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Ⅰ.「地すべり防止工事士」技術講習について 

「地すべり防止工事士」として当協会に登録した方は，5 年ごとに当協会が主 

催する技術講習を受講しなければなりません。 

この技術講習を受講しなければ登録が無効になりますので，受講申込方法等及 

び日程をよくご確認の上，申込みをしてください。 

＜参考＞ 

「地すべり防止工事士登録規程」 

（資質向上の責務） 

第 10 条 地すべり防止工事士は，登録有効期間満了日の直近に協会が実施する更新講習を 

受講して,斜面防災技術に関する知識及び技能の水準,その他資質の向上を図らな 

ければならない。 

技術講習会受講者を対象に地すべり防止工事士マイスター資格の付与を始めま 

した。 

地すべり防止工事士マイスターは，協会が後進の育成等のために高度な知識を 

有し経験豊かな地すべり防止工事士を認定するもので，今回が更新回数 6 回目以 

上で，かつ年齢が 65 歳以上の方に対し，ご本入の申請に基づき(一社)斜面防災 

対策技術協会長が称号を付与するものです。  

＜参考＞ 

「地すべり防止工事士マイスター登録規程」 

(称号の付与) 

第 2 条 協会会長（以下「会長」という。)は，地すべり防止工事士の資格を取得し，その 

後登録更新を５回以上行いかつ申請の翌年の 1 月１日時点の年齢が満 65 歳以上で，

本人から申請のある者に対し，地すべり防止工事士マイスターの称号を付与する。 

※地すべり防止工事士登録規程及び地すべり防止工事士マイスター登録規程は，当協会ホー 

ムページ「技術講習会」のページに掲示しています。 

Ⅱ. 受講対象者 

今回の技術講習の受講対象者は，「地すべり防止工事士」登録有効期間が 2022 

年 12 月末の方です。登録期限は，お手元の「地すべり防止工事士登録証」で確認

してください。 

登録の更新又は再登録を行う方の有効期間は，従前の登録の有効期間満了日 

の翌日から 5 年目の 12 月 31 日となります。 

※現在登録が失効していてその失効期限が 2 年以内の方も受講し再登録ができます。 

＜参考＞ 

「地すべり防災工事士登録規程」 

（登録の有効期間） 

第４条 新たに登録を受けた者の有効期間は，登録証発行日の翌年１月１日から５年目の 

12 月 31 日までとする。 

２   登録の更新又は再登録を行う者の有効期間は，従前の登録の有効期間満了日の翌

日から 5 年目の 12 月 31 日とする。 
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Ⅲ.受講申込 

