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ＣＰＤＳ(継続学習制度)  説明資料

沖 縄 県 土 木 施 工 管 理 技 士 会
http://www.okikenkyo.or.jp/gi_gishikai.htm

〒901-2131　沖縄県浦添市牧港5-6-8
TEL098-876-5211　FAX098-870-4565
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土木施工管理／継続学習制度（ＣＰＤＳ）

ＣＰＤとは「継続教育」のことで、技術者が基礎教育を修了し実務経験を積みながら高度な技術力を持
つ技術者に成長するために必要な教育とその技術を生涯持続するために必要な再教育。

１．全国土木施工管理技士会連合会 ２．土木学会 ３．日本技術士会　４．日本コンクリート工学協会

５．日本造園学会 ６．農業農村工学会　７．建設コンサルタンツ協会 ８．土質・地質技術者生涯学習協議会

９．地盤工学会 10．日本建築学会 11．日本都市計画学会　12．日本環境アセスメント協会 13．空気調和・衛生工学会

建設系ＣＰＤ協議会（１３団体）

２．ＣＰＤＳとは

（社）全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度とは、ＣＰＤＳ加入者が土木施工に関する講習会などに参加した場合に、
そうした学習の記録を残し、必要により学習履歴を証明するシステムです。一般に継続教育はＣＰＤと呼ばれますが、連合会は、
平成12年に他の建設系学協会に先がけいち早くＣＰＤを導入し、特に固有の名称としてＣＰＤにＳystemのＳを付けてＣＰＤＳ
と呼んでいます。

３．ＣＰＤとＣＰＤＳの評価

　ＣＰＤは技術者の継続的な専門能力開発を意味し、他の学協会においても制度を有し、学習履歴を証明しています。ＣＰＤは
平成１７年の公共工事品質確保促進法の総合評価ガイドラインにおいて配置技術者の能力評価項目の１つとして例示され社会的
な評価が高まっています。またＣＯＲＩＮＳの技術者情報にＣＰＤの単位の登録が可能です。

行政機関のＣＰＤＳ評価の例

入札の配置予定技術者評価でＣＰＤＳ単位に応じて加点

沖縄総合事務局、北海道開発局、全地方整備局、長野県、宮城県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、千葉県、広島県

入札資格審査でＣＰＤＳ単位に応じて主観点数に加点

愛媛県、高知県、広島県、佐賀県、長崎県、山口県、島根県、宮崎県、広島市、庄原市

１．ＣＰＤとは
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－沖縄県土木施工管理技士会－◆継続学習制度（ＣＰＤＳ）のご案内◆

継続学習の認定を受けた講習継続学習の認定を受けた講習
会一覧表会一覧表をホームページから
確認できます。（沖縄県選択）

　沖縄県土木施工管理技士会会員
　（個人年会費：2,500円）
　会員資格あり；1･2級土木施工管理技士、
　建設大臣認定者、技術士

沖縄県技士会会員
手数料1,300円

沖縄県技士会非会員
手数料3,000円

★入会申込書入会申込書を沖縄県技士会に提出し加入
すると技士会会員にとなります。

CPDS技術者証発行

ＪＣＭ　　　ＣＰＤＳ技術者証
　　　　　 氏 名　○ ○　○ ○　
　　　　　　　登録番号　00000123
　　　　　　　生年月日　1960年○月○日
　　　　　　 発行年月日2005年○月○日
　　　 　 所属技士会○○　　　　　　　
　社団法人全国土木施工管理技士会連合会

沖縄県技士会会員
手数料　　無料

沖縄県技士会非会員
手数料1,000円／1件

１．ＣＰＤＳの加入申請（新規加入）ＣＰＤＳの加入申請（新規加入）･･･どなたでも加入できます
・ＣＰＤＳへは、技士会の会員でなくても加入できます。
・手続きはすべて沖縄県技士会ホームページから行います。

