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第２号議案 令和元年度事業報告 
 

自 平成31年4月 1日 

至 令和2年3月31日 

 

Ⅰ 会員の状況 

 前期末会員数 

(Ｈ31年3月31日） 

令和元年度 

入会数 

令和元年度 

退会数 

当期末会員数 

(Ｒ2年3月31日） 

正会員 547 20 5 562 

賛助会員 41 1 0 42 

合 計 588 21 5 604 

 

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 

○管路管理の今後のあり方に関する検討 

・下水道管路管理研究会議（令和2年2月5日） 

 〇JIS A 7501の改正 

  改正案の国土交通省への申出（平成31年4月8日） 

改正に係る土木技術専門委員会の審議（令和元年10月9日） 

〇技術顧問による管路管理に関する技術継承講演会（令和2年3月23日） 

○発行図書 

・「下水道管路の修繕・改築工事 施工時における安全の留意点」（平成31年4月1日発行） 

・下水道管路管理安全教育ビデオ「見えない危険シリーズ2とシリーズ3」（令和元年6月発 

行） 

・「下水道管路施設管理の専門誌JASCOMA51号」（令和元年8月31日発行） 

・「下水道管路管理マニュアル2019」（令和元10月1日発行） 

・「下水道管路管理積算資料2019」（令和元10月1日発行） 

・「下水道管路施設管理の専門誌JASCOMA52号」（令和2年1月31日発行） 

(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（令和元年7月14日 東京都、大阪市） 

 ○総合技士面接試験（令和元年9月14日 東京都） 

 ○主任・専門技士筆記試験（学科・実地） 

・令和元年7月13日 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市 

○専門技士実技試験 

・令和元年8月24～25 日 四日市市 

・令和元年8月24日 神戸市 

・令和元年8月28日 仙台市 

・令和元年8月31日 札幌市 

・令和元年9月4～6日 朝霞市 
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・令和元年9月6～7日 福岡市 

・令和元年9月7日 笠岡市 

○下水道管路管理技士（総合、主任、専門）試験合格発表（令和元年10月31日） 

 受験申込者数 総合87、主任195、専門1,178 

 合格者数   総合21、主任114、専門   685 

○下水道管路管理技士（総合）登録者の更新講習 

・令和元年8月7日 横浜市 

・令和元年10月23日 新潟市 

・令和元年10月24日 東京都 

・令和元年11月6日 岐阜市 

・令和元年11月6日 佐賀市 

・令和元年11月20日 東京都 

○下水道管路管理技士（主任、専門）登録者の更新講習 

・令和元年5月18日 広島市 

・令和元年5月22日 札幌市 

・令和元年5月23日 浦添市 

・令和元年5月25日 大阪市 

・令和元年5月28日 仙台市 

・令和元年5月29日、6月5日 東京都 

・令和元年6月7日  福岡市 

・令和元年6月14日 名古屋市 

・令和元年6月18日 静岡市 

・令和元年6月25日 新潟市  

  登録更新者数 総合52、主任325、専門1,280 

〇試験官認定講習 

・令和元年7月23日 札幌市 

・令和元年7月26日 大阪市 

・令和元年7月30日 福岡市 

・令和元年9月6日  笠岡市 

○管路研修センターの外壁・屋根等修繕業務 

令和元年9月17日～10月15日 

※下水道管路管理技士登録数（令和2年3月末現在） 

  ・新規登録数 820 、登録抹消数 409 、 総登録数 12,335 （詳細は別表） 

 ※下水道管路管理業登録数（令和2年3月末現在） 

  ・新規登録数 7 、登録抹消数 13 、総登録数 362 （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 

○下水道展併催セミナー（令和元年8月7日 横浜市） 

○下水道管路管理セミナー（令和元年11月20日 東京都） 

〇下水道管路管理マニュアル及び積算資料説明会 

・関東支部茨城県部会（令和元年9月26日 水戸市） 

・東北支部、東北支部青森県部会（令和元年10月11日 青森市） 
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・九州支部、九州支部福岡県部会（令和元年10月17日 福岡市） 

