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NPO 住宅地盤品質協会 VOL．135 （2010/08/02） 

設計施工部門資格認定セミナー 

合格者発表！ 
7 月に行われた設計施工部門資格認定セミナー効果測定の結果は次の通りです。 

●技士対象者   47 名 効果測定 18 問中平均正解数 13.7 

●主任技士対象者 42 名 効果測定 18 問中平均正解数 15.0 

技士及び主任技士共に 18 問中 9 問以上（100 点満点で 50 点以上）正解者を合格としま

した。合格者には、本年 12 月に設計施工部門資格登録証を送付いたします。 

尚、不合格となった方は来年再受講及び効果測定合格で資格を認定することとします。

今後の行事予定 

● 10 月 2 日（土）特別セミナー  

● 10 月 31 日（日）技術者認定資格試験（住宅地盤技士・主任技士試験） 

両行事とも申込み締切りは 8 月 31 日（火）です。お早めに！ 

〒113-0034 文京区湯島 4-6-12 湯島ﾊｲﾀｳﾝ B-222 

Tel：03-3830-9823 Fax：03-3830-9852 

東京事務局 

http://www.juhinkyo.jp/ 

●技術講習会のご案内   ※住品協主催行事ではありません 

「第４回 これからの戸建て住宅基礎・地盤」 
・ 平成 22 年 12 月 2 日（木） 東京・両国 KFC ホール 

・ 講師および題目  ※基礎工 10 月号を参考資料にしての講習です 

10:00～11:00 戸建て住宅基礎・地盤に関する法制度と技術認証の重要性 
(財)ベターリビング 

二木幹夫 

11:10～12:10 戸建て住宅基礎・地盤調査・設計上の留意点 
東海大学 

藤井 衛 

13:20～14:20 戸建て住宅基礎・地盤の施工上の留意点 
旭化成ホームズ㈱

伊集院 博 

14:30～15:40 
杭工法紹介      ①環境パイル工法     兼松日産農林㈱ 

②ハッカクくん工法    アキュテック㈱ 

③デジタル杭打ち工法   ㈱システム計測 

15:50～17:00 
地盤改良工法紹介   ①タイガーパイル工法   ㈱トラバース 

②スリーエスＧ工法    岩水開発㈱ 

③ウルトラコラム工法   ウルトラコラム工法協会 

・ 受講料 1 名につき 12,000 円（テキスト代を含む） 

・ 主催 総合土木研究所（月刊誌「基礎工」） 

・ 詳細と申込みは  http://www.kisoko.co.jp/conference/ 

※ 夏季休業のお知らせ 事務局及び審査部は 8/13～16 は休業します。 



2010認定セミナー合格者一覧　　※登録番号順

住宅地盤技士（設計施工部門） 住宅地盤主任技士（設計施工部門）

氏名 登録番号 氏名 登録番号

1 松本　信一 技第100159 1 星野　益夫 主技第080008

2 田渕　勝己 技第100160 2 小林　恒夫 主技第090027

3 星野　顕一 技第110173 3 山田　智彦 主技第110229

4 出柄　達也 技第110198 4 岩岡　博之 主技第110232

5 津田　真揮 技第110218 5 黒木　哲也 主技第110234

6 古屋　篤 技第130390 6 鈴木　隆寛 主技第110253

7 笹川　英雄 技第130396 7 小園　哲明 主技第110256

8 高澤　孝雄 技第130414 8 前里　貴久 主技第110266

9 森本　昌憲 技第130446 9 加藤　哲 主技第130402

10 鄭　剛 技第140476 10 田島　正貴 主技第130420

11 湊　勝治 技第140504 11 星野　忠雄 主技第140440

12 小柳　涼 技第140531 12 水上　遍理 主技第140452

13 田中　晃徳 技第150612 13 北野　定幸 主技第140454

14 奥山　暁夫 技第160780 14 三浦　勝信 主技第140483

15 橋本　英幸 技第170930 15 佐藤　隆司 主技第140490

16 島田　宗和 技第170934 16 菊地　康明 主技第170566

17 林　志穂 技第170935 17 坂本　裕示 主技第170599

18 松井　健 技第170981 18 池田　基行 主技第170603

19 柳井　拓人 技第170982 19 山下　俊吾 主技第180633

20 上田　晃大 技第170986 20 富田　博 主技第180634

21 坂本　好樹 技第181024 21 森　一志 主技第180638

22 坂本　裕嗣 技第181029 22 深谷　敏史 主技第180642

23 市村　卓矢 技第181033 23 小尾　英彰 主技第180643

24 長谷川　唯一 技第181045 24 白砂　篤 主技第180649

25 藤森　巳喜 技第181076 25 望月　一治 主技第180662

26 吉井　孝文 技第181077 26 清水　義照 主技第180675

27 大島　哲也 技第181078 27 庄村　幸久 主技第180688

28 高橋　弘明 技第181095 28 浅井　貴之 主技第180690

29 中島　壮弘 技第181101 29 水谷　功 主技第180698

30 南幅　信明 技第181125 30 濱本　圭佑 主技第180707

31 岸　正紀 技第181128 31 岩岡　尚則 主技第180710

32 岩山　大介 技第181146 32 早野　清隆 主技第180711

33 金森　明子 技第181150 33 塚本　敏通 主技第180716

34 久保田　泰貴 技第181156 34 関　弘和 主技第180722

35 藤原　透 技第181157 35 松本　章 主技第180724

36 小西　万秀 技第181169 36 伊藤　昌彦 主技第180725

37 岡　昌平 技第181179 37 井上　秀夫 主技第180727

38 籠谷　健彦 技第181186 38 藤田　秀明 主技第180728

39 金森　千尋 技第181188 39 藤田　賢治 主技第180729

40 鈴木　隆靖 技第181189 40 東　公平 主技第180733

41 辻野　朗弘 技第181192 41 岩﨑　将視 主技第190759

42 広中　伸載 技第181193 42 山本　浩史 主技第190796

43 前田　宏保 技第181198

44 鈴木　一清 技第191321

45 謝敷　和秀 技第191381

46 茗荷谷　一生 技第191414
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