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平成22年度事業報告 

 

自 平成22年4月1日 

至 平成23年3月31日 

 

Ⅰ 会員の状況 

 前期末会員数 

（H22年3月31日） 

平成22年度入会数 平成22年度退会数 当期末会員数 

（H23年3月31日） 

正会員     430        23         6        447 

賛助会員      29         1         1         29 

合計     459        24         7        476 

 

Ⅱ 事業の概要 

１．公益目的事業 

(1) 下水道管路に関する管理技術等の調査研究を行い、広く一般に調査結果を公表する事業 

 ○マンホール蓋の取り替えに関する調査の実施 

 ○下水道管路管理中国市場調査の実施 

 ○管路管理の標準化に関する調査の実施 

 ○管路管理計画のJIS素案の作成 

 ○管路管理計画の日中韓3カ国共同標準化の企画、実施 

 ○下水道管路施設管理の専門誌JASCOMA33号発行（平成22年7月20日） 

 ○下水道管路施設管理の専門誌JASCOMA34号発行（平成23年1月4日） 

 ○下水道管路管理研究会議（平成23年2月3日） 

 

(2) 下水道管路管理に関する専門的技術者である下水道管路管理技士等の認定を行い、日本の

下水道の安全確保をめざす事業 

○総合技士筆記試験 

・平成22年7月11日 東京都、大阪市 

○総合技士面接試験 

・平成22年9月25日 東京都 

○主任・専門技士学科・実地試験 

・平成22年7月10日 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、神戸市、広島市、福岡市、

那覇市 

○専門技士実技試験 

・平成22年8月19日、20日 研修センター 

・平成22年8月20日 仙台市 

・平成22年8月21日、22日 名古屋市 

・平成22年8月21日 笠岡市 

・平成22年8月27日、28日 福岡市 
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・平成22年8月28日 札幌市、神戸市 

○下水道管路管理技士（総合、主任、専門）試験合格発表（平成22年10月29日） 

○管路管理技士登録者の更新講習（主任、専門技士） 

 ・平成22年5月12日 札幌市 

 ・平成22年5月14日 広島市 

 ・平成22年5月18日 名古屋市 

・平成22年5月22日 大阪市 

 ・平成22年5月25日 東京都 

 ・平成22年5月28日 仙台市 

 ・平成22年6月17日 福岡市 

○管路管理技士登録者の更新講習（総合技士） 

 ・平成22年11月11日 東京都 

○試験官認定講習 

 ・平成22年6月27日 東京都 

 ・平成22年7月21日 福岡市 

 ○新規合格者及び更新者の管路管理技士認定登録 

  ・新規登録件数 430、更新登録件数 344、現在の総登録件数 7,706 

  （詳細は別表） 

 ○下水道管路管理業の登録 

  ・新規登録件数 8、現在の総登録件数 325 

 （詳細は別表） 

 

(3) 下水道管路管理に関する専門的技術者を養成するための講習会等を開催し、日本の下水道

管路管理の技術向上や普及啓発をめざす事業 

○技術者養成講習会 

・平成22年6月15日 研修センター 

・平成22年6月17日 札幌市 

・平成22年6月18日 仙台市 

・平成22年6月19日 名古屋市 

・平成22年6月25日 福岡市 

・平成22年6月26日 笠岡市 

・平成22年7月3日 大阪市 

 ○中級研修 

  ・平成22年9月16日 旭川市 

  ・平成22年9月25日 広島市 

  ・平成22年9月26日 宜野湾市 

  ・平成22年10月2日 仙台市 

  ・平成22年10月6日 札幌市 

  ・平成22年10月15日 福岡市 

  ・平成22年10月16日 東京都 
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  ・平成22年11月6日 大阪市 