・中国・四国支部愛媛県部会（令和元年10月23日 松山市） 

・中国・四国支部広島県部会（令和元年10月24日 広島市） 

・中国・四国支部山口県部会（令和元年10月25日 周南市） 

・関東支部千葉県部会（令和元年10月29日 千葉市） 

・関東支部山梨県部会（令和元年10月30日 甲府市） 

・関東支部栃木県部会（令和元年10月31日 宇都宮市） 

・中国・四国支部岡山県部会（令和元年11月5日 岡山市） 

・東北支部秋田県部会（令和元年11月8日 秋田市） 

・関西支部（令和元年11月8日 大阪市） 

・中部支部新潟県部会（令和元年11月12日 新潟市） 

・関東支部群馬県部会（令和元年11月14日 高崎市） 

・北海道支部（令和元年11月21日 帯広市） 

・北海道支部（令和元年11月22日 札幌市） 

・中国・四国支部島根県部会（令和元年11月26日 松江市） 

・東北支部宮城県部会（令和元年11月27日 仙台市） 

・関東支部神奈川県部会（令和元年11月28日 横浜市） 

・九州支部（令和元年11月28日 宮崎市） 

・中部支部愛知県部会・岐阜県部会・三重県部会（令和元年12月5日 名古屋市） 

・東北支部福島県部会（令和元年12月6日 福島市） 

・東北支部山形県部会（令和元年12月10日 山形市） 

・中部支部静岡県部会（令和元年12月12日 静岡市） 

・関東支部東京都部会（令和元年12月17日 立川市） 

・中国・四国支部香川県部会・徳島県部会（令和元年12月17日 高松市） 

・中国・四国支部高知県部会（令和元年12月25日 高知市） 

・九州支部佐賀県部会（令和2年1月16日 佐賀市） 

・九州支部沖縄県部会（令和2年1月30日 那覇市） 

・東北支部岩手県部会（令和2年2月19日 盛岡市） 

〇初級研修（令和元年6月28日 朝霞市） 

○その他の支部主催講習会、セミナー等 

・九州支部合同安全講習会（平成31年4月18日 那覇市） 

・東北支部青森県部会安全大会（令和元年5月30日 青森市） 

・中国・四国支部管路管理技術講習会（令和元年6月15日 広島市） 

・九州支部管路管理技術講習会(令和元年6月18日 福岡市） 

・北海道支部管路管理技術講習会（令和元年6月19～20 札幌市） 

・中部支部管路管理技術講習会(令和元年6月22日 名古屋市） 

・東北支部技術講習会（令和元年6月26日 仙台市） 

・関東支部技術講習会（令和元年6月27日 東京都） 

・関東支部：安全大会（令和元年7月2日 東京都） 

・関西支部：初級技術者研修会(令和元年7月6日 神戸市） 

・東北支部秋田県部会：下水道管路管理講習会(令和元年7月8日 秋田市） 

・東北支部福島県部会：初級技術者研修会(令和元年7月19日 須賀川市) 
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・関東支部千葉県部会：安全講習会（令和元年7月19日 千葉市） 

・関東支部山梨県部会：安全大会（令和元年7月19日 甲府市） 

・関東支部埼玉県部会：安全大会（令和元年8月21日 上尾市） 

・東北支部：安全講演（令和元年8月22日 仙台市）  

・東北支部青森県部会：初級技術者研修会(令和元年8月23日 青森市） 

・東北支部：中級研修（令和元年9月11日 仙台市） 

・中部支部：中級研修（令和元年9月14日 名古屋市） 

・中国・四国支部：中級研修（令和元年9月14日 広島市） 

・中国・四国支部岡山県部会：安全研修会（令和元年9月17日 総社市） 

・関東支部栃木県部会：安全大会（令和元年９月19日 宇都宮市） 

・関東支部：中級研修（令和元年9月25日 東京都） 

・九州支部：中級研修（令和元年9月28日 福岡市） 

・北海道支部：中級研修（令和元年10月2日 札幌市） 

・関東支部群馬県部会：第16回安全大会（令和元年10月2日 高崎市） 

・九州支部、九州支部福岡県部会：下水道管路管理マニュアル及び積算資料説明会及びマンホー

ル蓋維持管理説明会及び安全講習会（令和元年10月17日）（再掲） 

・関西支部：中級研修（令和元年10月19日 大阪市） 

・中部支部新潟県部会：下水道管路管理技術セミナー（令和元年10月23日 新潟市） 

・関東支部：下水道管路施設管理技術セミナー（令和元年10月 24日 東京都） 

・中部支部岐阜県部会：下水道管路管理技術セミナー（令和元年11月6日 岐阜市） 

・九州支部：九州地区研修会（令和元年11月6日 佐賀市） 

・関西支部：安全衛生管理セミナー（令和2年1月28日 大阪市） 

・九州支部沖縄県部会：前線基地責任者講習会（令和2年1月30日 那覇市） 

・関東支部東京都部会：下水道管路施設管理技術セミナー（令和2年2月5日 東京都） 

(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2019金沢（令和元年10月3日 金沢市） 

  出展40団体、参加者数1,306名 

○修繕・改築工法説明会 

・令和元年9月24日（富山市） 

・令和元年10月18日（仙台市） 

○下水道管更生技術施工展運営委員会 

・令和元年度第1回（令和元年6月19日） 

・令和元年度第2回（令和元年11月13日） 

○支部主催事業 

・関東支部栃木県部会：下水道清掃調査・更生・耐震化技術展示会 

（令和元年8月29日 宇都宮市） 

(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 

・平成29年度採択技術の支援終了通知発行、平成30年度採択技術の開発状況報告 

（令和元年5月21日 東京都） 
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・「管渠更生工事に関する更生材剥離技術」デモ施工（令和元年8月19日 朝霞市） 

・平成30年度採択技術の開発状況報告および試験計画検討（令和2年1月22日 東京都） 

・平成30年度採択技術の室内試験の実施（令和2年3月31日 小松市） 

 (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 

 ○災害復旧支援活動 

・山形県沖地震における災害復旧支援活動（令和元年6月20日～28日 山形県鶴岡市） 

・令和元年台風第 15号（令和元年房総半島台風）における災害復旧支援活動（令和元年 9月 11

日～25日 千葉県館山市、芝山町） 

・令和元年台風第19号（令和元年東日本台風）における災害復旧支援活動（令和元年10月13日

～28日、2年3月10日～26日） 長野県、長野市、小布施町、埼玉県毛呂山・越生・鳩山公

共下水道組合、福島県郡山市、宮城県） 

○自治体等との災害時応急対策協定の締結（累計672件）（令和2年3月31日現在） 

・関西支部＝奈良県生駒市災害支援協定（平成31年4月1日） 

・関西支部＝大阪府河南町（平成31年4月1日） 

・中国・四国支部鳥取県部会＝鳥取県琴浦町（平成31年4月1日） 

・中部支部三重県部会＝三重県いなべ市（令和元年5月1日） 

・中国・四国支部山口県部会＝山口県周南市（令和元年5月1日） 

・東北支部宮城県部会＝宮城県（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県今治市（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県宇和島市（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県新居浜市（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県大洲市（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県伊予市（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県西予市（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県東温市（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県上島町（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県久万高原町（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県砥部町（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県内子町（令和元年5月22日） 

