下水道管路管理専門技士 受験案内
１．令和３年度 資格認定試験について
下水道管路管理専門技士（以下「専門技士」と略す）は、「清掃」、「調査」、「修繕･改築」の
３部門に分かれており、それぞれの部門で実際に施工及び施工管理ができる技術・技能の
水準です。部門ごとに資格を認定しますが､３部門同時に受験することができます。ま
た、総合技士や主任技士の試験とは独立していて、それぞれの試験に合格してもこの専門
技士試験に合格しない限り専門技士として認定されません。

２．受験資格
受験する部門に関する下水道管路管理業務に従事した実務経験が３年以上（令和３年４
月１日現在）である者とします。
受験申込には、事業主等による実務経歴の証明が必要です。
※ 清掃部門及び調査部門の試験は、実際に機械を操作する試験がありますので、受験
部門における現場での機械操作等の作業経験が無い方は、受験できません。
【新規受験】
専門技士の試験は、学科及び実技（実地）の両方の試験からなり、試験日は違いますが、
両方の試験を申し込み、受験する必要があります。学科試験もしくは実技（実地）試験のい
ずれか一方の試験だけを申し込んで受験することはできません。
【清掃部門の実技試験を免除するための講習】
清掃部門において、下記①及び②の両方の要件を満たしている方は、学科試験当日に
同じ会場で行う「実技試験を免除するための講習」を受講することにより、実技試験が
免除されます。
①産業洗浄技能士（高圧洗浄）の資格を有する者
②酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者
【修繕・改築部門の実地試験を免除するための講習】
修繕・改築部門において、令和３年４月１日時点で次表「令和３年度実地試験が講習受
講により免除される工法を有する協会一覧」にある工法協会の技術認定講習等を修了し、
個人名を記載した修了証等を持っている方は、学科試験当日に同じ会場で行う「実地試
験を免除するための講習」を受講することにより、実地試験が免除されます。
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令和３年度 実地試験が講習受講により免除される工法を有する協会一覧
ＥＸ・ダンビー協会

ＬＣ工法協会

Two-Way ライニング工法協会

ＥＰＲ工法協会

オールライナー協会

日本インシチュフォーム協会

Ａ.Ｓ.Ｓ工法協会

クリアフロー工法協会

日本ＳＰＲ工法協会

ＳW ライナー工法協会

クリスタルライニング工法協会

日本コンクリート防食協会

ＳＤライナー工法協会

下水道既設管路耐震技術協会

日本スナップロック協会

ＦＲＰ工法協会

３ＳＩＣＰ技術協会

パルテム技術協会

ＦＦＴ工法協会

Ｃ-ＯＮＥ工法協会

光硬化工法協会

エポフィット工法協会

スルーリング工法協会

ＨＩＴ工法研究会

ＭＬＲ協会

全国カテシステム工法協会

ポリエチレンライニング工法協会

※上記工法協会発行の技術認定講習修了証等以外では、免除となりません（例：「下水道管路更
生管理技士資格者証（（一社）日本管路更生工法品質確保協会）」では、免除になりません）の
でご注意ください。

【再受験免除】
２０１９年度（令和元年度）の試験で、学科試験、実技試験（実地試験）のいずれか一方の
試験の合格者（免除するための講習「受講」者を含む）は、受験申込時の申請により今回
（令和３年度）に限り、合格した試験や受講した講習が免除されます。
※ 再受験者が今年度の試験に合格しない場合、翌年度以降はあらためて学科試験、実
技（実地）試験の両方を受験することになります。

３．試験日時と試験地
試験分類

試験日時

令和３年 ７月１０日（土）
学科試験（清掃、調査、
９：０５ 〜 １０：５５
修繕・改築部門）

実地試験（修繕・改築部門）

令和３年 ７月１０日（土）
１１：０８

清掃部門
免除するた
めの講習

〜

１３：４０

令和３年 ７月１０日（土）
１１：１０

実技試験
清掃部門、調査部門

１２：２５

令和３年 ７月１０日（土）
１２：４０

修繕・改築部門

〜

〜

１２：１０

令和３年７月下旬
〜９月中旬までの１日

試験地
札幌、仙台、東京、名古屋、
大阪、広島、福岡、那覇
同上

同上

同上
札幌、仙台、朝霞、四日市、
神戸、笠岡、福岡、那覇

注） ①試験地及び日程を変更する場合があります。
②試験会場は最終ページの「下水道管路管理技士 試験会場一覧」をご覧ください。なお、実技試
験（清掃部門・調査部門）の日程及び会場は、決定次第当協会ホームページに掲載します。
③実技試験の受験日及び受付時刻は、受験票に記載します（６月末までに発送予定）。
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４．受験申込受付期間
令和３年４月１日（木）〜令和３年４月２１日（水） 消印有効
５．受験申込提出書類
申込書類（（１）①から③）は、当協会ホームページからダウンロードできます。
※ 令和２年度に受験申込された方も、受験申込書類を作成し提出してください。
（１）受験申込提出書類
①
②
③
④

