
令和 5年度 技術士第二次試験 受験対策実践セミナー 

（建設部門 都市及び地方計画） 
 

共 催 一般社団法人 都市計画コンサルタント協会 

一般社団法人 ランドスケープコンサルタンツ協会 

公益社団法人 街づくり区画整理協会 

後 援 公益財団法人 区画整理促進機構 

 
令和 5年度技術士の第二次試験(筆記試験)が令和 5 年 7 月 17日(月・祝日)に実施されます。（総合技術監理部門の
必須科目を除く） 
技術士の第二次試験は、平成 25 年度から試験内容が変更になり、さらに令和元年度から試験の一部が変更となり、次
のような試験となっています。 

1） 必須科目：「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの 
2） 選択科目：専門知識及び応用能力に関するもの及び問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの 
3） 口頭試験：技術士としての実務能力、技術士としての適格性 
 
都市計画コンサルタント協会では、受験者のニーズに対応するため、第二次試験(都市及び地方計画)の受験準備として

4 つの対策メニュー〔①～④〕を用意致しました。実務経験豊かな、会員各社の優秀な技術士の方々を講師にお迎えして、
制度に対応した実践向きの講習・添削指導・模擬面接指導を行います。「都市及び地方計画」を専門とする受験者の皆様
には、是非受講されることをお勧め致します。 

※お申し込みは、下記 URLから直接お申し込みください。 
http://www.toshicon.or.jp/seminar-2-2#gijutsushi 

※都市計画 CPDのポイントは、下記②のみ付与されますので、ご了承下さい。 

受験対策メニュー 内  容 日  程 申込締切 
受講料 

〔（）は一般〕 

① 実務経験証明書添

削指導 
1人の添削指導者が 1回 

４月11日（火）迄に実務経

験証明書を提出 
４月 11日（火） 

1回あたり 

6,000円 

（9,000円） 

② 受験対策実践セミナ

ー 
講 習 会 

４月７日（金） 13 時から

17時 
３月 28日（火） 

会場で受講 

12,000円 

（18,000円） 

Webで参加 

10,000円 

（13,000円） 

③ 必須科目・選択科目

論文 添削指導 

1問に対して 1人の 

添削指導者が 1回 

６月 30日（金）迄に論文を

提出 
６月 30日（金） 

8,000円 

（10,000円） 

④ 模擬面接指導 

2人の面接指導者が 

模擬面接〔約 30分〕 

反省会〔約 20分〕 

合 計〔約 50分〕 

（於:当協会会議室） 

11月中旬予定 11月中旬 
15,000円 

（23,000円） 

※ 共催及び後援団体の会員等（会員が企業の場合は、就業されている方を含みます。）は、会員の受講料により、受講

等ができます。 

 

原則としまして、受講料等は前払いでお振込みをお願い致しますが、(一社)都市計画コンサルタント協会 事務局 

(TEL：03-3261-6058)までご連絡頂ければ、お支払い方法は対応致します。対策メニュー〔①～④〕を複数お申込

みの方は、合計金額をお振込み下さい。 



 

 

 

≪都市計画 CPD会員の方へ≫・・・②受験対策実践セミナー申込の方へ 

 

 

認定番号 申請中 

CPD単位 申請中 

本セミナーは、都市計画 CPD プログラムの認定を受けております。当協会より、(公社)日本都市計画学会へ受講登録の

申請手続きを致しますので、『①セミナー申込書』該当欄にカード番号をご記入下さい。 

※ (公社)日本都市計画学会会員(法人会員及び賛助会員を除く)の方は、会員カードの番号を申込ページの該当欄にご

記入下さい。 

※ 都市計画 CPD認定単位登録希望の方は申込ページ申込該当欄にご記入下さい。 

 

◎会員番号不明の方・申請中の方は、CPD会員番号を後日当協会事務局まで、必ずお知らせ下さい。 

≪建設系 CPD(日本造園学会他 10団体)会員の方・・参考ホームページ http://www.cpd-ccesa.org/≫ 

夫々加入されている学協会へ、『CPDポイント』付与についてお問合せください。 

 

※ 都市計画 CPD 以外に CPD の付与を申請される場合には、受講証明書を発行します。申し込みの際に通信欄にその

旨をご記入ください。  

 

 

 [セミナー受講生] 

○予想問題を含めて、実践的な内容がたくさん盛込まれたセミナーでした。どの講師の方からも、「まだ間に合

います。」という励ましのコメントがあったのは、大変勇気づけられました。 

○合格者の方の体験談もとてもリアルで、当日のシミュレーションの手掛かりになりました。 

○セミナー受講によって、勉強の糸口が明確になった事、また、日常業務との結びつけも有効かつ重要である

ことに気付くことができました。 

[模擬面接受講生] 