★CPDSには技士会会員以
外の方も加入できますが、
技士会の会員になったほう
が費用面で有利です。

２．講習会、学習履歴等の登録講習会、学習履歴等の登録

※講習を受講する時は、各自で受講証明書を準備し、当
日に主催者から証明印を受けて下さい。

手順①　ＣＰＤＳの新規加入申請をインターネットで登録します。
手順②　下記の金額を振り込むようメールがきます。

手順①　講習会等を受講し、インターネットで登録申請。

手順②　受講証明書を送付するようにメールがきます。　受講証明書受講証明書を全国土木技士会連合会へＦＡＸ。
手順③　学習履歴申請（過去６ヶ月以内は申請可能）には、下記の手数料が発生します。

手順④　振込みを確認、承認を得て単位（ユニット）を取得します。登録完了。

手順③　振込みを確認し、

　　　　登録完了

先着優先処理・・・添付資料のＦＡＸが到着
した順になります。緊急に処理することが必
要な場合、別途料金が発生します。
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３．CPDSCPDS学習履歴証明申請学習履歴証明申請 [[J2]J2]

手順①　インターネットでログインして申請。必要に応じ学習履歴証明を発行。
手順②　受付メールに記載された手数料を郵便振込で送金し、受付番号を送金票のコピーに記入してJCMにFAXして下さい。

沖縄県技士会非会員
手数料1,500円／1名

沖縄県技士会会員
手数料　　500円／１通20名まで

※ 沖縄総合事務局発注工事で「総合評価方式の配置予定技術者の能力」の証明で必要になります。

◆２００８年度版ＣＰＤＳガイドライン
ＣＰＤＳの詳細については２００８年度版　土木施工管理／継続学習制度（ＣＰＤＳ）ガイドライン
をご覧下さい。

手順③FAXを確認後、JCMより証明書をメールでお送りいたします。
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学習履歴証明書（見本）
①旧漢字の文字について

旧漢字でＣＰＤＳを登録した場合技術者証は対応出
来るが メールや証明書は、そのパソコンに文字を依
存しているので 表示されない場合がある。
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CPDSへの新規加入についての手続き
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ＣＰＤＳ新規加入申請画面

各項目を入力、
顔写真を添付し
て連合会へ送信

連合会より受付メー
ルを受取る

手数料を振込し、
送金票のコピー
を連合会にＦＡＸ

連合会はＦＡＸを
受けたあと、登録
済メールを送信

技術者証を郵送

加入

沖縄県技士会を選択

写真添付
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ＣＰＤＳ技術者証

ＪＣＭ　　　ＣＰＤＳ技術者証

　　　　　　　　　　氏 名　○○　○○　
　　　　　　　　　　登録番号　00000123
　　　　　　　　　　生年月日　1960年○月○日
　　　　　　　　　　発行年月日2005年○月○日
　　　　　　　　　　所属技士会
　　　　　　　　　　○○県土木施工管理技士会

社団法人全国土木施工管理技士会連合会

建設系ＣＰＤ協議会共通仕様カード
　　　　　　　　　　　　　　　　

・本証は（社）全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度
(CPDS)に加入していることを証明するものです
・ＣＰＤＳに関する申請・問い合わせには本証に記載されている登
録番号が必要です　また講習会等で出席確認に用いる場合もありま
す
・会社名等は各自でご記入ください

54mm

86mm

会社名等 入社日 退社日
年　月　日 年　月　日
年　月　日 年　月　日
年　月　日 年　月　日
年　月　日 年　月　日
年　月　日 年　月　日

有効期限：
２００５年３月以前に発行されたプラスチックカード型のＣＰＤＳ技術者証は有効期限が５年です。更新が
必要になると、ログイン後の画面に更新ボタンが表示されます。

２００５年４月以降発行の新しい磁気カード型の技術者証は原則有効期限をもうけませので更新の必要はあ
りません。

写

真

ＣＰＤＳの技術者証の再発行は、手数料が掛かります。技士会会員1,300円　非会員3,000円

ＣＰＤＳの技術者証の更新。　　　　　　　　　　　　技士会会員　無料　 非会員2,000円

ユニット数が０の状態が２年を経過した場合、加入登録が失効します。学習履歴は、５年間有効なの
で、登録から７年間は失効しません。失効後、新たに申請する｣場合は新規加入扱いになります。
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学習プログラムの申請