・中国・四国支部愛媛県部会＝愛媛県伊方町（令和元年5月22日） 

・関西支部＝奈良県高取町（令和元年8月1日） 

・九州支部長崎県部会＝長崎県川棚町（令和元年8月1日） 

・関西支部＝和歌山県太地町（令和元年8月14日） 

・中部支部三重県部会＝三重県菰野町（令和元年8月30日） 

・中国・四国支部鳥取県部会＝鳥取県八頭町（令和元年9月1日） 

・九州支部長崎県部会＝長崎県南島原市（令和元年9月1日） 

・東北支部山形県部会＝山形県長井市（令和元年9月2日） 

・中部支部三重県部会＝三重県川越町（令和元年9月5日） 

・九州支部＝宮崎県高鍋町（令和元年9月6日） 

・関西支部＝兵庫県宝塚市（令和元年9月10日） 

・関東支部山梨県部会＝山梨県甲府市（令和元年9月12日） 
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・中部支部三重県部会＝三重県朝日町（令和元年9月17日） 

・関東支部山梨県部会＝山梨県韮崎市（令和元年10月4日） 

・関東支部山梨県部会＝山梨県南アルプス市 (令和元年10月4日） 

・関東支部山梨県部会＝山梨県甲斐市 (令和元年10月4日） 

・関東支部山梨県部会＝山梨県中央市 (令和元年10月4日） 

・関東支部山梨県部会＝山梨県市川三郷町（令和元年10月4日） 

・関東支部山梨県部会＝ 山梨県富士川町（令和元年10月4日) 

・関東支部山梨県部会＝ 山梨県昭和町（令和元年10月4日） 

・九州支部＝鹿児島県薩摩川内市（令和元年10月8日） 

・中国・四国支部鳥取県部会＝鳥取県智頭町 (令和元年10月17日） 

・中部支部三重県部会＝三重県東員町（令和元年10月30日）  

・中部支部福井県部会＝福井県鯖江市（令和元年11月1日） 

・九州支部佐賀県部会＝佐賀県唐津市（令和元年11月1日） 

・関西支部＝大阪府高石市（令和元年11月22日） 

・関東支部群馬県部会＝群馬県沼田市（令和元年12月9日） 

・東北支部山形県部会＝山形県白鷹町（令和元年12月16日） 

・中部支部富山県部会＝富山県小矢部市（令和元年12月20日） 

・関西支部＝大阪府柏原市（令和2年1月7日） 

・関西支部＝兵庫県姫路市（令和2年1月17日） 

・関西支部＝大阪府和泉市（令和2年2月3日） 

・中部支部三重県部会＝三重県志摩市（令和2年2月12日） 

・関西支部＝大阪府藤井寺市（令和2年2月12日） 

・九州支部＝宮崎県延岡市（令和2年2月26日） 

・関西支部＝大阪府泉南郡田尻町（令和2年2月28日） 

・中国・四国支部広島県部会＝広島県熊野町（令和2年3月2日） 

・中部支部新潟県部会＝新潟県新発田市（令和2年3月4日） 

・中国・四国支部徳島県部会＝徳島県藍住町（令和2年3月9日） 

・中部支部長野県部会＝長野県小諸市（令和2年3月10日） 

・中国・四国支部徳島県部会＝徳島県（令和2年3月18日） 

・中国・四国支部徳島県部会＝徳島県徳島市（令和2年3月23日） 

・九州支部長崎県部会＝長崎県波佐見町（令和2年3月25日） 

・中部支部長野県部会＝長野県諏訪湖流域下水道事務所（令和2年3月31日） 

〇災害復旧支援協定に基づく下水道管路台帳データ保管総数138件 

○防災訓練 

・中部支部：平成31年度中部ブロック下水道災害簡易訓練（平成31年4月5日 名古屋市） 

・関西支部：平成31年度第１回近畿ブロック情報連絡訓練（平成31年4月5日 大阪市） 

・中国・四国支部：平成 31年度下水道災害時の中国・四国ブロック情報連絡訓練（平成 31年 4

月25日 広島県） 

・東北支部福島県部会：令和元年度情報伝達訓練（令和元年5月8日 福島県） 

・中部支部新潟県部会：令和元年度流域下水道施設防災訓練（令和元年6月12日 新潟市） 

・関西支部：堺市上下水道局災害協定体制報告会（令和元年6月20日 堺市） 

・中部支部長野県部会：長野市上下水道局災害対応訓練（令和元年7月5日 長野市） 
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・中部支部：令和元年度中部ブロック下水道災害訓練(令和元年7月9日 名古屋市) 

