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農業農村工学会のＣＰＤ評価について 

那覇市古島１－１４－６（教育福祉会館）  

ＮＰＯ法人グリーンアース       
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平成２５年度より、沖縄県農林水産部の一般競争入札（施工体制確認型総合評価方式）におきまして、農業

農村工学会ＣＰＤ（農業農村整備に関する継続教育の取得ポイント１０以上の証明）が、評価項目に取り入れ

られる方式が増えてきております。（別紙１参照） 

 

ＮＰＯ法人グリーンアースでは、平成２５年度のセミナーより土木施工管理技士会のＣＰＤＳ認定に加えま

して、農業農村工学会のＣＰＤ認定も受けており、一つのセミナー受講で土木ＣＰＤＳと農業農村ＣＰＤの同

時学習履歴申請（両方でのポイント加点）が可能となっております。又沖縄地区におきましては別紙２のとお

り、農業農村工学会ＣＰＤ認定プログラムは、そのほとんどが当ＮＰＯ法人のセミナーとなっております。 

 

 農業農村工学会のＣＰＤ学習履歴申請に関しましては、同工学会でのＣＰＤ個人登録（ＣＰＤカードの発行）

が必要となります。登録につきましては農業農村工学会のＨＰ（http://www.jsidre.or.jp/cpd/）に詳しく示され

ておりますのでご参照下さい。 

 

尚、既に受講し土木ＣＰＤＳ等への学習履歴申請済みのセミナーであっても、年度内の当ＮＰＯ法人セミナ

ーの農業農村工学会ＣＰＤ認定プログラム受講者は、ＣＰＤカード発行後に学習履歴申請を遡って行うことが

可能です。（当ＮＰＯ法人にて学習履歴申請を行います。登録までには数日を要します。） 

 

つきましては、御社におかれましても農業農村工学会への個人登録（ＣＰＤカードの発行手続き）、並びに当

ＮＰＯ法人主催のセミナー受講を、更にご検討頂きますようお願い申し上げます。 

 

 ご不明な点がございましたら、お気軽にグリーンアース事務局までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業農村工学会ＣＰＤカード 

tel:098-835-5440
http://npo-ge.org/
http://www.jsidre.or.jp/cpd/


NO. 発注所属 入札日 工事名称

1 漁港漁場課 H25.7.23 宜名真漁港第１防波堤改修工事（H25）

2 中部農林土木事務所 H25.9.4 中城村北浜海岸護岸工事

3 同上 H25.9.9 読谷中部地区畑かん施設工事（２５－１工区）

4 北部農林水産振興センター農業水産整備課 H25.8.5 天仁屋地区土砂流出防止対策工事

5 同上 H25.8.8 小浜地区導水管路工事

6 同上 H25.8.19 小浜地区畑地かんがい施設工事

7 同上 H25.9.2 宜野座村第３地区土砂流出防止対策工事

8 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 H26.2.28 長中地区ほ場整備工事（Ｈ２５－１）

9 同上 H26.2.28 魚口地区ほ場整備工事（Ｈ２５－１）

10 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 H25.8.22 波照間第４地区水質保全対策工事