○模擬面接前に自分でも想定質問を用意してあったのですが、講師の先生からはさらに高度な質問をいただき

ました。実際受験してみると、模擬面接の質問事項と口頭試験での質問事項がほぼ同じで、講師の先生の

指摘の正確さを感じました。 

「模擬面接を受けておいて良かった」と心から思いました。 

○模擬面接後のフィードバックは的を得た指摘が多く、本番への対策としては非常に役立ちました。模擬面接の

方が本番より突っ込んだ質問が多く、本番が多少楽に感じたほどでした。 

○受験者へのアドバイスとして、『口頭模擬面接』これに尽きると思います。(一社)都市計画コンサルタント協会

の模擬面接をやりながら、想定問答作成を進めるのが良いと思います。 

○『模擬面接』は自分の弱点を露呈、結果的にこれを修補できたのが結果に結びついたと感じております。後日

頂戴した講評の中では、厳しく的確なアドバイスがされており、この内容は口頭準備に大いに資することができ

ました。 

《受 講 生 の 声》 

http://www.cpd-ccesa.org/


 

① 令和 5年度 「実務経験証明書」詳細記述書添削指導 
 

平成 25 年度から、従来筆記試験合格後提出が義務付けられていた「技術的体験論文」に変わり、受験

申し込みの際の様式が改定され、記載した業務経歴の中の一つを選択して、これに関して業務の中での立

場、役割、成果等について記述して提出することになりました。筆記試験合格後の口頭試験にこれが参考に

されますので、従来の体験論文同様、簡潔にかつしっかりと自身の体験などをアピールできるように記述する

ことが重要です。このためかねてから好評であった「技術的体験論文」の添削と同様に会員各社の経験豊か

な専門技術士による、添削指導を次のように行いますので是非お申込み下さい。 

 

添削方法 
○ 添削希望者の｢実務経験証明書｣に対して、1 人の添削指導者が、原則１回の
添削指導を行います。時間的な余裕がある場合は再度の添削指導も可能です。 

実務経験証明書 

提出先 

○ 〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-12-18 ハイツニュー平河 3F 
一般社団法人都市計画コンサルタント協会 『添削指導』係 

【切手 94円貼付の返信用定型封筒を必ず同封してください。】 

実務経験証明書 

受付期間 

令和 5年 3月 13日（月）～4月 11日（火）≪必着≫ 
※ 協会到着後、2週間以内に添削して返却いたします。 

(都合により遅れる場合がありますので、ご了承ください。) 

申込締切日 

令和 5年 4月 11日(火)≪必着≫ 
(公社)日本技術士会 締切≪4 月 17 日(月)≫の 6 日前としますが、早めにご提出
お願い致します。 
※ 4 月 3 日(月)以降の申し込みの方は、『実務経験証明書のデータ』を協会宛

て、郵送及び下記の問い合わせ先の E-Mailアドレスにて同時にお送りください。 

申込方法 

及び 

問い合わせ先 

※ お申し込みは、下記 URLから直接お申し込みください。 
http://www.toshicon.or.jp/seminar-2-2#gijutsushi 

※ お問い合わせは、下記にお願い致します。 
『一般社団法人都市計画コンサルタント協会』 

TEL：03-3261-6058 E-Mail： info@toshicon.or.jp 

添削指導料 
１回に対しての添削指導料(2回以上の申込可) 

会員・公共団体 6,000円 一  般 9,000円 

添削指導料の支払い 

お支払いは、銀行振り込み（手数料はご負担願います。）／クレジットカード決済のど
ちらかでお願いいたします。 
◆銀行振込先 
みずほ銀行 町村会館出張所 普通口座 №2371822 

口座名： シャ）トシケイカクコンサルタントキョウカイ 宛 
※ お振込みにあたって、通信欄に「ｹｲﾚｷ」と入力後、会社名、氏名を入力くだ

さい。 
※ 実務経験証明書の送付前に添削指導料をお振込みください。 

◆クレジットカードによる決済は、お申し込みと同時に行います。 
◆キャンセル期限 
4月 7日（金）まで下記メールアドレスにて受け付けます。 
 E-mail: kyokutyo@toshicon.or.jp 
折り返しキャンセル受付確認のメールを差し上げます。 
なお、4月 7日（金）までにキャンセルの申し込みがない場合には、実務経験証明書
の提出の有無にかかわらず、添削指導料をお支払いいただきます。 

http://www.toshicon.or.jp/seminar-2-2#gijutsushi
mailto:info@toshicon.or.jp


 

② 令和 5年度 受験対策実践セミナー 
（建設部門 都市及び地方計画） 

 

筆記試験に臨むにあたってのポイントなどを都市計画・地方計画の分野ごとに解説します。 

※時間、内容、講師等変更する場合がありますのでご了承下さい。 

日    時 令和 5年４月 7日(金) 13：00～17：00  受付開始 12：30～ 

場    所 会場：都市計画会館 会議室（3階） 

スケジュール 

及び 

講師(内容) 