・中国・四国支部：第 25回中国・四国ブロック災害時支援連絡会議(令和元年 7月 22日 松山

市） 

・九州支部沖縄県部会：令和元年度 那覇市上下水道局防災訓練（令和元年7月27日 那覇市） 

・関東支部埼玉県部会：埼玉県下水道公社災害訓練 荒川右岸下水道事務所、荒川左岸北部下水

道事務所（令和元年7月29日 和光市ほか） 

・中部支部長野県部会：長野県諏訪湖流域下水道ＢＣＰ訓練（令和元年7月30日 諏訪市） 

・関東支部神奈川県部会：令和元年度平塚市総合防災訓練（令和元年8月24日 平塚市） 

・中部支部静岡県部会：第17回災害時の応急対策訓練研修（令和元年8月27日 静岡市） 

・中国・四国支部：令和元年度中国・四国ブロック情報連絡訓練（第2回）(令和元年8月27日 

松山市） 

・関東支部千葉県部会：千葉県県土整備部震災訓練（令和元年8月30日 我孫子市）  

・東北支部福島県部会：令和元年度郡山市総合防災訓練（令和元年8月31日 郡山市） 

・九州支部福岡県部会：第９回いいづか防災フェア（令和元年8月31日 飯塚市） 

・中部支部静岡県部会：応急活動協力要請訓練(岳南組合)（令和元年9月1日 富士市） 

・関西支部：令和元年度吹田市地域防災総合訓練（令和元年9月1日 吹田市） 

・中部支部静岡県部会：富士市総合防災訓練（令和元年9月2日 富士市） 

・関東支部群馬県部会：令和元年度群馬県総合防災訓練（令和元年9月7日 富岡市） 

・関西支部：令和元年度近畿ブロック情報連絡訓練(令和元年10月1日 大阪市) 

・中部支部石川県部会：第8回能登町防災訓練（令和元年 10月6日 能登町） 

・東北支部：北海道・東北ブロック下水道災害時支援連絡会議情報伝達訓練（令和元年 10月8日 

青森市） 

・中国・四国支部高知県部会：令和元年度高知市総合防災訓練（令和元年 10月18日、27日  

高知市） 

・東北支部福島県部会：福島県総合防災訓練（令和元年10月26日 いわき市） 

・中部支部愛知県部会：第8回下水道災害応急対策訓練(令和元年11月8日 小牧市） 

・東北支部岩手県部会：行政との非常時伝達訓練（令和元年11月14日 岩手県） 

・中国・四国支部広島県部会：令和元年度広島市ＢＣＰ訓練（令和元年 11月19日 広島市） 

・九州支部福岡県部会：福岡市道路下水道局防災訓練（令和元年11月21日 福岡市） 

・九州支部：熊本市上下水道局防災訓練（令和元年11月27日 熊本市） 

・東北支部山形県部会：山形県合同防災訓練（情報伝達訓練）（令和元年12月3日 山形市） 

・東北支部山形県部会：山形県合同防災訓練（現地訓練）（令和元年 12月3日 庄内町） 

・東北支部秋田県部会：秋田県情報伝達訓練（令和元年12月18日 秋田県） 

・関東支部山梨県部会：山梨県下水道ＢＣＰ防災訓練（令和元年12月24日 富士川町） 

・中国・四国支部岡山県部会：岡山市ＢＣＰ訓練（令和2年1月16日 岡山市） 

・中国・四国支部島根県部会：雲南市下水道事業業務継続計画に基づく災害想定訓練（令和 2年

1月23日 雲南市） 

○災害支援に関する説明会・会議等 

・中部支部富山県部会：災害復旧支援マニュアル説明会（平成31年4月22日 富山市） 

・関東支部千葉県部会：千葉県災害協定説明会（令和元年5月27日 千葉市） 

・中国・四国支部愛媛県部会：令和元年度愛媛県下水道事業担当者会議(令和元年7月5日  

松山市) 
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・中部支部三重県部会：災害復旧支援マニュアル説明会（令和元年7月16日 四日市市） 

・中部支部石川県部会：災害復旧支援マニュアル説明会（令和元年7月18日 金沢市） 

・関西支部：下水道事業災害時近畿ブロック支援連絡会議（令和元年8月30日 大津市） 

・中部支部：令和元年度下水道事業災害時中部ブロック連絡会議（令和元年9月4日 名古屋市） 

・災害時支援者登録講習会（令和元年9月6日 広島市） 

・平成30年7月豪雨災害に関する意見交換会(令和元年9月6日 広島市) 

・中部支部福井県部会：災害復旧支援マニュアル説明会（令和元年10月17日 福井市） 

・九州・山口ブロック：令和元年度九州・山口ブロック下水道事業災害時支援体制連絡会議 

（令和元年10月24日 那覇市） 

・長野県、長野市災害対応会議（令和元年10月29日 長野市） 

・中国・四国支部愛媛県部会：令和元年度下水道BCP勉強会（東予ブロック、中予ブロック、 

南予ブロック）（令和元年11月12日、13日、18日） 

・滋賀県「災害支援協定締結に向けた市町説明会」（令和元年11月19日 大津市） 

・和歌山県「令和元年度市町村下水道担当者会議」（令和元年11月27日 和歌山市） 

・関東支部山梨県部会：甲府市上下水道局災害復旧支援活動講演会（令和元年 11月29日  

甲府市） 

・関東支部埼玉県部会：埼玉県荒川右岸流域市町村研修会（令和2年2月13日 吉見町） 

 

