
都市計画 CPD について 

 
１．都市計画 CPD とは 
 都市計画に関する継続的専門能力開発＝継続教育（Continuing Professional Development）のことで、公益

社団法人日本都市計画学会が運営しています。 
 
２．教育分野 
 都市計画 CPD の教育分野は次のとおりです。 

分野１ 分野２ 分野３ 
Ⅰ  
基礎 
共通 
分野 

倫理 倫理規程、技術倫理、職業倫理 
一般科学 数学、物理、化学、生物学、統計学、情報理論など 
環境 地球環境問題など 
社会経済 国内･海外動向など 
法律 関係法令、知的財産権法など 
その他 教育、語学、歴史など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
専門 
分野 

都市論・都市計画

論・都市計画史 
都市論、コミュニティ論、都市問題･都市政策論、都市史、都市計画史、計画

論･都市計画論など 
国土計画･地域計画･

農村計画･都市基本

計画･都市総合計画 

国土構造･地域構造論、広域計画、農山漁村計画、基本計画理論、土地利用計

画、都市施設･期間的地区施設の計画、都市設備･エネルギー計画など 

市街地整備･住環境 都市施設･市街地整備事業等、住環境の指標･評価･意識、市街化過程･市街地

変容、地区施設･地区整備計画、計画住宅地など 
住宅問題･土地問題 都市住宅論･土地政策史、住宅需給･住宅政策，住宅･受託地の管理運営、土地

需給･土地政策など 
防災･環境問題 都市防災の指標･評価･意識、市街地火災･対策、避難･行動・対策、防災施設･

設備･対策、防災計画･復興計画論、各種災害対策、環境問題･環境アセスメン

トなど 
交通計画 交通調査論、交通需要分析･交通流解析、交通施設計画、交通管理･運用計画、

計画の評価、交通政策論、交通と土地利用･環境など 
緑地･観光レクリェ

ーション 
緑地計画論、自然環境論、緑地調査･自然環境解析･評価、公共緑地、オープ

ンスペース、自然環境保全･管理、観光・レクリェーション、生態系など 
景観・都市デザイン 景観論、景観調査･警官分析･警官評価、景観計画･景観デザイン、歴史的環境

保全、都市デザインなど 
行政･制度･参加･教

育 
計画行政･制度、規制制度･誘導制度、計画参加･計画手続･運動、都市計画教

育･まちづくり学習、都市計画家･職能･プランナー論、国際交流･協力･運動な

ど 
都市解析･地域解析･

調査分析論 
調査分析法、人口解析、土地利用解析、生活行動解析･環境心理解析、地域構

造解析･都市経済解析、都市施設解析、不動産解析、システム構築、GIS、
GPS など 

周辺分野 上記以外の周辺･関連分野（ファイナンス、マネジメント手法（PM･CM 等） 
総合分野 総合領域（事業事例等総合性を重視するもの） 



 
３．教育形態 
  都市計画 CPD の教育形態は、次のとおりです。特に、講習会のほか、社内研修会、協会等における委員会

活動、オンザジョブトレーニング（OJT）、ワークショップの支援、専門家の派遣（個人として派遣されたも

のに限ります）、技術図書の執筆なども CPD ポイントの対象になりますのでご留意ください。 
教育形態 内容 都市計画 CPD 

CPDF CPD 単位※１ 上限 
講習会･研修会、

講演会、シンポ

ジウム視察会等

への参加 

講習会･研修会、講演会、

シンポジウム等への参加 
１ １※H ― 

国際会議･シンポジウム等

への参加 
― ５ ― 

 
 
 
 
論文等の発表※２ 

口頭発表（法人格を持つ

学・協会での発表･講演） 
0.4 0.4※M ― 

口頭発表（前記以外での発

表･講演） 
0.2 0.2※M ― 

論文発表（学術誌への査読

付論文発表） 
― 40 ― 

論文発表（一般論文･総説

等） 
― 10 ― 

技術図書の執筆 3※H 又は原稿用

紙 1 枚につき１ 
3※H 又は原稿用紙

の枚数 
1 件当り最大 30 

企業内研修及び

OJT 
企業内研修プログラム受

講 
0.5 0.5※H ― 

OJT ー 10 1 年の上限 10 
 
 
 
 
技術指導 

大学･学術団体等の講師 ― 10 ― 
その他社内研修会等の講

師 
― 5 ― 

ワークショップの支援、専

門家の派遣※３等 
― 10 ― 

国際会議、研究発表会等の

座長 
― 20 ― 

論文等の査読（学会の依頼

状があるものに限る） 
１ 1※P 1 論文当り最大 15 

 
 