受講申込み受付期限：令和 4 年 7 月 15 日（金）17：00（厳守） 

１．申込方法 

当協会ホームページから直接申し込んでいただきます。詳細は，後述の「受講申込

方法」をご覧ください。 

２．費用（税込額） 

①一般の申請者 

受講料  10,200 円（税込） 

登録料  10,200 円（税込）（携帯用登録カード作成料を含む） 

計    20,400 円（税込） 

②マイスター登録申請者（今回が更新回数 6 回目以上かつ 65 歳以上） 

        ※マイスター申請者は 3.100 円のみの払込です。 

受講料  無料 

登録料  3,100 円（税込）（携帯用登録カード作成料を含む） 

計    3,100 円（税込） 

いったん地すべり防止工事士技術講習及び登録申請したのちに，改めて同一年度で地
すべり防止工事士マイスターの申請は受け付けません。 

３．ＣＰＤ等の発行 

各講座終了後，講座最後に表示されるキーワードをご記入後，当協会発行のＣＰＤが

ダウンロードできます。ＣＰＤの日付は便宜的に 10 月 31 日とさせていただきます。 

４．登録証の発行 

 登録証，携帯用登録証（カード）は 12 月末までに申込時に指定された宛先に発送いた

します。 

Ⅳ．講習会の内容 

１．講習内容 

講習は，以下の４講座から必修の①のほかに１講座以上受講して下さい。 

ＣＰＤは各講座終了後にダウンロードできます。②から④の任意講座は３講座受講

することも可能です。 

※講師名・講座名は調整中です。 

２．講習時間（予定） 

必須講座①  約１時間 30 分 

任意講座②～④ 各約１時間 

※視聴に当たっては，各講座の途中でも停止が可能で，任意の場所からの再視聴が可

能です。 



4 

３．講習テキスト 

講習テキストは HP からダウンロードしてください。なお，ダウンロードできるテキス

トは講習で説明した PPT 全てとは限りません。ご了承ください。 

４．講習内容の確認（テスト） 

地すべり防止工事士は，前述の登録規程に記載の通り，「斜面防災技術に関する知識及

び技能の水準，その他資質の向上を図らなければならない」こととしています。したが

って，その評価として，必須講座講習終了後に，講習内容の確認（テスト）を行います。 

必須講座の講習テキストから講習内容を確認します。 

問題は択一式試験問題で出題し，10 問中 6 問以上正解で合格です。 

10 問解答後に採点は自動で行われ，不合格の場合は問題を入れ替えて再度試験を実施

します。 

※合格後、オンラインによる講習に対するご感想やご自身の業務等の係るご感想を 200

文字以内にご記入ください。ご記入後に HP から修了証がダウンロードできます。修

了証とは別に新しい登録証及び携帯用登録カードは 12 月末までに指定の送付先に郵

送いたします。 

Ⅴ．講習会の日程 

10 月 1 日（土）10 時から 10 月 31 日（月）17 時（予定）まで何時でも，何回でも受講

できます。 

※ブラウザのアドレスバーに jasdim-koushin.jp を入力いただくか協会 HP より受講が

可能です。 

Ⅵ．受講申込方法 

１．受講申込 

受講は WEB により行うことを基本といたします。WEB での受講ができない方はその

旨下記の本部事務局までメール又は FAX によりご連絡ください。 

受講申込は，当協会ホームページの「申込フォーム」により申請していただきます。 

なお，インターネット環境等により「申込フォーム」からの申請ができない場合は，

協会本部事務局宛にメール又は FAX によりお申し出ください。 

メールアドレス:koushin@jasdim.or.jp. 

FAX 番号 : 03-3438-0803 

(聞き間違い・誤送付を防ぐ為，お電話での受付はいたしません。) 

後日，申込書類をメール添付もしくは FAX で送付いたします。 

※登録証は講習会申込書類の情報で作成いたします。 

5 年前と自宅・所属等に変更が有る場合も申込書類で確認いたしますので，通常の

「登録事項変更届」は不要でございます。 

Web 申込時にパソコンで出ない漢字が氏名に使用されている場合は，メールまたは
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FAX で別途ご連絡をお願いします。 

２．申込期間 

令和 4 年 6 月 13 日（月）～令和 4 年 7 月 15 日（金） 

３．受講料等の払込 

20,400 円（受講料 10,200 円・登録料 10,200 円 いずれも税込額）又は地すべり

防止工事士マイスター申請者（今回が更新回数 6 回目以上かつ 65 歳以上）は，3,100

円（受講料無料・登録料 3,100 円（税込額））は，①または②のいずれかの方法で

お支払いください。申込みから 1 週間以内に払い込んでください。 

※払込手数料は，払込者負担でお願いします。 

※１週間以内に受講料等が振り込まれないと申込みがキャンセルされる場合があり 

ますのでご注意ください。 

※もし払込期間の１週間を過ぎてしまった場合は，再度申込はせずＴＥＬでお問い   

合わせください。 

① 郵便局にある払込取扱票（青色）を使用する場合 

口座番号・記号：00140-6-52472 

加入者名：一般社団法人 斜面防災対策技術協会 

『通信欄・ご依頼人』欄に必ず受講者の住所、氏名、登録番号、電話番号（あ

る場合は）所属名を記入してください。 

※複数名分をまとめて支払う場合は、受講者全員の登録番号と氏名を記入してください。 

② 他金融機関 ATM およびネットバンクから払い込む場合 

ゆうちょ銀行(9900)〇一九（ゼロイチキュウ）店 (019) 

     当座番号：0052472 

     口座名義：一般社団法人 斜面防災対策技術協会 

４．写真の添付 

3 ヶ月以内に撮影した顔写真（カラー）を「申込フォーム」に添付してください。 

＜顔写真の注意事項＞ 

・バックが無背景のもの（無地で，人物の影や背景等他のものが写っていないこと） 

・人物の写真が鮮明で，明るさやコントラストが適切なもの 

・帽子，ヘアバンド，リボン，黒又は濃い色のレンズのメガネ，マスク等を着用して

いないもの 

・正面向きで上半身のもの 



6 

※顔写真は，携帯用の登録証に転用しますので鮮明なものを添付してください。 

※受講申込フォームの「書類送付先」は，ご自身が郵便物等を確実に受領できる住所

を指定してください。 

※一度振り込まれた受講料等は原則として返却しません。ただし，特別な事情により

受講できなかった方は，登録料分（10,200 円，マイスター申請者にあっては 3,100

円）から振込手数料を差引いた金額を返却いたします。その際は，返却理由と振込

口座を追記して，12 月 2 日（金）までに協会本部事務局宛にメール又はＦＡＸによ

りお申し出ください。 

（一社）斜面防災対策技術協会 本部事務局 FAX 03-3438-0803  TEL 03-3438-0493 

E-mail  koushin@jasdim.or.jp 