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 

・関東支部埼玉県部会：「ふれあいホタル祭り」へ出展（令和元年7月6日 久喜市） 

・中部支部静岡県部会：「菊川市生活環境フェスタ」（令和元年7月21日 菊川市） 

・日本下水道協会主催：下水道展’19横浜へ出展（令和元年8月6～9日 横浜市） 

・中部支部愛知県部会：「夏だ！ワクワク科学館まつり2019」（令和元年8月17～18日 稲沢市） 

・九州支部福岡県部会：下水道フェア福岡2019課外授業inキャナル（令和元年8月18日  

福岡市） 

・関東支部千葉県部会：船橋市下水道展（令和元年8月19～23日 船橋市） 

・中部支部新潟県部会：ワクワクフェスタ（令和元年9月1日 長岡市） 

・東北支部岩手県部会：岩手県下水道公社 「下水道探検ツアー」（令和元年9月7日  

盛岡市） 

・関東支部東京都部会：「こだいら環境フェスティバル」（令和元年9月7日 小平市） 

・関東支部山梨県部会：「第34回山梨県下水道まつり」へ出展（令和元年9月7日  

笛吹市） 

・中部支部長野県部会：「’19下水道ふれあいデー」（令和元年9月7日 長野市） 

・中部支部富山県部会：「下水道フェスタ’19」（令和元年9月7日 高岡市） 

・中部支部静岡県部会：「はままつ上下水道フェスタ」（令和元年9月8日 浜松市） 

・中部支部長野県部会：「2019クリーンレイク諏訪ふれあいまつり」（令和元年9月14日 

 長野市） 

・中国・四国支部愛媛県部会：「令和元年度 社会基盤メンテナンスエキスパート養成講座」 

（令和元年9月19日 松山市） 

・東北支部宮城県部会：「宮城県下水道公社2019ふれあいフェア」（令和元年10月5日  

大和町） 
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・関東支部栃木県部会：「第25回北那須浄化センターのつどい」（令和元年10月5日  

大田原市） 

・関東支部埼玉県部会：「荒川下水道フェスタ2019」（令和元年10月5日 戸田市） 

・中部支部富山県部会：「とやま環境フェア2019」（令和元年10月5～6日 富山市） 

・九州支部長崎県部会：「長崎県建設技術フェア」（令和元年10月30～31日 長崎市） 

・関東支部栃木県部会 「第25回県央浄化センター下水道公開Day」（令和元年11月2日 

 上三川町）  

・東北支部宮城県部会 「仙台下水道フェア2019」（令和元年11月3日 仙台市） 

・関東支部茨城県部会 「いばらき下水道フェア」（令和元年11月24 土浦市） 

・関東支部茨城県部会「管きょ更生・修繕・耐震技術デモ施工展」（令和元年11月25日  

土浦市） 

・中部支部愛知県部会：技術技能研修 下水道一般の基礎技術（令和元年11月27日 

 名古屋市） 

(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 

○ＪＡＳＣＯＭＡ通信（メールマガジン）の送付（概ね週1回） 

 

Ⅲ 会議の開催 

１．定時社員総会 

○第28回定時社員総会（令和元年6月11日） 

 議題 

  第1号議案 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の改正 

  第2号議案 平成30年度事業報告 

  第3号議案 平成30年度決算報告 

  第4号議案 役員の選任 

  報告1 令和元年度事業計画 

  報告2 令和元年度収支予算 

  審議結果の要旨：すべての議案が承認、可決された。 

 

２．県部会設立 

○福井県部会設立（平成31年4月1日）  

 

３．監査 

○平成30年度決算等監査（令和元年5月10日） 

 

４．理事会 

○令和元年度第1回理事会（令和元年5月10日） 

議題 

・110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の改正（総会議案） 

・平成30年度事業報告（総会議案） 

・平成30年度決算報告（総会議案） 

・役員の選任（総会議案） 

・令和元年度事業計画（総会報告） 
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・令和元年度収支予算（総会報告） 

・221委員会の組織及び運営に関する規程の改正 

・400公益社団法人日本下水道管路管理業協会就業規則の改正 

・入会審査 

・委員会、分科会の委員の委嘱 

・下水道管更生技術施工展2020の開催 

・会長及び業務執行理事の職務執行状況報告 

・本協会理事と本協会との利益相反取引について会長処理報告 

・平成30年度災害復旧支援活動結果報告（7月豪雨及び北海道胆振東部地震対応の  

収支報告） 

・令和元年版の「下水道管路管理マニュアル」及び「下水道管路管理積算資料」 

の説明会の開催 

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。 

○令和元年度第2回理事会（令和元年6月11日） 

議題 

・役員役職の選定及び年俸について 

・入会審査 

・委員会委員の追加委嘱について 

・理事辞任に伴う感謝状贈呈について 

・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。 

○令和元年度第3回理事会（書面、令和元年9月24日議決） 

議題 

・入会審査 

審議結果の要旨：議題について決定がなされた。 

○令和元年度第4回理事会（令和元年12月3日） 

議題 

・下水道管更生技術施工展の令和元年度の実施報告と令和２年度の開催案 

・入会審査 

・令和元年度下水道管路管理研究会議の開催案 

・会長及び業務執行理事の職務執行状況報告 

・本協会理事と本協会との利益相反取引について会長処理報告 

・令和元年度上半期決算の報告 

・令和元年度下水道管路管理技士資格認定試験の結果報告 

・試験研修委員による下水道管路管理技士実技試験の視察報告 

・下水道管路管理技士活用に関するアンケート結果報告と管路管理技士の活用拡大策 

・管路研修センターの外壁・屋根の防水塗装工事の実施報告 

・「下水道管路管理マニュアル2019」と「下水道管路管理積算資料2019」の発行及び説明会 

の実施報告(中間報告) 

・令和元年度における管路協の災害復旧支援活動の中間報告 

・平成30年度の災害復旧支援活動における課題と今後の対応 

・修繕・改築工法説明会の2019年度結果報告と2020年度開催案 
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・下水道展’19横浜 併催セミナー実施報告 

・令和元年度下水道管路管理セミナー開催報告 

・台北市との意見交換会の報告 

・事故アンケートと管路協の発行物に関するアンケートの結果報告 

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。 

○令和元年度第5回理事会（書面、令和2年3月9日議決） 

議題 

・令和２年度事業計画（案） 

・令和２年度収支予算（案） 

・災害支援積立金の取崩しの提案 

・事業運営資金の取崩しについて 

・委員会委員の委嘱 

・92210令和２年度分科会等の設置について 

・入会審査 

・事務局長の選任 

・本協会理事と本協会との利益相反取引について会長処理報告 

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。 

 