講習会の開催案内等は、HP上の掲示板にて掲載しています。

１．学習プログラムが認定されているか確認
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学習プログラム認定・申請一覧
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１．継続学習認定講習一覧（認定済）

※　※　一覧表に該当するプログラムが認定されていれば、申請する必要はありません一覧表に該当するプログラムが認定されていれば、申請する必要はありません。。

もし、受講した講習会がプログラム一覧になければ受講した講習会がプログラム一覧になければ、日付、主催者、実施日、プログラム名、
都道府県等で再度検索し、個々で申請して下さい個々で申請して下さい。

また、受講したプログラムが過去に対象となっているか、確認もできます。
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２．ＣＰＤＳ学習プログラム申請

１．学習プログラムを申請した後、連合会からメールがきます。

２．その後、その講習の内容についての文書を連合会へFAXします。

※社内研修は、有料でＩＤを取得をする必要があります。
従来方法より厳しくなっています。詳細については、ガイ
ドラインをご覧下さい。
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登録番号 主催者 プログラム名 会場 実施日

▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼

24641 (株)コンピュータシステム研究所 沖縄
営業所

土木施工管理技士基礎学習(原価・安全
管理編)ｾﾐﾅｰ（広報、カード） 沖縄建設労働者研修福祉ｾﾝﾀｰ 2008/6/20

24638 (株)コンピュータシステム研究所 沖縄
営業所

土木施工管理技士基礎学習(原価・安全
管理編)ｾﾐﾅｰ（広報、カード） 沖縄建設労働者研修福祉ｾﾝﾀｰ 2008/6/19

22963 財団法人建設物価調査会
「国土交通省土木工事積算基準の改正事
項等説明会」（広報）

ＪＡ宜野湾会館 2008/6/13

24103 主催：(有)南部測量機　・　協賛：(株)ト
プコン

総合評価落札方式における技術評価ＵＰ
を目指して（広報）

沖縄市　産業交流センター 2008/6/13

24637 (株)コンピュータシステム研究所 沖縄
営業所

土木施工管理技士基礎学習(ﾌﾞﾗｼｭｱｯﾌﾟ)
ｾﾐﾅｰ（広報、カード）

沖縄建設労働者研修福祉ｾﾝﾀｰ 2008/6/12

23949 建設業労働災害防止協会沖縄県支部 車両系建設機械（解体用）運転技能講習 建設業安全衛生技術センター 2008/6/10

24636 (株)コンピュータシステム研究所 沖縄
営業所

土木施工管理技士基礎学習(ﾌﾞﾗｼｭｱｯﾌﾟ)
ｾﾐﾅｰ（広報、カード）

沖縄建設労働者研修福祉ｾﾝﾀｰ 2008/6/9

23467 建設業労働災害防止協会沖縄県支部
足場の組立て等作業主任者技能講習 (2
日間) 北部建設会館 2008/6/4

23947 建設業労働災害防止協会沖縄県支部
小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み
用及び掘削用）の運転の業務に係る特別
教育

建設業安全衛生技術センター 2008/6/3

24635 (株)コンピュータシステム研究所 沖縄
営業所

土木施工管理技士基礎学習(積算編)ｾﾐ
ﾅｰ（広報、カード）

沖縄建設労働者研修福祉ｾﾝﾀｰ 2008/6/3

24634 (株)コンピュータシステム研究所 沖縄
営業所

土木施工管理技士基礎学習(積算編）ｾﾐ
ﾅｰ（広報、カード）

沖縄建設労働者研修福祉ｾﾝﾀｰ 2008/6/2

23431 建設業労働災害防止協会沖縄県支部
小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み
用及び掘削用）の運転の業務に係る特別
教育