受験申込書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
実務経歴証明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
写真票及び受験手数料払込金額表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
写真（上三分身、脱帽、正面（縦４ｃｍ×横３ｃｍ） ６カ月以内撮影） ・・・・・・・・・・・・

１部
１部
１部
２枚

受験申込書、写真票の指定位置に貼り付けてください（剥落するおそれがありますの
で写真裏面に必ず会社名と氏名を書いてください。ただし、申込書に添付する１枚は登録
証に使用しますので写真表面に凸凹の影響がでないよう注意してください）。

⑤ ゆうちょ銀行振替払込金受領証の写し（「10．受験手数料の支払方法」参照）
受領証の写しを、①の受験申込書の指定の位置に貼り付けてください。
※ 令和２年度に専門技士の受験申込された方は、令和２年度の受験票（写し）を添
付することで、申込されていた部門の受験手数料は免除となりますので、払込金
受領証の写しは不要です。
⑥ 受験料一括払込内訳表（「10．受験手数料の支払方法」参照）
⑦ 下水道管路管理技士登録証（専門技士の他部門など）を持っている方はその写し
【提出書類に関する注意事項】
ｱ） 令和２年度に専門技士の受験申込された方は、令和２年度の受験票（写し）を必ず添
付してください。なお、下記の“ｲ） ｳ） ｴ） ｵ） ｶ）“に該当する場合は、必要な書類を
添付してください。
ｲ） 「清掃部門の実技試験を免除するための講習」を希望する方は、産業洗浄技能士（高
圧洗浄）の認定証等資格を有することを証する書面の写し及び酸素欠乏・硫化水素
危険作業主任者技能講習修了証の写しの両方を添付してください。
ｳ） 「修繕・改築部門の実地試験を免除するための講習」を希望する方は、「２．受験資
格」内の「令和３年度 実地試験が講習受講により免除される工法を有する協会一
覧」の表に記載された工法協会が発行する認定証等の写しを添付してください（対象
となる１工法を添付、なお「下水道管路更生管理技士資格者証」は不可）。
ｴ） 再受験免除を希望する方は、申請書類として２０１９年度（令和元年度）試験の合否通
知の写しを必ず添付してください。
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ｵ） 再受験であっても「実務経歴証明書（専門技士用）
」を必ず提出してください。
ｶ） 再受験であっても修繕・改築部門の実地試験の免除を希望する方は、上記のウ）項と
同じく工法協会が発行する認定証等の写しを添付してください。ただし、免除するた
めの講習を２０１９年度（令和元年度）に受講された方は、講習を受講する必要はあり
ません。

６．受験申込方法
提出書類は折り曲げずに封筒に入れ、試験・研修部宛に郵送してください。
封筒の表に「受験申込書在中」と朱書してください。
※ 受験票は、６月末までに受験申込書に記載の送付先へお送りします。
【送付先】 公益社団法人日本下水道管路管理業協会 試験・研修部
〒１０１−００３２ 東京都千代田区岩本町２-５-１１ 岩本町Ｔ・Ｉビル３階
電話：０３−３８６５−３５７５