５．業務執行理事会 

○令和元年度第1回業務執行理事会（令和元年5月8日） 

議題 

・110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の改正（総会議案） 

・平成30年度事業報告（総会議案） 

・平成30年度決算報告（総会議案） 

・役員の選任（総会議案） 

・令和元年度事業計画（総会報告） 

・令和元年度収支予算（総会報告） 

・221委員会の組織及び運営に関する規程の改正 

・400公益社団法人日本下水道管路管理業協会就業規則の改正 

・委員会、分科会の委員の委嘱 

・入会審査 

・会長及び業務執行理事の職務執行状況報告 

・本協会理事と本協会との利益相反取引について会長処理報告 

・下水道管更生技術施工展2020の開催 

・平成30年度災害復旧支援活動結果報告（7月豪雨及び北海道胆振東部地震対応の収支報 

告） 

・「下水道管路管理マニュアル」及び「下水道管路管理積算資料（令和元年版）」説明会について 

・令和元年度BCP情報伝達訓練実施要領について 

・（一社）日本非開削技術協会（ＪＳＴＴ）の実施する説明会への共催について 

○令和元年度第2回業務執行理事会（令和元年9月11日） 

議題 

・入会審査（書面審査） 
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・協会発行物に対する会員評価の実施 

・下水道展2019横浜 併催セミナー実施報告 

・台北市との意見交換会の報告 

・2019年度版「下水道管路管理マニュアル」「下水道管路管理積算資料」の改訂版の発行及び説

明会実施 

・令和元年度における管路協の災害復旧支援活動報告 

・「下水道管路管理セミナー」開催案内  

・下水道管路管理技士活用に関するアンケート結果報告 

○令和元年度第3回業務執行理事会（令和元年11月21日） 

議題 

・下水道管更生技術施工展2019金沢の実施結果と2020年度の開催案 

・入会審査 

・平成30年度の災害復旧支援活動における課題と対応策 

・下水道管路管理技士活用に関するアンケート結果報告と管路管理技士の活用拡大策 

・令和元年度修繕・改築工法説明会開催結果と2020年度の開催について 

・会長及び業務執行理事の職務執行状況報告 

・本協会理事と本協会との利益相反取引について会長処理報告 

・令和元年度上半期決算の報告 

・令和元年度下水道管路管理技士試験の結果報告 

・試験研修委員による管路管理技士実技試験の実施状況視察 

・管路研修センター建屋の外壁・屋根の防水塗装工事の実施報告 

・下水道展’19横浜 併催セミナー実施報告（第2回で報告済み） 

・台北市との意見交換会の報告（第2回で報告済み） 

・「下水道管路管理マニュアル2019」と「下水道管路管理積算資料2019」の発行及び 

説明会の実施報告（中間報告） 

・令和元年度における管路協の災害復旧支援活動の中間報告 

・「下水道管路管理セミナー」開催結果（作成中）  

・事故アンケートと発行物アンケートの結果報告 

・「第9回下水道管路管理研究会議」の開催について 

○令和元年度第4回業務執行理事会（令和2年2月20日） 

議題 

・（総会議案）130 社団法人日本下水道管路管理業協会役員選任方法に関する定款特別細則の改

正について 

・令和２年度事業計画（案） 

・令和２年度収支予算（案） 

・262事業資金積立金に関する規程の改正について 

・310下水道管路管理業登録規程の改正について 

・340災害支援積立金に関する規程の改正 

・400公益社団法人日本下水道管路管理業協会就業規則の改正について 

・401嘱託規程の改正について 

・430職員給与規程の改正について 

・440公益社団法人日本下水道管路管理業協会職員退職金規程の改正について 
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・災害支援積立金の取崩しの提案 

・災害復旧支援活動に関する基本方針（案） 

・災害分科会の設置に関する提案 

・委員会委員の委嘱 

・92210令和２年度分科会等の設置について 

・下水道管路管理技士増加キャンペーン 

・入会審査 

・事務局長の選任 

・本協会理事と本協会との利益相反取引について会長処理報告 

・第９回下水道管路管理研究会議の報告 

・令和元年度における管路協の災害復旧支援活動報告 

・「下水道管路管理マニュアル2019」と「下水道管路管理積算資料2019」の説明会の実施 

報告（中間報告2） 

・令和元年度BCP情報伝達訓練実施結果 

・次期役員候補者の推薦状況 

・事務局人事 

 

６．支部全体会 

・九州支部全体会（平成31年4月19日） 

・東北支部全体会（平成31年4月24日） 

・北海道支部全体会（令和元年5月15日） 

・関西支部全体会（令和元年5月14日） 

・中国・四国支部全体会（令和元年5月14日） 

・関東支部全体会（令和元年5月15日） 

・中部支部全体会（令和元年5月28日） 

 

Ⅳ 委員会活動 

１．総務委員会 

○令和元年度第1回総務委員会（平成31年4月15日） 

議題 

・平成30年度災害復旧支援活動結果報告（7月豪雨及び北海道胆振東部地震対応の収支報 

告） 

・平成30年度支部活動状況報告 

・管路研修センターの活用について 

・管路管理業登録の活用について 

・災害復旧支援に関する分科会設置について 

・令和元年度BCP情報伝達訓練案 

・「下水道管路管理マニュアル」及び「下水道管路管理積算資料（平成31年版）説明会につ 

いて 

・災害支援積立の取崩し、管路研修センター運営資金積立定期預金の取崩し 

・保有機器等調査について 

・平成31年度全国下水道主管課長会議について（情報提供） 
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○令和元年度第2回総務委員会（令和元年11月14日） 

