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NPO 住宅地盤品質協会 VOL．163 （2011/08/03） 

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   52 名 効果測定 18 問中平均正解数 13.5 

●主任技士対象者 21 名 効果測定 18 問中平均正解数 14.1 

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。 

本年で資格認定セミナーを終了しました。旧資格は「調査部門の主任もしくは技士」と

なります。 

今後の行事予定 

● 10 月 1 日（土）試験対策セミナー  

● 10 月 30 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（水）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５回 これからの戸建て住宅基礎・地盤」 
・ 平成 23 年 11 月 2 日（水） 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 小規模建築物の耐震技術・法制度の現状と課題 
(財)ベターリビング 

二木 幹夫 

11:10～12:10 東日本大震災における戸建て住宅造成地盤の被害と教訓 
㈱ﾐｻﾜﾎｰﾑ総合研究所 

松下 克也 

13:20～14:20 東日本大震災における戸建て住宅液状化地盤の被害と教訓 
旭化成ホームズ㈱ 

伊集院 博 

14:30～15:30 宅地の液状化危険度評価と対策技術 
㈱設計室ソイル 

真島 正人 

15:40～16:40 
スウェーデン式サウンディング試験孔を利用した 

地盤調査技術 

東海大学 工学部 教授

藤井 衛 

・ 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/ 
※参考資料として「基礎工」23 年 10 月号<小規模建築物の安全・安心>を別売(1,890 円) 

※ 夏季休業のお知らせ 事務局及び審査部は 8/13～16 の間、休業します。
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2011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 監物　隆行 技設第110172 1 木村　紘平 主技設第080005

2 矢持　孝治 技設第110219 2 田口　智樹 主技設第090017

3 弥政　憲和 技設第120353 3 宮田　英二 主技設第090021

4 加藤　友一 技設第130376 4 嶋田　英人 主技設第110250

5 栁澤　敦 技設第150571 5 相澤　聡 主技設第140438

6 小林　大剛 技設第150572 6 高橋　将之 主技設第140461

7 岡庭　崇 技設第150591 7 菊地　信行 主技設第150496

8 馬場　紀恭 技設第150593 8 阿部　良二 主技設第150508

9 安岡　道介 技設第150596 9 吉田　達哉 主技設第150513

10 中江　良寛 技設第150600 10 處　英治 主技設第150514

11 堀　正弘 技設第150621 11 内海　努 主技設第180627

12 藤本　賢治 技設第150627 12 関　寅雄 主技設第180629

13 園田　浩徳 技設第150634 13 茂清　謙 主技設第180639

14 加藤　貴裕 技設第170803 14 井川　博貴 主技設第180674

15 野中　伸人 技設第170923 15 池上　正亀 主技設第180726

16 石田　剛史 技設第181019 16 武田　修二 主技設第190748

17 菊田　浩彰 技設第181034 17 田中　正明 主技設第190760

18 柿下　勝 技設第181081 18 小山　輝之 主技設第190761

19 曽我　英喜 技設第181106 19 佐竹　幹太 主技設第190767

20 松井　隆 技設第181109 20 竹内　邦夫 主技設第190777

21 小森　睦巳 技設第181131 21 清水　葉子 主技設第190785

22 小松　雅彦 技設第181134

23 中島　辰也 技設第181135

24 森脇　昌一 技設第181161

25 土山　徹三 技設第181215

26 大和田　良樹 技設第191227

27 津田　康幸 技設第191253

28 古屋　力 技設第191265

29 永島　隆志 技設第191266

30 守谷　浩幸 技設第191291

31 窪田　まさる 技設第191292

32 杉川　隆右 技設第191307

33 廣瀬　雄一 技設第191311

34 福田　弘 技設第191314

35 勝野　大介 技設第191324

36 鈴木　良実 技設第191328

37 大作　智之 技設第191349

38 井上　晴正 技設第191353

39 北村　信明 技設第191358

40 新野　誠 技設第191359

41 宗元　秀明 技設第191361

42 三原　和夫 技設第191369

43 吉成　裕介 技設第191370

44 生西　彰 技設第191374

45 花房　孝昌 技設第191375

46 筒井　竜介 技設第191376

47 太田　敏幸 技設第191379

48 矢野　恭二 技設第191385

49 宮崎　俊章 技設第191413

50 日和原　聖奈子 技設第191420