７．試験内容と試験方法
（１）学科試験 ･･････ 四肢択一式（＊は３部門の共通科目）
試験科目

内

＊管路施設

下水道及び管路施設に関する基礎的な知識

＊安全管理
＊法

規

清

掃

調

査

容

管路施設の管理における安全管理に関する基礎的
な知識
管路施設の管理に関連する法規に関する基礎的な
知識
管路施設の清掃に必要な知識

出題数

１０問

２０問

管路施設の調査に必要な知識
２０問
管路施設の修繕・改築に必要な知識
修繕・改築
２０問
※
（施工管理を含む）
※ 修繕・改築には、「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン-2017 年版公益社団法人日本下水道協会」に記載されている以下の事項を含みます。
1） 管きょ更生工法の特徴について
2） 更生管に求められる性能について
3） 管きょ更生工事の施工管理について
（２）実技試験 ････・･ 清掃部門 ： 高圧洗浄車及び汚泥吸引車の操作
調査部門 ： テレビカメラ車の操作と記録表の作成
注）試験内容を示した『下水道管路管理専門技士 実技・実地試験概要』を、実技・
実地試験受験者には、受験票の送付時に同封します。また、この概要は当協
会ホームページからダウンロードすることもできます。
※ 試験中は、この概要を見ることができません。
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（３）実地試験 ･･････ 修繕・改築部門 ： 記述式による筆記試験（３問）
① これまでに経験した下水道管路施設の代表的な修繕・改築工事の１つについて、
工法名、施工場所、管径、管種、施工量、その時の自分の立場を記述し、次に施
工手順を８００字以内及び施工管理について２００字以内で記述する。
② 修繕改築の一般事項、安全管理について２問、各２００字程度で記述する。
（４）実技試験を免除するための講習 ･･････ 清掃部門
清掃部門の実技試験を「免除するための講習」で申込みした方を対象に、学科試
験終了後、引き続き同会場で行います（学科試験室とは別の部屋で行うことがありま
す）。
講習内容は、管路施設の清掃の作業手順、安全管理等について行います。なお、
この講習を修了しない方は、実技試験の免除を受けることができず不合格になり
ますので注意してください。
（５）実地試験を免除するための講習 ･･････ 修繕・改築部門
修繕・改築部門の実地試験を「免除するための講習」で申し込んだ方を対象に、学
科試験終了後、同会場で引き続き行います（学科試験室とは別の部屋で行うことがあ
ります）。
講習内容は、管路施設の修繕・改築における施工管理、安全管理等について行い
ます。なお、この講習を修了しない方は、実地試験の免除を受けることができず不
合格になりますので注意してください。

８．試験の時間割
（１）学科・実地試験

７月１０日（土）
試験内容

時間

オリエンテーション

9：05〜 9：15

学科試験（３部門）

9：15〜10：55

オリエンテーション

11：08〜11：10

実地試験

11：10〜12：25

実地試験（修繕・改築部門）を免除するための講習

11：10〜12：10

実技試験（清掃部門）を免除するための講習

12：40〜13：40

学科試験
実地試験
（修繕・改築部門）

※

※ 同時刻に別室で行なう、主任技士学科試験を受験することはできません。
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（２）実技試験 （試験日は、申し込んだ会場により違います）
受験者は、【午前の部】か【午後の部】のいずれかのグループに分かれますが、選択は
出来ません。受験票に記載してある受験日時を必ず確認してください。
試験当日のスケジュールはおおよそ以下のとおりですが、会場施設や受験者数によ
り異なることがあります。
項 目

【午前の部】

【午後の部】

受付

8：20〜 8：30

12：30〜12：40

オリエンテーション

8：30〜 9：00

12：40〜13：10

実技試験（清掃部門、調査部門）

9：00〜12：00

13：10〜16：50

９．受験手数料
会員区分
受験料
部門・試験等の種類

清掃部門

当協会会員企業に
所属している方

左記以外の方(一般)

金額（消費税を含む）

金額（消費税を含む）

学科試験

５,５００円

１１,０００円

実技試験

１５,４００円

３０,８００円

実技試験を免除する
ための講習

２,２００円

４,４００円

学科試験

５,５００円

１１,０００円

実技試験

１５,４００円

３０,８００円

学科試験

５,５００円

１１,０００円

実地試験

５,５００円

１１,０００円

実地試験を免除する
ための講習

２,２００円

４,４００円

調査部門

修繕・改築
部門

※ 令和２年度に専門技士の受験申込された方は、令和２年度の受験票（写し）を
添付することで申込されていた部門の受験手数料は免除となります。
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10．受験手数料の支払方法
受験手数料を下記の口座に払い込み、払込受領証もしくは送金した証明書のコピーを
必ず受験申込書に添付してください。
なお、同一法人で複数の方が受験される場合、法人名義でまとめて払い込むことができ
ます。払込用紙に受験者全員の氏名、受験種別を記入できない場合、あるいは、５名以上
で申し込まれる場合「受験料一括払込内訳表※」を作成し、受験者全員の受験申込書
を送付時に同封してください。この場合、ゆうちょ銀行の払込金受領証もしくは送金した
証明書をコピーして受験者それぞれの受験申込書に貼付してください。
（※）総合技士、主任技士の受験申込と併せて払い込むことができます。
（１）ゆうちょ銀行店頭から払い込む場合
【払込先】