13：00～13：10 主催者開会挨拶 
一般社団法人都市計画コンサルタント協会 

13：10～14：00 

【1】建設部門必須（技術士として当該部門全般にわたる専門知識、応用能
力、問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの）及び答案記述のポ
イント 
㈱ＵＲリンケージ 

   吉沼 叔孝 氏 

14：00～14：40 
【2】選択問題への対応策：都市計画、土地利用 

(株)国際開発コンサルタンツ 
   大崎 清史 氏 

14：40～15：20 
【3】選択問題への対応策：市街地整備(区画整理、再開発) 

㈱オオバ 
   湯浅 敦司 氏 

15：20～15：30  

15：30～16：10 
【4】選択問題への対応策：交通計画 

パシフィックコンサルタンツ（株） 
   金友 啓太 氏 

16：10～16：50 
【5】選択問題への対応策：公園・緑地、環境、景観 

（株）ＵＲリンケージ 
   高橋 和嗣 氏 

16：50～17：00 主催者閉会挨拶 
一般社団法人都市計画コンサルタント協会 

申込締切日 令和 5年 3月 28日(火) 

申込方法 

及び 

問い合わせ

先 

※ お申し込みは、下記 URLから直接お申し込みください。 
http://www.toshicon.or.jp/seminar-2-2#gijutsushi  

お申込みいただいた方には、受講№ 及び 会場案内地図(URL)をメール致します。 
※ お問い合わせは、下記にお願い致します。 
『一般社団法人都市計画コンサルタント協会』 

TEL：03-3261-6058   E-Mail： info@toshicon.or.jp 

受講料 

（テキスト付） 

受講料は申込締切日までに必ずご入金下さいますようお願いいたします。 

会員・公共団体 Web：10,000円 
会場：12,000円 一 般 Web：13,000円 

会場：18,000円 

定員 
会場：30名 

Webセミナー：60名 

受講料の 

支払い 

お支払いは、銀行振り込み（手数料はご負担願います。）／クレジットカード決済のどち
らかでお願いいたします。 
◆銀行振込先 
みずほ銀行 町村会館出張所 普通口座 №2371822 

口座名： シャ）トシケイカクコンサルタントキョウカイ 宛 
※ お振込みにあたって、通信欄に「0407」と入力後、会社名、氏名を入力ください。 
※ お振込みは 3月 28日（火）までにお願いいたします。 
◆クレジットカードによる決済は、お申し込みと同時に行います。 
◆キャンセル期限 
3 月 28日（火）まで下記メールアドレスにて受け付けます。 
 E-mail: kyokutyo@toshicon.or.jp 
折り返しキャンセル受付確認のメールを差し上げます。 
なお、キャンセル期限を過ぎてからのキャンセルは受け付けません。ご参加されなくて
もお振込等されました受講料は返金いたしません。 

 

 



③ 令和 5年度 「必須科目・専門科目 論文」添削指導 
 

平成 19 年度から、専門科目については基礎的専門知識だけでなく自分の経験等を踏まえたより広範な
応用能力が求められるようになりました。平成 25 年度からはこれに加えて、具体的な問題解決能力が求め
られるようになりました。 
また、令和元年度からは、必須科目が択一式から論文形式に変更になりました。 
こうしたことへの対策として、会員各社の経験豊かな専門技術士による、必須科目・専門科目についての

添削指導を次のように行いますので是非お申込み下さい。 

添削方法 

○1 問に対して、1 人の添削指導者が、1 回の添削指導を行います。(2 問以上の申
込みも可能です。) 

○添削問題はテキスト【６】演習問題又は【8】過去問題より各自が選択してください。 
注：提出論文には、必ず設問を記入してください。 

○添削用紙は、テキストの巻末添付の答案用紙をコピーして使用し、手書きの論文を
提出してください。ワープロ打ちの論文は再提出していただく場合もあります。   
(テキストは、記載されたご住所へ送付いたします。セミナーを受講された方は、当
日のテキストをご使用下さい。) 

論文提出先 
○ 〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-12-18 ハイツニュー平河 3F 
一般社団法人都市計画コンサルタント協会 『添削指導』係 

（切手 94円貼付の返信用定型封筒を必ず同封してください。） 

論文提出受付期間 

令和 5年 5月 8日（月）～6月 30日(金) 
※ 協会到着後、2週間以内に添削して返却いたします。 

(都合により遅れる場合がありますので、ご了承ください。) 
※ ６月 8 日(木)以降の申し込みの方は、『専門科目論文』を協会宛て、郵送及び下

記の問い合わせ先の E-Mailアドレスにて同時にお送りください。 

申込締切日 令和 5年６月 30日(金) 