 ○下水道管路管理研修（財団法人全国建設研修センターと共催）（平成22年8月26日） 

 ○積算説明会 

・平成22年4月16日 大阪市 

・平成22年4月20日 研修センター 

・平成22年4月21日 岡山市 

・平成22年4月22日 東京都 

・平成22年5月14日 那覇市 

・平成22年5月17日 静岡市 

・平成22年5月21日 山口市、福岡市 

・平成22年5月24日 宇都宮市 

・平成22年6月2日 千葉市 

・平成22年6月7日 水戸市 

・平成22年9月22日 新潟市 

 ○管路管理セミナー 

・平成22年4月15日 東京都 

・平成22年11月11日 東京都 

 ○伏越し管渠の維持管理と安全管理に関するセミナー（平成22年7月28日 名古屋市） 

 ○JICA研修 

インド維持管理研修（平成22年9月15日 研修センター） 

シリア全国下水道人材育成研修（平成22年12月6日 研修センター） 

 ○支部主催講習会、セミナー等 

  ・九州支部沖縄県部会安全講習会（平成22年4月14日 那覇市） 

  ・関東支部安全大会（平成22年6月18日 管路研修センター） 

  ・関東支部管路管理技術研修会（平成22年10月1日 東京都） 

  ・中部支部静岡県部会下水道管路管理技術セミナー（平成22年10月13日 静岡市） 

  ・関東支部下水道管路施設管理技術セミナー（平成22年10月22日 東京都） 

  ・九州支部福岡県部会安全衛生研修会（平成22年10月29日 福岡市） 

  ・東北支部山形県部会研修会（平成22年11月10日 山形市） 

  ・九州支部福岡県部会技術研修会（平成22年11月11日 福岡市） 

  ・関東支部群馬県部会安全大会（平成22年11月11日 高崎市） 

  ・九州支部九州地区研修会（平成22年11月18日 福岡市） 

  ・関東支部茨城県部会安全大会（平成22年11月24日 下妻市） 

  ・東北支部安全衛生研修会（平成22年11月30日 青森市） 

  ・関東支部東京都部会管路管理セミナー（平成22年11月30日 東京都） 

  ・北海道支部安全衛生研修会（平成23年2月16日 札幌市） 

  ・関西支部安全衛生セミナー（平成23年2月18日 大阪市） 

  ・中部支部長野県部会／平成22年度千曲川下水道促進協議会研修会（平成23年2月24 

日 長野市） 

 ○下水道管路管理技術発表会（平成22年11月11日 東京都） 
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(4) 下水道管路管理に関する最先端の技術や最新の製品を普及させるための展示会を開催し、

日本の下水道管路管理の技術向上や普及啓発をめざす事業 

○下水道管更生技術施工展２０１０関西（平成22年10月6日 大阪市） 

○修繕・改築工法説明会 

  ・平成22年7月5日 新潟市 

  ・平成22年8月4日 高崎市 

  ・平成22年9月10日 堺市 

  ・平成22年9月17日 佐賀市 

  ・平成22年10月29日 札幌市 

 

(5) 下水道管路管理に関する新しい技術の開発を推進し、日本の下水道管路の管理技術向上を

めざす事業 

○新技術支援事業 

  ・新技術支援事業第一次審査合格2件（平成22年4月7日技術委員会） 

・管路管理に関する新しい技術の普及を支援するため、対象となる技術を選 

定し、その説明会を行った（平成22年6月10日） 

・「管路内水位上昇警報システム」のモニター施工の実施 

 

(6) 下水道管路に関する災害調査及び災害時対応訓練を行い、日本の下水道管路の危機管理と

国民の安全を守る事業 

 ○災害調査 

  ・東北地方太平洋沖地震に伴う被災調査（岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の県市町 平

成23年3月12日から） 

○災害対応訓練 

 ・中部支部長野県部会・上下水道局災害対応訓練（平成22年6月23日） 

 ・関東支部神奈川県部会・平塚市総合防災訓練（平成22年8月27日 平塚市） 

 ・中部支部静岡県部会・災害時の応急対策訓練（平成22年8月27日 静岡市） 

 ・中部支部・下水道事業災害時中部ブロック連絡会地震災害訓練（平成22年9月9日） 

 ・関東支部群馬県部会・群馬県総合防災訓練（平成22年9月18日 富岡市） 

 ・中部支部長野県部会・千曲川流域下水道の災害情報伝達訓練（平成22年9月29日） 

 ・中部支部新潟県部会災害訓練（平成22年10月22日 新潟市） 

○災害支援登録者講習（平成22年9月25日 那覇市） 

 ○自治体と災害時応急対策協定を締結した（累計36件） 

  ・関東支部東京都部会＝東京都国立市（平成22年4月1日） 

 

２．収益事業等（共益事業） 

(1) 下水道関連展示会への出展を行い、本法人及び本法人会員企業の紹介を行う共益事業 

 ・日本下水道協会・下水道展’10名古屋へ出展（平成22年7月27日～30日） 

 ・中部支部長野県部会・諏訪浄化促進イベントよみがえれ諏訪湖ふれあいまつり2010（平成 
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22年9月5日） 