口座名：公益社団法人日本下水道管路管理業協会
ゆうちょ銀行 振替口座：００１２０−１−５９５１９９

注） ①払込用紙はゆうちょ銀行に備付けの用紙を利用してください。
②払込手数料は申込者負担となります。
③依頼人欄には法人名と受験者の氏名を併記してください。
「受験料一括払込内訳表」を作成される場合は、法人名のみで結構です。
（２）他の金融機関から送金する場合
銀行名

ゆうちょ銀行

預金種目

当座

店名

〇一九店（ゼロイチキュウ店）

口座番号

０５９５１９９

口座名（※）

ｼｬ）ﾆﾎﾝｹﾞｽｲﾄﾞｳｶﾝﾛｶﾝﾘｷﾞｮｳｷｮｳｶｲ

※

口座名は、全ての文字が入らなくても差し支えありません。

11．合格発表
１０月２９日（金）

当協会ホームページに受験番号と氏名を掲載します。

後日、合否結果は書面で自宅宛に通知します。なお、合格者には合格証および登録
証を同封します。
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12．合格基準
各部門（清掃、調査、修繕・改築）について、下記の学科試験及び実技（実地）試験の合
格基準を両方とも満たした者を合格とする（試験の実施状況を踏まえ、得点の率は変更する
可能性があります）。
（１） 学科試験 ： 共通問題及び各受験部門の専門問題の合計得点が７０％以上であり、
かつ、共通問題及び各受験部門の専門問題それぞれの得点が６０％以
上であること。
（２） 実技試験（清掃部門、調査部門） ： 規定の技術水準に達していること。
（３） 実地試験（修繕・改築部門） ： 記述問題（経験、修繕・改築工法、安全管理）の得点
が７０％以上であること。

13．受験申込時の注意事項
（１）提出書類に不備（記入漏れ等）があった場合には、受験できないことがあります。
（２）提出書類は、必ず受験者本人が記入してください。
（３）受験の取消、試験会場及び受験部門の変更等は認めませんので、日時等を考慮した
うえで申し込みをしてください。
（４）専門技士試験は、学科及び実技（実地）試験をそれぞれ分けて受験することはできま
せん。なお、学科と実技の試験日時は違いますが、個々に試験結果は発表しません。
（５）提出書類及び受験手数料は、理由の如何を問わず返却しません。

14．令和２年度に受験申込された方の注意事項
（１）受験申込の際は、様式が変更されていますので、受験申込書類を再度作成し提出し
てください。
（２）令和 2 年度に受験申込されていた受験部門の変更は認めません。
（３）部門を追加して受験申込することは可能です。その場合は、新たに受験する部門の受
験手数料が必要となりますので、申込書に令和２年度の受験票（写し）添付とあわせて、
追加申込部門の受験手数料の払込金受領証の写しを添付してください。
（４）専門技士のほかに、総合技士や主任技士を新たに受験申込される場合は、その受験
手数料が必要となります。
（５）転勤等により令和２年度申込の受験地を変更することが可能です。
（６）令和２年度申込時と令和３年度申込時で、会員と一般の区分が変更となった場合の受
験手数料の扱いは、下記のとおりとなります。
・ 会員から一般に変更となった場合は、受験手数料の差額分をお支払いただき、受
験申込書類に令和２年度の受験票（写し）の添付と併せて、受験手数料の払込金
受領証（写し）を添付してください。
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・ 一般から会員に変更となった場合は、受験手数料の差額分を返金（振込手数料差
し引き）しますので申込時に振込先情報をお知らせください。
（７）清掃部門の実技試験を免除するための講習（以下「免除講習」と略す）について
指定の要件（本案内「２．受験資格」参照）を新たに満たした方は、申込時に証明書
類を添付のうえ、免除講習で申込いただき、学科試験当日に同じ会場で行う「免除講
習」を受講することにより、実技試験が免除されます。
※ 受験手数料の差額分を返金（振込手数料差し引き）しますので申込時に振込先情
報をお知らせください。
（８）修繕・改築部門の実技試験を免除するための講習（以下「免除講習」と略す）について
① 指定の要件（本案内「２．受験資格」参照）を新たに満たした方は、申込時に証明書
類を添付のうえ、免除講習で申込いただき、学科試験当日に同じ会場で行う「免除講
習」を受講することにより、実地試験が免除されます。
※ 受験手数料の差額分を返金（振込手数料差し引き）しますので申込時に振込先情
報をお知らせください。
② 免除講習の要件を喪失した方は、実地試験を受験していただくこととなります。
※ 受験手数料の差額分をお支払いただき、受験申込書類に令和２年度の受験票
（写し）の添付と併せて、受験手数料の払込金受領証（写し）を添付してください。
（９）令和３年度の試験が受験できない方は、受験手数料免除での受験の権利放棄となり
受験手数料の返金はできません。