申込方法 

及び 

問い合わせ先 

※ お申し込みは、下記 URLから直接お申し込みください。 
http://www.toshicon.or.jp/seminar-2-2#gijutsushi 

※ お問い合わせは、下記にお願い致します。 
『一般社団法人都市計画コンサルタント協会』 

TEL：03-3261-6058  E-Mail： info@toshicon.or.jp 

添削指導料 

１問に対しての添削指導料（2問以上の申込可） 
注 セミナーを受講された方は、最初の 1問の添削指導料を 5,000円 お引きします。 

会員・公共団体 8,000円 一  般 10,000円 

添削指導料の支払い 

お支払いは、銀行振り込み（手数料はご負担願います。）／クレジットカード決済のどち
らかでお願いいたします。 
クレジットカードによる決済はお申し込みと同時に行います。 
 
セミナーを受講された方には、申し込み後、参加を確認し、添削指導料金の割引に関
するご連絡を差し上げます。 
お申し込みの際は上記料金にてお申し込みください。 
◆銀行振込先 
みずほ銀行 町村会館出張所 普通口座 №2371822 

口座名： シャ）トシケイカクコンサルタントキョウカイ 宛 
※ お振込みにあたって、通信欄に「センモン」と入力後、会社名、氏名を入力くださ

い。 
※ 論文の提出までに添削指導料のお振込みをお願いいたします。 
◆キャンセル期限 
６月３０日（金）まで下記メールアドレスにて受け付けます。 
 E-mail: kyokutyo@toshicon.or.jp 
折り返しキャンセル受付確認のメールを差し上げます。 
なお、6 月 30 日（金）までにキャンセルの申し出がない場合には、論文提出の有無に
かかわらず、添削指導料をお支払いいただきます。 

 

 

④令和 5年度 「模擬面接」指導 



 

面接の独特な雰囲気は誰でも緊張するものです。模擬面接を受けておくことにより本番の緊張感が取れ、
平常心で臨めるものと考えられます。 
当協会では、経験豊かな専門技術士による厳しく暖かい面接指導を行いますので、是非お受けになるこ
とをお勧め致します。 

面接指導方法 

○2 人の面接指導者による模擬面接約 30 分、反省会約 20 分、合計約 50 分の
面接指導を行います。 

○面接指導者が準備のため必要としますので、受験申込み時に提出した｢実務経
験証明書｣のコピーを下記により協会宛てにお送り下さい。なお、可能であれば、
試験当日回答した論文の要約を添付いただいても結構です。 

○下記URLから申込みをする際、『通信欄』に受験時に選択した問題の番号(4問)
を必ずご記入ください。 

日  程 
令和 5年 11月中旬（予定）〔土,日・祝日は除く〕のうち 1日(10月中旬ごろに日程
の詳細をお知らせします。) 

実務経験証明

書、論文提出

先・〆切日 

令和 5年 11月中旬（予定）(10月中旬ごろに日程の詳細をお知らせします。) 
○ 〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-12-18 ハイツニュー平河 3F 
一般社団法人都市計画コンサルタント協会  『模擬面接指導』係 

 
※ 11 月上旬以降の申し込みの方は、『実務経験証明書のデータ』、論文を協会

宛て、郵送及び下記の申し込み方法の欄の問い合わせ先の E-Mail アドレスに
て同時にお送りください。 

申込締切日 令和 5年 11月中旬（予定） 

申込方法 

及び 

問い合わせ先 

※ お申し込みは、下記 URL から直接お申し込みいただくことを予定しています。
（面接指導者日程の調整後、募集を開始します。） 
http://www.toshicon.or.jp/seminar-2-2#gijutsushi 

 
※ お問い合わせは、下記にお願い致します。 
『一般社団法人都市計画コンサルタント協会』 

TEL：03-3261-6058  E-Mail： info@toshicon.or.jp 

面接指導料 
面接指導料は申込締切日までに必ずご入金下さいますようお願いいたします。 

会員・公共団体 15,000円 一  般 23,000円 

面接指導料の 

支払い 

お支払いは、銀行振り込み（手数料はご負担願います。）／クレジットカード決済のど
ちらかでお願いいたします。 
◆銀行振込先 
みずほ銀行 町村会館出張所 普通口座 №2371822 

口座名： シャ）トシケイカクコンサルタントキョウカイ 宛 
※ お振込みにあたって、通信欄に「モギメンセツ」と入力後、会社名、氏名を入力

ください。 
※ お振込みは 11月中旬までにお願いいたします。(10月中旬ごろに日程の詳細

をお知らせします。) 
◆クレジットカードによる決済は、お申し込みと同時に行います。 
◆キャンセル期限（キャンセルの期限は、10月中旬ごろ、開催期間と併せてお知ら
せします。） 

 

http://www.toshicon.or.jp/seminar-2#gijutsushi

