
平成 30 年 4 月吉日 
各    位    

福井県ニューレスプ協会 

会 長 筧  和 敬 

 

福井県ジオファイバー協会 

 

法面補修・保護工法技術講習会  

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 平成 29年に設立いたしました福井県ニューレスプ協会及び福井県ジオファイバー協会は、福井

県内の斜面防災、維持補修等の事業推進に寄与するため、会員の技術研鑽と工法の普及活動を進

めております。 

 昨今、既設吹付モルタル・コンクリートのり面の施工経過年数が 30 年以上経過し、剥離崩壊や

劣化が著しく維持管理の観点から、のり面点検調査･補修補強対策工を検討する事例が多くなって

おり、のり面診断技術や方法、補修補強対策技術が広く求められています。その中で、当協会工

法が皆様方のニーズにお応え出来ればと思っております。また、平成 28年度において、当工法は

「第 18回 国土技術開発賞 創意開発技術賞」を受賞いたしました。 

今回、のり面維持管理方法の技術をご紹介致したく、技術講習会を下記の通り開催いたします。

なお、特別講演として辻野先生、藤本先生をお迎えし、「ＵＡＶを用いた現地調査と地形形状把握」

「積雪・融雪が斜面崩壊に及ぼす影響」に関するご講演を賜ることとなっております。 
ご多忙な時期とは存じますがご参加賜りますようお願い申し上げます。 

 参加ご希望の方は同封の用紙に所要事項をご記入の上、平成 30年 5月 16日（水）まで 

にＦＡＸにて申し込みをお願いいたします。 

 本技術講習会は、建設系ＣＰＤ、ＣＰＤＳの学習プログラム認定講習となっております。 

 

敬具 

記 

 

１．日 時    平成 30 年 5月 23日（水）13時 30分 ～ 17時 00分 

              受付：12時 30分～ 

 

２．会 場    福井県生活学習館（ユー・アイふくい）1階 多目的ホール 

          福井県福井市下六条町 14-1 TEL:0776-41-4200 

 

３．内 容    法面補修・保護工法技術講習会 

   ニューレスプ工法及びジオファイバー工法 

 

４．参 加 費    無 料 

          

５．定  員    １３０名（定員になり次第締め切らせて頂きます） 

            

６．連 絡 先    福井県ニューレスプ協会 （日特建設㈱福井営業所内）  

          ℡:0776-38-6499  事務局 岡部、佃 

以 上 



プ ロ グ ラ ム  
 

        主 催：福井県ニューレスプ協会 

        共 催：福井県ジオファイバー協会 

 

 

法面補修・保護工法技術講習会 
 

 

  日  時 平成 30年 5月 23日（水）13：30～17：00 

  研修会場 福井県生活学習館（ユー・アイふくい）1 階 多目的ホール 

         受付 12時 30分 

        開会 13時 30分 

 

 

 

１．開会挨拶  福井県ニューレスプ協会 会長 筧 和敬  13：30～13：35 

 

２．技術説明  ①「ニューレスプ工法」     13：35～14：15 

    福井県ニューレスプ協会 

 

   ②「ジオファイバー工法」    14：15～14：55 

    福井県ジオファイバー協会 

 

    （休憩 14：55～15：10） 

 

３．特別講演  ①「ＵＡＶを用いた現地調査と地形形状把握」 15：10～16：00 

    福井工業高等専門学校講師 

    環境都市工学科（空間情報工学）准教授  辻野 和彦 先生 

 

   ②「積雪・融雪が斜面崩壊に及ぼす影響」  16：00～16：50 

    福井大学講師 学術研究院工学系部門 

    建築建設工学分野 博士（工学） 藤本 明宏 先生 

 

４．閉会挨拶  福井県ジオファイバー協会 小林 忍   16:50～17：00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



参加申し込み用紙 

● 申し込み方法 

参加申し込み用紙にご記入の上、下記のＦＡＸ番号へ返信して下さい。 

ＦＡＸ番号  ０７７６－３８－６４８９ 
 

申し込み締切日  平成３０年 ５月１６日（水） 
 

 
          

法面補修・保護工法技術講習会参加申込書 

 
氏 名 勤 務 先 部 署 電話番号 CPDS CPD 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
※CPDS 及び CPD をご希望の方は上記右欄に○印のご記入をお願いいたします。 

 
 

福井県ニューレスプ協会 
 （日特建設㈱福井営業所 内） 

                      福井市江端町 24-21-2 竹内ﾋﾞﾙ 2F 
事務局  岡部・佃 
電   話  0776-38-6499 

 



 
ご質問・ご意見記入用紙 

 
福井県ニューレスプ協会 

                             
 

ＦＡＸ送信先 ０７７６－３８－６４８９ 
 
 
 技術講習会につきましてご質問・ご意見などございましたら下記にご記入ください。 
ご記入後は、ＦＡＸでお送り下さい。 

 

会社名 

部 署 氏 名 

住 所 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

ご質問・ご意見 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

＜会場地図＞ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福井県生活学習館（ユー・アイふくい）1階 多目的ホール 

                福井県福井市下六条町 14-1 TEL0776-41-4200 
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