15．受験時の注意事項
【学科・実地試験】
（１）筆記用具（鉛筆、シャープペンシル、消しゴム）は、各自で用意してください。
・ 鉛筆等の芯は「ＨＢ」、「Ｂ」の濃さのものを使ってください。
・ ボールペン、万年筆等は使用できません。
（２）携帯電話やスマートフォン（スマートウォッチ含む）等の通信機器は、音の出ない設定
にしてカバンの中にしまってください。
（３）受験の際は、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
（４）タバコは、喫煙指定場所以外では「禁煙」です。
（５）試験会場までは公共交通機関を利用してください。
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【実技試験】
（１） 実技試験に使用する車両は会場毎に用意し、予めメーカーや機種等は公表しま
せん。スイッチ類等の説明は試験当日のオリエンテーションで行います。
（２） 試験当日は、受験できる服装（作業服、保護帽、安全長靴、ゴム手袋）を各自持参
してください。服装に不備のある場合は、受験できません。
なお、雨天（暴風雨時を除く）でも実技試験は実施します。雨天時用の雨合羽等は、
各自持参してください。
（３） 受験の際は、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
（４） 学科試験を都合により欠席された方でも、実技試験は受験できます。
（５） 会場により駐車台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。
（６） 気象状況等により実技試験を予め中止とする場合は、実技試験前日に当協会ホー
ムページにてお知らせしますのでホームページをご確認ください。

16．問合せ先
公益社団法人日本下水道管路管理業協会 試験・研修部
〒１０１−００３２ 東京都千代田区岩本町２-５-１１ 岩本町Ｔ・Ｉビル 3 階
電話：０３−３８６５−３５７５ FAX：０３−５８０９−２６１５
メール：asaka@jascoma.com
ホームページ：http://www.jascoma.com/
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令和３年度

下水道管路管理技士 試験会場一覧
【主任技士・専門技士】学科及び実地試験会場
試 験

地

試

験

日

札

幌

７月１０日(土)

仙

台

７月１０日(土)

東

京

７月１０日(土)

名 古 屋

７月１０日(土)

大

阪

７月１０日(土)

広

島

７月１０日(土)

福

岡

７月１０日(土)

那

覇

７月１０日(土)

試

験

北海道経済センター

会

上段：施 設 名
下段：施設住所

場

Ｂホール、第 4・5 会議室

札幌市中央区北 1 条西 2 丁目
宮城県建設産業会館

4 階第 1・2・3、7 階第 1・2・3 会議室

仙台市青葉区支倉町 2-48
ＦＯＲＵＭ８

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱ、ｷﾝｸﾞｽｽｸｴｱ、707、708 会議室

東京都渋谷区道玄坂 2-10-7

新大宗ビル

ﾌﾟﾗｲﾑｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ名古屋駅前店

第 1、第 3＋第 4、第 21 会議室

名古屋市西区名駅 2-27-8

名古屋ﾌﾟﾗｲﾑｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 13 階

ＣＩＶＩ研修センター 新大阪東

E5Hall、E501、E502、E705

大阪市東淀川区東中島 1-19-4
広島ＪＡビル貸会場

講堂ＡＢＣ

第 5・6 会議室

広島市中区大手町四丁目 7-3
福岡県中小企業センター

202、301、302、303 会議室

福岡市博多区吉塚本町 9-15
那覇市職員厚生会

厚生会館

多目的ホール、会議室③

那覇市おもろまち 1-1-2

【総合技士】筆記試験会場
試

験

日

試

験

会

上段：施 設 名
下段：施設住所

試 験

地

場

東

京

７月１１日(日)

CIVI 研修センター 日本橋 Ｎ405
東京都中央区日本橋室町 4-1-6 クアトロ室町ビル

大

阪

７月１１日(日)

ＣＩＶＩ研修センター 新大阪東
大阪市東淀川区東中島 1-19-4

E5Hall

注）①会場は、都合により変更となる場合があります。必ず受験票で確認してください。
②専門技士（清掃部門及び調査部門）実技試験の日程及び会場は、決定次第当協会ホーム
ページに掲載します。
③総合技士面接試験会場は、筆記試験合格者に通知します。
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