議題 

・平成30年度災害復旧支援活動結果を受けた今後の災害対応の取組 

・令和元年度における管路協の災害復旧支援活動中間報告 

・下水道管路管理技士資格の活用状況に関するアンケート結果 

・下水道管路管理技士の活用拡大策について（管路管理業登録の活用） 

・保有機器等調査について 

・「下水道管路管理マニュアル」及び「下水道管路管理積算資料（2019年版）説明会中間報 

 告 

・刊行物アンケート結果 

・事故アンケート結果 

○令和元年度第3回総務委員会（令和2年2月14日） 

議題 

・令和２年度事業計画（案） 

・令和２年度収支予算（案） 

・340災害支援積立金に関する規程の改正 

・災害支援積立金の取崩しの提案 

・災害復旧支援活動に関する基本方針（案） 

・災害復旧支援活動における本部の関わり方 

・災害分科会の設置に関する提案 

・令和元年度災害復旧支援活動結果報告 

・（総会議案）130 社団法人日本下水道管路管理業協会役員選任方法に関する定款特別細則の改

正について 

・令和元年度BCP情報伝達訓練実施結果 

 

２．技術委員会 

○令和元年度第1回技術委員会（令和元年5月21日） 

議題 

・平成３０年度新技術支援制度の採択技術開発状況 

  ・新技術支援制度修了証 第１３号 

・令和元年度新技術支援の公募結果（報告） 

・管路管理マニュアル2019 

・管路管理積算資料2019 

・安全管理分科会の状況（報告） 

・協会発行物に対する会員の評価の実施 

○令和元年度第2回技術委員会（令和元年8月19日、20日） 

議題 

・平成３０年度新技術支援制度の採択技術開発状況 

   「管渠更生工事に関する更生材剥離技術」の状況報告及びデモ施工 

  ・管路管理積算資料2019 
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  ・管路管理マニュアル2019 

  ・マニュアル及び積算資料の説明会 

  ・積算分科会の設置 

  ・令和２年度下水道管路管理技術に関する新技術の公募（案） 

  ・安全ビデオ第3弾の延期と災害マニュアルビデオの作成 

  ・協会発行物に対する会員評価の実施 

○令和元年度第3回技術委員会（令和2年1月22日） 

議題 

・平成３０年度新技術支援制度の採択技術の開発報告および試験計画 

・管路管理マニュアル・積算資料説明会（中間報告） 

・協会発行物に対する会員評価の実施結果（報告） 

○新技術支援制度採択技術の試験立会い（令和2年3月31日） 

議題 

  ・平成30年度新技術支援制度採択技術の試験立会い（金沢市） 

 

３．広報委員会 

○令和元年度第1回広報委員会（平成31年4月16日） 

議題 

・下水道展’19横浜の出展及び運営 

・JASCOMA51号の編集内容 

・JASCOMA52号の企画案 

○令和元年度第2回広報委員会（令和元年9月10日） 

議題 

・JASCOMA52号の編集内容 

・JASCOMA53号の企画案 

・下水道展’19横浜併催行事の結果報告 

 

４．試験・研修委員会 

○令和元年度第1回試験・研修委員会（平成31年4月3日） 

議題 

・2019年度試験問題（案）の作成 

・2019年度更新講習の実施 

・実技・実地試験概要の修正点 

○令和元年度第2回試験・研修委員会（令和元年10月8日） 

議題 

・令和元年度下水道管路管理技士試験実施報告 

①受験者状況及び採点結果の報告（本部） 
②各会場での実技試験実施報告と視察報告（各委員） 

  ・試験・研修に関する課題と検討事項  
・令和元年度更新講習（主任・専門）のアンケート結果 
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○令和元年度第3回試験・研修委員会（令和2年1月23日） 

議題 

 ・試験・研修の実施に関する課題と検討事項 
①令和２年度管路管理技士試験について  
②令和元年度更新講習実施報告及び令和２年度更新講習について 

・管路管理技士資格者数を増やすための取り組み 
 

５．試験審査委員会 

○令和元年度第1回試験審査委員会（令和元年6月4日） 

議題 

・第22回（令和元年度）下水道管路管理技士試験実施 

・試験問題の決定 

・更新講習テキストの作成に関する決定 

○令和元年度第2回試験審査委員会（令和元年10月18日） 

議題 

・令和元年度下水道管路管理技士試験  
① 令和元年度下水道管路管理技士試験実施報告  
② 令和元年度下水道管路管理技士採点結果     

・令和元年度下水道管路管理技士試験の合否判定基準の決定及び合否の判定 
・総合技士筆記試験の実施方法の変更 
・更新講習テキストの改訂方針 

 

６．修繕・改築委員会 

○令和元年度第1回修繕・改築委員会（令和元年11月13日） 

議題 

・施工展2019金沢の結果報告 

 ・施工展2020開催（案） 

  ・修繕・改築工法説明会の今年度結果報告と来年度開催（案） 

  ・下水道管路管理マニュアルと下水道管路管理積算資料の2019年版発行 

 

Ⅴ その他の活動等 

○下水道関係法人連絡会議 

・令和元年5月22日（一般社団法人日本下水道施設管理業協会） 

・令和元年6月26日（公益社団法人日本下水道管路管理業協会） 

・令和元年7月25日（一般社団法人日本下水道施設業協会） 

・令和元年11月21日（一般財団法人下水道事業支援センター） 

・令和元年12月12日（公益社団法人日本下水道協会） 

・令和2年1月21日（公益財団法人日本下水道新技術機構） 

・令和2年2月12日（一般社団法人全国上下水道コンサルタント協会） 

・令和2年3月16日（公益社団法人日本推進技術協会） 

○下水道主管課長会議（平成31年4月12日 国土交通省） 

〇ＧＣＵＳミニ運営委員会（令和元年5月16日 国土交通省） 
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○下水道技術開発会議（令和元年7月5日、2年2月16日 国総研） 

