令和 2 年 1 月 14 日
会員各位

令和 2 年度 新入社員研修会のご案内
（一社）建設コンサルタンツ協会 関東支部
支

部 長 野崎 秀則

総務委員長 伊藤 元

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より当支部の活動に関しまして格別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、「新入社員研修会」を開催いたしますので、ご案内いたします。
研修会では、支部長の「講話」に始まり、支部委員会メンバーによる「総務」「経理」
「営業」
「技術部門（河川、道路、環境等）
」や「建設コンサルタント業務の進め方」
「コンプライアンス」
、
外部講師による「ビジネスマナー」
「健康管理」等についての「講義」を予定しております。
内容は、各講師の経験談を織り込むとともに最近の動向も極力取り込んでおります。
新入社員の皆様に役立つよう、講義内容等の企画・工夫を行っておりますので、是非ご参加い
ただきますようお願い申し上げます。
敬具
記
1．受講対象：（一社）建設コンサルタンツ協会 関東支部の会員限定
※若年の中途採用者の方も参加可能
2．開催日時：令和 2 年 4 月 13 日（月）9 時 20 分～、14 日（火）9 時～
3．開催場所：国立オリンピック記念青少年総合センター〔カルチャー棟大ホール〕
https://nyc.niye.go.jp/category/access/

(別紙地図参照)

4．参 加 費 ：7,140 円※/人（税込）
※受講料 6,000 円（テキスト代含む）、昼食代 570 円(実費額)×2 日分
【支払方法】当日、会場で受付け確認後、後日各社へ請求書を郵送します。
【キャンセル】3 月 31 日（火）以降のキャンセルは会場への支払いの関係上、「参加費」と同額
を頂きますのでご了承願います。
5．研修プログラム：別紙の通り
6．ＣＰＤ：本講習は(一社)建設コンサルタンツ協会 CPD プログラムとして登録申請いたします。
7．申込方法：関東支部 HP の「会員ログイン」あるいは「講習会・見学会の申し込みはこちら」
から入り「新規申込【団体】
」でお申し込み下さい。

（「申込記入例参照」）

8．見学希望：関東支部の会員会社は見学のみでも受付けます（人数制限なし）
。
※「7．申込方法」でお申込みください。

（「申込記入例参照」）

※テキスト（2,000 円)は、受付でお渡しします（後日各社へ請求書を郵送）
。
※参加費は無料ですが、当日配布する「アンケート」にご協力ください。
9． 申込締切：令和 2 年 3 月 6 日（金）17 時 期限厳守でお願いします！

関東支部ＨＰでの申込記入例

①【申込連絡先窓口】の方が見学される
場合はチェック「レ」を入れる
②【申込連絡先窓口】の方でテキストが必
要な方は
「建設太郎（見学）テキスト１部」と記載
③請求書を送付しますので会社名の後に
住所を必ず記載
①【申込連絡先窓口】以外の方が見学される
学テキストテキ
場合はこの欄に「建設太郎（見学）
」と記載
②テキストが必要な場合は氏名の後に
「建設太郎（見学）テキスト１部」と記載
参加される新入社員の氏名、所属
番号、メールアドレスを記載

電話

※集計上、男性⇒女性の順に記載
10．事前資料：3 月中旬以降、「申込連絡先窓口」へメールで送信します。
内容：研修の日時、受付時間、交通案内、プログラム、座席表等当日の受講案内
プリントして受講生へお渡しください。
11．受講用テキスト：当日初日（4/13）、受付でお渡しします。

12．その他
・欠席：内定の取り消し、辞退等により欠席者が発生した場合は至急事務局へ連絡下さい。
・宿泊：国立オリンピック記念青少年センターの「宿泊施設」を申込む場合は「申込番号」が必
要です。関東支部小松までお問い合わせください
・昼食：受講者には初日の受付時に食券をお渡しします。
受講者以外の方は施設内のレストラン・売店などをご利用ください。
・テキストのみ希望：会員へは実費でお分けします。
必要事項（会社名、部署、連絡者、連絡者メール 電話番号）
」を記載の上、関東支部事務
局小松（komatsu@jcca.or.jp）宛メールでお申し込み下さい。3 月下旬までにお届けする予
定です（販売予定価格 1 冊 2,000 円、消費税、送料含む）。

【研修会会場周辺】

令和2年度・新入社員研修会プログラム
実施：令和2年（2020年）4月13日（月）・14日（火）
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟・大ホール
4月13日(月)
時 間

研修内容

9：20～9：30

オリエンテーション

9：30～10：00

開講挨拶・講話

10：00～10：10

休憩

10：10～10：55

コンサルタント業務の進め方

10：55～11：35

コンプライアンスについて

11：35～12：35

昼休憩

12：35～13：10

社会人と雇用に関する法律・ルールについて

13：10～13：45

建設コンサルタントの労務管理について

13：45～14：20

建設コンサルタントの経理の基礎知識

14：20～14：30

休憩

14：30～15：00

私たちの体験談①

15：00～15：40

建設コンサルタントにおける情報技術

15：40～16：20

都市計画部門の技術の概要

16：20～16：30

アンケート作成時間（本日の振り返り）

16：30～

アンケート回収

4月14日(火)
時 間

研修内容

9：00～10：10

ビジネスマナー

10：10～10：20

休憩

10：20～10：55

建設コンサルタントの営業と入札・契約業務の概要

10：55～11：40

道路部門の技術の概要

11：40～12：40

昼休憩

12：40～13：20

社会人の健康管理

13：20～13：50

私たちの体験談②

13：50～14：30

環境部門の技術の概要

14：30～14：40

休憩

14：40～15：25

河川部門の技術の概要

15：25～16：10

建設コンサルタントの海外業務について

16：10～16：20

アンケート作成時間（本日の振り返り）

16：20～16：30

閉会挨拶

16：30～

アンケート回収
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隆治
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講師（敬称略）
E-ComWorks株式会社
代表取締役 山本 衣奈子
市場調査委員会
副委員長 八馬 康之
道路専門委員会
委員長 鈴木 眞次

㈱建設技術研究所
看護師 小田 麻規子
女性の会WG
委員 堀田 陽子
環境専門委員会
委員 西村 修一
河川専門委員会
委員 山崎 庄作
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副カンパニー長 倉持 哲弥
総務委員会
委員長 伊藤 元
関東支部事務局
事務局長 小澤 孝三
総務委員会