宮古建設会館 2008/5/29

24633 (株)コンピュータシステム研究所 沖縄
営業所

土木施工管理技士基礎学習(ﾌﾞﾗｼｭｱｯﾌﾟ)
ｾﾐﾅｰ（広報、カード）

沖縄建設労働者研修福祉ｾﾝﾀｰ 2008/5/29

24014 沖縄県技士会 特別講演
沖縄建設労働者研修福祉センター３
階

2008/5/27

24074 建設業労働災害防止協会沖縄県支部
型枠支保工の組立て等作業主任者技能
講習 (2日間) 建設業安全衛生技術センター 2008/5/27

認定済講習会一覧 技士会・沖建協、各支部・建災防他関連団体については、技士会で認定申請
しています。その他主催者については、個人での認定申請となります。
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ＣＰＤＳ加入者専用トップページ
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受講したプログラムを検索して下さい。よく、間違えて２重に申請している（既
に申請済み）方が見られますので、ご確認してください。認定を受けているプ
ログラムは、再度の申請は必要ありません。

学習プログラム･履歴の申請
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学習履歴の申請（２）
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学習履歴の申請は、会社で複数人受講している場合は、代表者がまと
めて申請することができます。

学習履歴の申請（３）

インターネットの登録が終わると、メールが送信されてきます。

受講証明書のコピーを連合会へFAXします。
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認定しない学習プログラム

（１）専門分野が違うもの

① 農業への参入講習　② 環境プランナー

（５） 2008 年度から新たに認定しない主なもの

① ISO、ＣＰＤＳなどの制度自体の説明会　② 安全運転（副）管理者講習　③ 交通安全・防犯講習会④普通救命講習、水防訓練

（４） 内容で技術の向上以外の部分は認定しないもの

部分的に認定を求める場合は、fax する資料に技術的な部分の時間を記入してください。時間の記入がない場合は、事務処理上全体を認定い
たしません。

① 現場所長研修、土木所長会議、社内連絡会議等　② 技術懇談会　③ 直営雇用管理研修　④ 技術力向上研修会　⑤ 建設雇用研修

（３） 通常業務に相当するもの

① 個別工事の工程会議、個別工事検討会 など個別の工事に関する検討は通常業務として認定いたしません

② 現場等の毎日の安全活動、毎月の安全訓練等　③ 資格試験の受験自体

④ 工事安全パトロール等で通常業務として行うもの　⑤ 総合評価提出書類

（２） 一般の人、労務管理者、事務系職員を主な対象とするためもの

① 暴力団対策関係講習　② キャリアアップ研修　③ 技術者以外の新入社員研修、新任管理職研修　④ 建設業経理士試
験講習　⑤ 雇用管理、雇用契約、就業規則に関する研修

⑥ 一般の方向け見学会及びその講師　⑦ Windows、PowerPoint、英会話などの研修

⑧ メンタルヘルスの講習、警備に関する講習　⑨ 普通自動車運転免許講習、船舶免許の講習 無線士の資格講習　

⑩ 地域経済の動向、日本の最近の経済動向　⑪ 工事安全の落語

以下の例は認定しない講習会の例を示すもので、これ以外すべて認定する意味ではありません。従来より、施工技術の専門分野に重点を置い
て判断をしています。認定されたプログラムはホームページに掲示しています。

・専門性向上のために監理技術者講習のユニットを２倍にした。103に該当し得る場合でも、申請者から101の申請であれば修正しない。

・社内研修を携帯電話方式にてユニットに上限を設けた。　　・社員データ利用などのために新たに社員ＩＤ等を導入した。
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ＣＰＤＳ加入者の専用ページログイン

ＣＰＤＳ加入者は専用ページから、学習プログラム申請、学習履歴申請、
登録内容の変更等が出来ます。利用するにはＣＰＤＳ登録番号とパス
ワードが必要です。
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ログイン後にできること

1.学習プログラム・学習履歴の申請

2.ユニット・個人情報の確認

3.学習履歴の証明申請

その他

ＣＰＤＳ加入者専用ログイン画面
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CPDS加入者用　ID/パスワード発行