 ・関東支部神奈川県部会・下水道ふれあい祭り（平成22年9月11日 小田原市） 

 ・関東支部山梨県部会・下水道まつり（平成22年9月11日 富士吉田市） 

 ・中部支部愛知県部会・あいち下水道フェア（平成22年9月11日 弥富市） 

 ・中部支部富山県部会・下水道フェスタ10（平成22年9月11日） 

 ・関東支部栃木県部会・北那須浄化センターのつどい（平成22年9月25日 大田原市） 

 ・関東支部埼玉県部会・荒川下水道フェスタ2010（平成22年10月9日 戸田市） 

 ・関東支部茨城県部会・建設フェスタ2010（平成22年10月24日 ひたちなか市） 

 ・関東支部群馬県部会・水、よみがえれキャンペーン（平成22年11月27日 高崎市） 

 

(2) 下水道管路管理に関する情報提供や意見交換を行い、会員の資質の向上を図る事業 

○会員を対象とした研修会等 

 ・ 

 

Ⅲ 会議の開催 

１．第19回定時総会（平成22年6月10日） 

 議案： 

  報告1 公益社団法人移行について 

  報告2 平成22年度事業計画 

  報告3 平成22年度収支予算 

  第1号議案 平成21年度事業報告 

  第2号議案 平成21年度決算報告 

  第3号議案 規程の制定（入会の基準及び手続並びに入会金及び会費に関する規程） 

  第4号議案 規程の改正（役員給与規程） 

  第5号議案 役員の選任に関する件 

 審議結果の要旨：すべての議案が承認、可決された 

 

２．理事会 

○平成22年度第1回理事会（平成22年5月18日） 

 主な議題： 

 ・第19回定時社員総会付議案件について 

 ・業務執行理事の職務執行状況報告 

 ・規程の制定 

   会員資格の承継に関する規程 

   管路管理研究会議設置及び運営に関する規程 

 ・規程の改正 

   地方支部の組織及び運営に関する規程の改正 

   委員会規程の改正 

   修繕改築委員会設置要綱の改正 

   旅費規程の改正 



6 
 

 ・新規入会審査 

 ・中国市場調査について 

 ・JIS化の対応について  

 審議結果の要旨：すべての議題について決定等がなされた。 

○平成22年度第2回理事会（平成22年6月10日） 

 主な議題： 

 ・役員役職の選定 

 ・委員会の委員長及び委員の選任等 

 ・新規入会審査 

 審議結果の要旨：すべての議題について決定等がなされた。 

○平成22年度第3回理事会（平成22年12月7日） 

 主な議題： 

 ・平成23年度新規事項 

 ・急を要する理事会決議事項の処理に関する規程の制定 

 ・新技術支援に関する規程の改正 

 ・支部及び都府県部会の事業計画・予算の作成並びに予算配付等に関する規程の改正 

 ・支部の事業計画及び予算の作成、支部特別会費の徴収、支部配付予算の執行等に関す

る細則の制定 

 ・入会金収入金の当面の取扱要領について 

 ・入会申込書等の様式及び入会手続きの事務取扱要領について 

 ・災害時支援に関する実施要領の改正 

 ・入会審査 

 ・退職給付積立定期預金の一部取崩 

・下水道管路管理研究会議の委員の委嘱 

 ・本協会理事と本協会との利益相反取引の承認 

 審議結果の要旨：すべての議題について決定等がなされた。 

○平成22年度第4回理事会（平成23年3月3日） 

 主な議題： 

 ・運営理事の選定 

 ・平成23年度事業計画 

 ・平成23年度収支予算 

 ・平成23年度支部特別会費 

 ・就業規則の一部改正 

 ・新規入会審査 

 審議結果の要旨：すべての議題について決定等がなされた。 

 

４．業務執行理事会 

○平成22年度第1回業務執行理事会（平成22年5月11日） 

 主な議題： 

 ・第19回定時社員総会付議案件について 
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 ・平成22年度第1回理事会付議案件について 

○平成22年度第2回業務執行理事会（平成22年9月3日） 

 主な議題： 

 ・支部及び都府県部会の事業計画・予算の作成並びに予算配付等に関する規程の変更につい

て 

 ・支部の事業計画及び予算の作成、支部特別会費の徴収、支部配付予算の執行等に関する細

目の制定 

 ・8月末までの予算執行状況 

 ・管路協団体保険のスタートについて 

 ・全業協意見交換会への要望書提出 

 ・下水道の標準化に対する対応 

○平成22年度第3回業務執行理事会（平成22年11月4日） 

 主な議題： 

 ・第3回理事会提出案件について 

○平成22年度第4回業務執行理事会（平成23年2月25日） 

 主な議題： 

 ・平成23年度管路管理技士試験案内について 

 ・全国中小企業団体中央会への会員加入について 

 ・第4回理事会付議案件について 

 