11 同上 H25.8.22 小浜地区耕土流出防止対策工事

12 同上 H25.9.3 南帆安地区ほ場整備工事（第２工区）

13 同上 H25.9.6 新川第３地区耕土流出防止対策工事

14 同上 H25.10.10 豊波地区２号貯水池及び揚水機場設置工事

15 同上 H25.11.11 南帆安地区ほ場整備工事（第３工区）

16 同上 H25.11.11 白保地区耕土流出防止対策工事

平成２５年度沖縄県農林水産部発注の農業農村工学会ＣＰＤ評価工事　　　（別紙１）

■入札説明書（抜粋）■



開催機関 研修名称 CPD 開催日 開催場所

沖縄総合事務局農林水産部土地改良課平成２５年度技術研修（第1回） 1 H25.4.22 宮古島市
　　　　　　　　　　〃 平成２５年度技術研修（第2回） 4 H25.7.10 　　〃
　　　　　　　　　　〃 平成２５年度技術研修（第3回） 1 H25.9.6 　　〃
　　　　　　　　　　〃 平成２５年度技術研修（第4回） 2 H25.11.6 　　〃
　　　　　　　　　　〃 平成２５年度技術研修（第5回） 3 H25.12.11 　　〃
　　　　　　　　　　〃 平成２５年度技術研修（第6回） 1 H25.12.20 　　〃
（公社）土地改良測量設計技術協会 平成２５年度農業土木技術研修会 4 H25.5.21 南風原町
　　　　　　　　　　〃 平成２５年度農業土木技術管理士試験講習会 3 H25.7.18 南風原町
NPO法人　グリーンアース 沖縄建設マネジメントフォーラム４月特別セミナー 7 H25.4.12 沖縄市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム４月定例セミナー 7 H25.4.20 那覇市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム５月石垣セミナー 8 H25.5.8 石垣市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム５月宮古セミナー 8 H25.5.9 宮古島市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム５月特別（2）セミナー 7 H25.5.11 名護市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム５月定例セミナー 7 H25.5.25 宜野湾市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム６月定例セミナー 7 H25.6.1 名護市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム６月特別セミナー 7 H25.6.22 那覇市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム７月特別セミナー 7 H25.7.2 うるま市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム７月石垣セミナー 7 H25.7.18 石垣市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム７月宮古セミナー 7 H25.7.19 宮古島市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム７月定例セミナー 7 H25.7.20 那覇市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム８月定例セミナー 7 H25.8.17 沖縄市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム８月特別（1）セミナー 7 H25.8.22 名護市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム８月特別（2）セミナー 7 H25.8.23 那覇市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム８月特別（3）セミナー 7 H25.8.24 沖縄市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム９月特別セミナー 7 H25.9.6 那覇市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム９月定例セミナー 7 H25.9.28 名護市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム１０月特別セミナー 7 H25.10.4 沖縄市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム１０月定例セミナー 7 H25.10.19 那覇市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム１０月石垣セミナー 7 H25.10.22 石垣市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム１０月宮古セミナー 7 H25.10.23 宮古島市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム１１月定例セミナー 7 H25.11.9 浦添市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム１２月定例セミナー 7 H25.12.14 名護市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム１月定例セミナー 7 H26.1.18 那覇市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム１月石垣セミナー 7 H26.1.29 石垣市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム１月宮古セミナー 7 H26.1.30 宮古島市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム２月定例セミナー 7 H26.2.15 宜野湾市
　　　　　　　　　　〃 沖縄建設マネジメントフォーラム３月定例セミナー 7 H26.3.15 名護市
株式会社CCT 農業農村整備に関する講演会 15 H25.8.6～2日間 宮古島市
　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　〃 15 H25.8.8～2日間 石垣市
　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　〃 16 H25.9.5～2日間 浦添市
　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　〃 8 H25.11.14 浦添市
　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　〃 8 H25.11.15 浦添市
アジアプランニング株式会社 平成２５年度返還軍用跡地における環境調査の取組み方研修会 3 H25.5.27 那覇市
沖縄県土地改良事業団体連合会 ため池ハザードマップ・氾濫解析講習会 2 H25.6.19 南風原町
　　　　　　　　　　〃 平成２５年度災害復旧事業地方初任者検討会 6 H25.6.25～2日間 那覇市
　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　〃 6 H25.7.1～2日間 石垣市
　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　〃 6 H25.7.4～2日間 名護市
　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　〃 6 H25.7.8～2日間 宮古島市
　　　　　　　　　　〃 「琉球石灰岩域における降雨流出と浸透排水に関する研究」の技術研修会 2 H25.7.10 南風原町
　　　　　　　　　　〃 平成２５年度　沖縄県会場　災害復旧技術向上のための講習 3 H26.1.30 南風原町
沖縄県農村振興技術連盟 第７回　農村振興技術発表会 3 H25.10.25 南風原町
　　　　　　　　　　〃 平成２５年度沖縄県農村振興技術連盟研修会 4 H25.11.14～2日間 那覇市
沖縄農業土木事業協会 平成２５年度秋季研修会 3 H25.11.12 那覇市

　　　　　　　　　　平成２５年度　農業農村工学会認定プログラム一覧（沖縄県）   （別紙２）