業務経験 

成果をあげた業務等※４（責

任者） 
― 20 ー 

成果をあげた業務等※４（担

当者） 
― 10 ― 

特許取得（発明者に限る） ― 40 ― 
学会表彰等 ― 20 ― 

その他 技術会議への出席（議長や

委員長の場合）※５ 
2 2※H ― 

 



教育形態 内容 都市計画 CPD 教育形態 内容 
CPDF CPD 単位※１ 上限 

 
 
 
その他 

技術会議への出席（委員や

幹事の場合）※５ 
1 １※H ― 

大学･研究機関（企業を含

む）における研究開発、技

術業務への参加、国際機関

への協力等 

適宜判断※６ 1 年の上限 20 

上記以外で CPD に値する

と判断されるもの※7 
適宜判断※8 ― 

注） 
※1 CPD 単位＝CPDF×H（hr、参加時間）または M（min、発表時間）または P（ページ数） 
※2 共同著者（連名者）もこれに準ずる。 
※3 個人として派遣されたものに限る。 
※4 成果とは受賞等を有することを基準とする 
※5 当該機関の長もしくはそれに準ずる者からの申請のあったものに限る。 
※6 当該機関の長もしくはそれに準ずるものの判断によるが、1*H もしくは 1*P を CPD 単位の目安とする。 
※7 自己学習（雑誌等購読）については、エビデンスが担保できない事由により単位認定を行わない。 
※8 都市計画 CPD プログラム認定委員会にて検討・判断する。 
 
４．都市計画 CPD 会員登録 
 CPD 会員になるためには、現在 2 つの会員種別をご確認のうえ、各々の申請を行って頂きます。 
1) 日本都市計画学会の個人会員であれば、「CPD 会員-1」となります。CPD 会員-1 に該当する方は、カードが  
 配布されます。 
2) 下記団体の会員であれば、「CPD 会員-2」となります。 
 一般社団法人 都市計画コンサルタント協会 
 独立行政法人 都市再生機構 
（一社）都市計画コンサルタント協会の会員企業に所属されている方は、CPD 会員-2 に該当しますので当協会

を通じて会員登録手続き※１をしてください。 
 ※１:当協会にご連絡をいただければ、入会申請用のフォームをお送りいたしますので、必要事項を記入してい

ただき、ご返送いただければ当協会で手続を行います。入会金、年会費はいずれも無料です。 
手続が終了いたしますと、都市計画学会から会員カードが送られます。 
 
5．都市計画 CPD 会員登録･単位登録・紹介 

１）会員登録 
都市計画学会から送付された会員カードが貼付されている台紙（ID と仮パスワードが記載されています）

を用意し、下記 URL にアクセスして手続を行ってください。・ 
https://www.kktcs.co.jp/cpijcpd/pg/passinput.aspx?Kbn=1  

 ２）取得単位登録・確認･証明書発行 
  ID と本パスワード（初期登録時に発給されたもの、もしくはご自身で変更されたパスワード）を用意し、

次の URL にアクセスしてください。  
https://www.kktcs.co.jp/cpijcpdweb/pgasp/passinput/passinput.aspx?ReturnUrl=%2fcpijcpdweb%2fpgasp%2

https://www.kktcs.co.jp/cpijcpd/pg/passinput.aspx?Kbn=1
https://www.kktcs.co.jp/cpijcpdweb/pgasp/passinput/passinput.aspx?ReturnUrl=%2fcpijcpdweb%2fpgasp%2fmainframe%2frishuumain.aspx


fmainframe%2frishuumain.aspx  
  認定都市プランナー制度、RCCM などの資格制度における更新手続の際、一定の CPD ポイントを獲得して 
いることが条件とされている場合がありますので、その際は、学会発行の証明書が必要になります。 

 
６．プログラム認定申請 
  プログラムの認定申請は、都市計画学会所定の様式がありますのでそれに必要事項を記入して申請していた

だくことになります。認定審査は、毎月 1 回、上旬に行われますのでご留意ください。認定されますと認定番

号と認定されたポイントが学会から通知されます。詳しくは下記 URL にアクセスしてください。 
 http://www.cpij.or.jp/cpd/authorize.html  
  なお、４．教育形態における講習会等への参加以外の論文等の発表、企業内研修及びＯＪＴ、技術指導、業

務経験、その他については、自己申告が可能ですのでご留意ください。 
 お問合せ先 
  一般社団法人都市計画コンサルタント協会 
  電話 ０３－３２６１－６０５８ 
 メール senmu@toshicon.or.jp  
   担当 富岡 

https://www.kktcs.co.jp/cpijcpdweb/pgasp/passinput/passinput.aspx?ReturnUrl=%2fcpijcpdweb%2fpgasp%2fmainframe%2frishuumain.aspx
http://www.cpij.or.jp/cpd/authorize.html
mailto:senmu@toshicon.or.jp