４．支部長会 

○平成22年度第1回支部長会（平成22年11月29日） 

 主な議題： 

・入会金収入金の当面の取扱いについて 

・支部及び都府県部会の事業計画・予算の作成並びに予算配付等に関する規程の一部改

正について 

・支部の事業計画及び予算の作成、支部特別会費の徴収、支部配付予算の執行等に関す

る細則の制定について 

・災害時支援に関する実施要領の一部改正について 

 

５ 支部全体会 

 ・北海道支部全体会（平成22年5月13日） 

 ・東北支部全体会（平成22年5月13日） 

 ・関東支部全体会（平成22年5月17日） 

 ・中部支部全体会（平成22年5月20日） 

 ・関西支部全体会（平成22年5月14日） 

 ・中国四国支部全体会（平成22年4月16日） 

 ・九州支部全体会（平成22年5月27日） 

 

Ⅳ 委員会活動 
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１．総務委員会 

○平成22年度第1回総務委員会（平成22年4月26日） 

 主な議題： 

 ・請負業者賠償責任保険につて 

 ・新規会員の確保について 

 ・中国における下水道管路管理業務市場調査について 

○平成22年度第2回総務委員会（平成22年7月12日） 

 主な議題 

 ・請負業者賠償責任保険等の団体保険創設について 

 ・支部及び都府県部会の事業計画・予算の作成並びに予算配付等に関する規程の見直し

について 

○平成22年度第3回総務委員会（平成22年10月20日） 

 主な議題： 

 ・管路協会会員専用工事賠償責任保険の募集について 

 ・入会金の取扱いについて 

 ・管路管理技士の活用方策について 

○平成22年度第4回総務委員会（平成23年2月4日） 

 主な議題： 

 ・工事賠償責任保険（団体保険）について（報告） 

 ・入会金の取扱について 

 ・中国市場調査中間報告 

 ・災害訓練費について 

 ・管路協会の名称変更について 

 ・平成23年度予算について 

 

２．技術委員会 

○平成22年度第1回技術委員会（平成22年4月7日） 

 主な議題： 

 ・安全衛生管理マニュアルの改訂について 

 ・下水道管路管理技術発表会について 

 ・維持管理積算資料2009について 

 ・新技術支援事業について 

 ・マンホールふたの取り替えに関する設計の手引き案について 

○平成22年度第2回技術委員会（平成22年9月22日） 

 主な議題： 

 ・下水道管路管理技術発表会について 

 ・マンホールふたの取替に関する設計の手引き案について 

 ・新技術支援事業のあり方について 

 ・下水道管路維持管理のＪＩＳ化について 

○平成22年度第3回技術委員会（平成22年12月3日） 
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 主な議題： 

 ・マンホールふた維持管理手引き案について 

 ・新技術支援事業のあり方について 

 ・管路管理計画のJIS素案について 

 ・下水道管路管理技術発表会について 

 ・次年度の活動について 

 

２．広報委員会 

○平成22年度第1回広報委員会（平成22年4月14日） 

 主な議題： 

 ・週刊誌への広告掲載結果について 

 ・JASCOMA 33号の編集方針 

 ・管路協の広報戦略について 

 ・駅ポスターについて 

 ・下水道展2010名古屋への対応について 

○平成22年度第2回広報委員会（平成22年10月8日） 

 主な議題： 

 ・ＪＡＳＣＯＭＡ34号の編集方針について 

 ・管路協の広報戦略について 

 ・管路協のホームページについて 

 ・下水道展’10名古屋の実施結果について 

○平成22年度第3回広報委員会（平成23年2月2日） 

 主な議題： 

 ・管路協の広報戦略について 

 ・平成23年度～24年度ＪＡＳＣＯＭＡ（35号～38号）の編集業務委託について 

 ・下水道展2011東京の開催概要について 

 

３．試験・研修委員会 

○平成22年度第1回試験・研修委員会（平成22年5月20日） 

 主な議題： 

 ・平成22年度試験研修の実施について 

○平成22年度第2回試験・研修委員会（平成22年9月28日） 

 主な議題： 

 ・平成23年度試験・研修計画（案）について 

 ・資格について 

 ・研修について 

○平成22年度第3回試験・研修委員会（平成23年1月19日） 

 主な議題： 

 ・平成23年度試験・研修事業について 
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４．試験審査委員会 

○平成22年度第1回試験審査委員会（平成22年6月23日） 

 主な議題： 

 ・平成22年度試験問題について 

○平成22年度第2回試験審査委員会（平成22年10月15日） 

 主な議題： 

 ・平成22年度下水道管路管理技士試験の実施報告について 

 ・平成22年度下水道管路管理技士試験の合否基準及び合格者決定について 

 

