におけるエラー事例とその対策について」 

【主催】整備企画課 

8 名 

H27.2.26 

◎港湾事業一般研修 

「港湾の種類、計画、施設について」 

「空港の種類、施設や青森空港の概要について」 

【主催】港湾空港課 

12 名 

 


