
 補償コンサルタントＣＰＤ 2020年度一般研修会 実施要領  

 
                         主催 一般財団法人公共用地補償機構 
 
 平成 29 年度から実施してきました「補償コンサルタントＣＰＤ一般研修会」について、毎年

多数の方にご参加頂きありがとうございます。 
 今年度については、新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催を延期してきたところですが、こ

の度、開催場所及び募集人数を縮小し研修会場において感染対策を図ることを前提として、下記

のとおり実施することとしました。 
 今回は参加人数を制限するため、これまでの先着順ではなく抽選により受講者を選定させて頂

きます。また、コロナウイルスが再度感染拡大し自主規制の要請が公表された場合には、中止等

することもあることをご了解の上、参加をご希望される方は、別紙 1 申込書にてお申し込みくだ

さい。 
 
 なお、本研修により、ＣＰＤポイントが１０ポイント付与されます。 

 
記 

 
１．日時、募集人数 

第１回 2020 年 ９月１１日（金）10 時～16 時30 分 仙台会場   ８０名程度 
第２回 2020 年 ９月２８日（月）10 時～16 時30 分 広島会場   ８０名程度 
第３回 2020 年１１月 ９日（月）10 時～16 時30 分 東京会場   ７４名程度 

 
  ※ 全会場ともに 9 時 40 分からの受付開始とさせて頂きます。 
 
２．場 所 
  仙台会場  第 1 回：9 月 11 日（金） 
        ハーネル仙台 会場：２階松島 
        仙台市青葉区本町２－１２－７ 
        市営地下鉄「広瀬通」駅徒歩約３分(出口西１番)  
        市営地下鉄「勾当台公園」駅徒歩約５分(出口南４番) 
        ＪＲ仙台駅西口徒歩約１２分、市営バス「仙台商工会議所前」徒歩約４分 
 
  広島会場  第 2 回：9 月 28 日（月） 
        ＲＣＣ文化センター 会場：７階７－１２会議室 
        広島市中区橋本町５－１１ 
        交通機関 ＪＲ広島駅南口より徒歩１０分 
 
  東京会場  第 3 回：11 月 9 日（月） 
        FORUM8 会場：８階クイーンズスクエア 
        東京都渋谷区道玄坂２－１０－７ 新大宗ビル 
        交通機関：ＪＲ「渋谷駅」ハチ公口［A8］徒歩５分 
        東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線「渋谷駅」徒歩３～５分 
 
３．当研修申込資格者 
  補償コンサルタント CPD 会員証をお持ちの方で、原則として、一般社団法人日本補償コン

サルタント協会の非会員の方を対象としています。 
  ※CPD 会員申請中の方も申込可能ですので、その旨を参加申込書にご記入ください。 
  



 

４．申込先  当機構研修事務局まで、別紙 1 申込書を電子メールでご送信ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
５．申込締切及び受講者の抽選 
 
○第１回仙台会場、第２回広島会場 
申込締切日  2020 年 7 月 31 日（金） 
受講抽選日  2020 年 8 月 第一週 
抽選結果   2020 年 8 月 第一週に抽選結果を電子メールで送信致します。 

 
○第３回東京会場 
申込締切日  2020 年 9 月 18 日（金） 
受講抽選日  2020 年 9 月 第四週 
抽選結果   2020 年 9 月 第四週に抽選結果を電子メールで送信致します。 

 
 
６．受講料  一人 １２,０００円（税抜額です。振込手数料は自己負担となります。） 
 
７．受講の決定について：抽選に当選した方は、当機構からの「申込受付通知」を受領後、７日

以内に受講料をお振込みください。７日以内に振込が確認できない場

合は、申し込みを無効とさせていただきます。振込指定口座は、申込

受付通知時にご案内致します。 
 

８．カリキュラム概要 

 

時間割 教科目 予定講師 

10:00～11:00 1.0h 補償Ｑ＆Ａ等 中尾研究室長 総合補償士 

11:10～12:10 1.0h 公共用地交渉（個別形式と集団形式） 寄川次長代理 補償業務管理士

13:00～14:30 1.5h 所有者不明土地に関する登記制度 行政担当官  

14:40～16:10 1.5h 配偶者居住権に関する損失補償 曽雌部長 総合補償士 

16:10～16:30  閉講式（受講証明書の配布） 

          ※教科目及び講師は、変更する場合もありますので、ご了承ください。 
 

実施要領をご熟読の上、お申込み下さいますよう宜しくお願い致します。 

  