〇令和元年度下水道への紙オムツ受入実現に向けた技術分科会（令和元年 7月17日、 

8月22日）、同検討会オブザーバー出席（令和元年9月18日、2年1月15日） 

〇下水道管路施設の管理業務における民間活用手法導入に関する検討会（令和元年 11月5 

日、2年1月10日、2月27日） 

〇地方公共団体の下水道事業におけるICT導入促進方策 検討会（令和2年1月27日） 

〇下水道管路施設における維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルの確立に 

向けた技術検討会（令和元年11月14日、2年1月31日） 

○下水協（公益社団法人日本下水道協会） 

・賛助会員参与会（令和元年10月15日、12月17日）、幹事会（令和元年9月9日、25日） 

・常任参与会（令和元年11月28日、2年3月10日） 

・下水道施設維持管理設計積算要領（管路施設編）編集委員会（令和元年 6月5日、9月19日、

11月28日、2年1月9日、3月19日） 

・国際委員会（令和元年5月22日） 

・下水道研究発表会座長（令和元年8月7日 横浜市） 

・下水道施設計画・設計指針改定調査専門委員会 管路・ポンプ場施設小委員会 

（令和元年5月20日、6月12日、7月11、25、26日） 

・下水道施設計画・設計指針と解説2019改定概要説明会（令和元年12月25日 仙台市） 

・下水道ＢＣＰ策定マニュアル改定検討委員会（令和元年8月1日、2年3月18日） 

 〇管理協（一般社団法人日本下水道施設管理業協会） 

  ・設立30周年記念講演会（令和元年5月31日） 

 〇水コン協（公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会） 

  ・理事会（令和元年5月9日） 

○JSTT（一般社団法人日本非開削技術協会） 

・技術委員会（令和元年9月13日） 

・地下探査技術委員会（令和元年11月29日） 

○下水道事業促進全国大会（令和元年11月13日 東京都） 

○JS研修（地方共同法人日本下水道事業団） 

・管きょ設計Ⅱ（令和元年6月21日、9月13日、10月11日、12月13日、  

2年1月31日） 

・管きょの点検・調査（令和2年1月29日） 

・管きょの維持管理（令和元年8月30日、9月3日、9月5日、11月29日、12月4日、 

12月5日） 

・臨時研修：管路管理の包括的民間委託（令和2年2月28日） 

○エコプロダクツ（令和元年12月5～6日 東京都） 

○一般社団法人日本下水道光ファイバー技術協会 

・地方公共団体の下水道事業におけるICT導入促進方策 検討会（令和2年1月27日） 

○一般社団法人日本管路更生工法品質確保協会 

・資格試験委員会（令和2年3月4日 東京都） 

〇研修講師等 

・公益財団法人滋賀県建設技術センター研修（令和元年7月19日 草津市） 

・公益財団法人佐賀県建設技術支援機構研修（令和元年7月23日 佐賀市） 
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・公益財団法人鳥取県建設技術センター研修（令和元年9月3日 倉吉市） 

・社会基盤メンテナンスエキスパート養成講座（令和元年9月19日 松山市） 

・全国建設研修センター研修（令和元年9月25～26日 小平市） 

・中国・四国支部高知県部会：令和元年度全国町村下水道推進協議会高知県支部及び高知県農業

集落排水事業推進協議会研修会「町村下水道と農業集落排水の集い」内『管路施設の不明水対

策等について』（令和元年10月24日 高知市） 

・JICA研修（令和元年11月17日、2年2月4日 朝霞市） 

・滋賀県下水道協会「下水道職員研修会」（令和元年12月13日 守山市） 

・琵琶湖湖南中部地域下水道推進連絡協議会（令和2年3月3日 滋賀県日野町） 

・関東支部埼玉県部会：埼玉県地方自治体若手職員研修（令和元年11月12日 朝霞市） 

・中部支部愛知県部会：愛知県下水道協会研修会 (令和元年11月28日 一宮市) 

○台北市との意見交換会（令和元年8月8日 東京都） 

○管路協会員専用工事賠償責任保険制度の運営（当期末40件、前期末34件） 

 

Ⅵ 事業報告に係る附属明細書について 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する「事業報告の

内容を補足する重要な事項」が存在しないため、附属明細書を作成しない。 
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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 11 143 254 205 200 813

東 北 11 218 455 417 419 1,520

関 東 121 516 707 605 545 2,494

中 部 64 624 897 777 779 3,141

関 西 57 262 497 482 461 1,759

中国・四国 24 138 262 216 217 857

九 州 25 283 495 465 483 1,751

計 313 2,184 3,567 3,167 3,104 12,335

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 16

東 北 57

関 東 67

中 部 117

関 西 34

中国・四国 31

九 州 40

計 362

１．下水道管路管理技士の認定登録
◆下水道管路管理技士資格認定制度は、下水道管路施設の管理業務を適正に行なうための知識と技術・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、
下水道管路管理主任技士、下水道管路管理専門技士（清掃、調査、修繕・改築の3部門に分かれる）に区分されま
す。
　以下の資料は令和2年3月31日現在の地域別で資格登録している件数です。

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。
　以下の資料は令和2年3月31日現在の地域別で管理業登録している件数です。

地域名 総合 主任
専門

登録件数

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