５．修繕・改築委員会 

○平成22年度第1回修繕・改築委員会（平成22年4月14日） 

 主な議題： 

 ・平成22年度活動案について 

 ・修繕・改築工法説明会について 

○平成22年度第2回修繕・改築委員会（平成22年8月5日） 

 主な議題： 

 ・下水道管更生技術施工展2010関西について 

 ・修繕改築工法説明会について 

 ・意見交換会について 

 ・管路管理研究会議について 

 ・安全基準作成について 

○平成22年度第3回修繕・改築委員会（平成22年12月2日） 

 主な議題： 

 ・下水道管更生技術施工展について 

 ・修繕・改築工法説明会について 

 ・意見交換会について 

 ・安全基準作成について 

○平成22年度第4回修繕・改築委員会（平成23年1月18日） 

 主な議題： 

 ・意見交換会について 

 ・修繕・改築工法説明会について 

 ・下水道管更生技術施工展につて 

 ・安全基準作成について 

○修繕改築工法に関する意見交換会（平成22年10月7日大阪市、10月21日神戸市、11月15

日名古屋市、12月14日東京都） 

 

６．管路施設の包括的民間委託特別委員会 

 ・（社）日本下水道協会の管路施設維持管理業務委託等調査検討会へ対応のためメール等で

意見集約 
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７．下水道管更生技術施工展2010関西運営委員会 

○第2回運営委員会（平成22年8月5日） 

 主な議題： 

 ・作業報告 

 ・小間割り及び招待状等について 

○第3回運営委員会（平成22年12月2日） 

 主な議題： 

 ・結果報告と改善点等について 

 ・次年度開催について 

 

Ⅴ その他の活動等 

 

○平成21年度下半期決算等監査（平成22年5月18日） 

○下水道関係公益法人事務連絡会議 

・平成22年4月16日（日本下水道処理施設管理業協会） 

・平成22年5月21日（日本下水道協会） 

・平成22年6月18日（全国上下水道コンサルタント協会） 

・平成22年8月5日（日本下水道処理施設業協会） 

・平成22年9月17日（日本下水道管渠推進技術協会） 

・平成22年10月21日（日本下水道管路管理業協会） 

・平成22年11月16日（日本下水道光ファイバー技術協会） 

・平成22年12月17日（下水道業務管理センター） 

・平成23年1月20日（下水道新技術推進機構） 

・平成23年2月10日（日本下水道施設業協会） 

・平成23年3月8日（全国上下水道コンサルタント協会） 

○国土交通省・平成22年度全国下水道主管課長会議（平成22年4月23日） 

○管路協会員専用工事賠償責任保険制度の創設 

○管路協オリジナルソング「俺たちの下水道ラップ」作成、配付 

 

 

 



別表

下水道管路管理技士資格登録件数（地域別）

清掃 調査 修・改

北 海 道 5 61 136 107 99 408
東 北 9 170 314 279 267 1,039
関 東 63 343 447 364 372 1,589
中 部 36 432 624 564 570 2,226
関 西 22 151 264 243 213 893
中国・四国 14 87 160 134 134 529
九 州 13 159 290 281 279 1,022

計 162 1,403 2,235 1,972 1,934 7,706

用例：[資格]
総合＝下水道管路管理総合技士

主任＝下水道管路管理主任技士

清掃＝下水道管路管理専門技士（清掃部門）

調査＝下水道管路管理専門技士（調査部門）

修・改＝下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）

下水道管路管理業登録件数（地域別）

地域名 登録件数

北 海 道 13
東 北 48
関 東 71
中 部 99
関 西 33
中国・四国 27
九 州 34

計 325

登録件数

１．更新登録及び新規登録
＊下水道管路管理資格認定制度は、下水道管路施設の管理業務を適正に履行するための知識と技術・技能を
持つ者を、その程度に応じ、資格認定する制度です。それぞれ要求する技術の水準に応じて下水道管路管理
総合技士、主任技士、専門技士（清掃、調査、修繕・改築の3部門に分かれる）の資格区分があります。以下
の資料は平成23年3月31日現在の地域別に資格登録した件数です。

２．下水道管路管理業の登録
＊下水道管路管理業登録は、下水道管路管理技士を活用した制度で、適正な維持管理を営むことができると
認められた事業所を登録し、公表するものです。

地域名 総合 主任
専門

用例：[地域内訳]

北海道＝北海道

東北＝青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東＝茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県

中部＝長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県

三重県

関西＝滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国・四国＝鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県

高知県

九州＝福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県