一般財団法人 公共用地補償機構 用地補償研究所（研修事務局） 
 東京都文京区音羽２－２－２ アベニュー音羽３Ｆ 担当者：中尾、村上 
 ＴＥＬ ０３－５９４０－０２２２ 
 
   電子メール cccpdis＠hosyoukikou.or.jp 



 
 
 
仙台会場  第 1 回：9 月 11 日（金） 

ハーネル仙台 会場：２階松島 
      住所：仙台市青葉区本町２－１２－７ 
      交通機関：市営地下鉄「広瀬通」駅徒歩約３分(出口西１番)  
          ＪＲ仙台駅西口徒歩約１２分、市営バス「仙台商工会議所前」徒歩約４分 

 

 
 
 
広島会場  第 2 回：9 月 28 日（月） 
      ＲＣＣ文化センター 会場：７階７－１２会議室 
      住所：広島市中区橋本町５－１１ ７階 
      交通機関：ＪＲ広島駅南口より徒歩 10 分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会場案内図 

RCC 文化センター 



東京会場  第 3 回：11 月 9 日（月） 
FORUM8 会場：８階クイーンズスクエア 

      東京都渋谷区道玄坂２－１０－７ 新大宗ビル 
      交通機関：ＪＲ「渋谷駅」ハチ公口［A8］徒歩５分 
      東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線「渋谷駅」徒歩３～５分 
 

 
  



（別紙１） 

研修参加申込書 
 

（一財）公共用地補償機構 研修事務局 御中 

 

【受講希望日】 

受講希望 研修日・会場 

 第１回 ２０２０年 ９月１１日（金） 仙台会場 

 第２回 ２０２０年 ９月２８日（月） 広島会場 

 第３回 ２０２０年１１月 ９日（月） 東京会場 

※受講希望される研修日・会場のいずれか一つに○印を付して下さい。 

 

【貴社連絡先に関する記入欄】 

会社名  電話番号  

補償コン

登録番号 
補  －    号 FAX番号  

会社ご住所 〒 

ご担当者様のお名前  

連絡先電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

【受講される方に関する記入欄】 

※一法人１名から２名様までのお申し込みにご協力下さいますようお願いします。 

※ＣＰＤ個人番号は、Ｑ又はＣで始まり６桁の数字が続くものです。 

 

 

  

ＣＰＤ個人番号  ＣＰＤ個人番号  

フリガナ 

お名前 

 フリガナ 

お名前 

 

年齢  年齢  

性別  性別  

 別紙２ 「個人情報の取扱いについて」に同意の上、お申し込み下さい。 



（別紙２） 

 
個人情報の取扱いについて 

 
一般財団法人公共用地補償機構  
 個人情報保護管理者 専務理事 

 
 

１．個人情報の利用目的について 

 

  補償コンサルタントＣＰＤ研修（一般研修）の受講案内、実施の際の事務処理、修了者の確認等

のため 

 

２．個人情報の第三者提供について 

 

  本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供すること

はありません。 

 

３．委託について 

 

 個人情報の取扱いを委託することがあります。委託にあたっては、委託先（宅配業者等）におけ

る個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 

 

４．開示対象個人情報の開示等および問い合わせ窓口について 

 

ご本人からの求めにより、当財団が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、内容の

訂正・追加または削除、利用の停止・消去および第三者への提供の停止（「開示等」といいます。）

を受け付けております。開示等を受け付ける窓口は、以下の「個人情報苦情・相談窓口」をご覧下

さい。  

 

 

 個人情報苦情及び相談窓口 

 

［個人情報の取扱いについてのお問い合わせ先］ 

  一般財団法人公共用地補償機構 苦情・相談窓口（総務部担当者） 

  電話：０３－５９４０－０２２２（受付時間：平日10 時～17時、土日祝を除く） 

  E-mail privacy@hosyoukikou.or.jp 

 


