
  

総合-1 

下水道管路管理総合技士 受験案内 

１．令和５年度 認定試験について 

下水道管路管理総合技士（以下「総合技士」と略す）は、管路の管理技術、業務全般に精通

し、公共団体等に対して維持管理計画を立案し､必要な技術提案が出来る水準です。 

また、主任技士や専門技士の試験とは独立しており、総合技士試験に合格してもそれぞれ

の試験に合格しない限り、主任技士や専門技士として認定されません。 

２．受験資格 

下水道管路管理業務に従事した実務経験が７年以上（令和５年４月１日現在）あり、かつ、

以下に示す資格（合格証）のいずれかを有する者とします。 

・ 技術士第一次試験（上下水道部門）もしくは技術士第二次試験（上下水道部門（選択

科目：下水道））の合格者 

・ 日本下水道事業団の下水道管理技術認定試験（管路施設）合格者 

・ 日本下水道事業団の下水道技術検定（第１種・第２種・第３種技術検定のいずれか）

の合格者 

３．試験日と試験地    

試験分類 試験日 試験地 

筆記試験 令和５年 ７月 ９日（日） 東 京、大 阪 

面接試験 令和５年 ９月 ９日（土） 東 京 

   注） 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。 

４．受験申込受付期間 

令和５年４月３日（月）～令和５年４月２１日（金） 消印有効 

５．受験申込提出書類 

申込書類（①から④）は、当協会ホームページからダウンロードできます。 

   ① 受験申込書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

   ② 実務経歴証明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 
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③ 経験論文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

実務経歴証明書に記入した下水道管路管理業務のうちから１つ選び、業務名及び

業務概要を記入し、その業務内容と業務実施における自分の立場、苦労したこと、及

び実施した工夫や改善の内容と現時点で考えた場合の技術的な評価について、指定

の様式に６００字以上１,２００字程度で記述し、提出してください。 

注） 経験論文は、実務経歴証明書に記載されている業務であり、かつ、下水道管

路管理がテーマであることを要件とし、これを満たさない場合には、筆記試験が

基準点以上であっても不合格となりますので注意してください。 

④ 写真票及び受験手数料払込金額表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

   ⑤ 写真 （上三分身、脱帽、正面（縦４ｃｍ×横３ｃｍ） ６カ月以内撮影）・・・・・・・・・・・・ 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）。 

  ⑥ ゆうちょ銀行振替請求書兼払込受領証の写し（「７．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。 

⑦ 受験料一括払込内訳表（「７．受験手数料の支払方法」参照） 

⑧ 受験資格の証明書類 

以下に示す証明書類のいずれかの写しを提出してください。 

・技術士第一次試験（上下水道部門）もしくは技術士第二次試験（上下水道部門（選択

科目：下水道））の合格証 

・技術士補もしくは技術士の登録証（登録した技術部門の名称：上下水道部門） 

・日本下水道事業団の下水道管理技術認定試験（管路施設）合格証もしくは下水道技

術検定合格証 

注) 技術士第二次試験合格の受験資格で受験申込される方は、選択科目が下水

道であることを確認できる証明書（例：「技術士登録等証明書」や「合格証＋合

格年度の受験票」等）の写しを提出してください。 

   ⑨ 下水道管路管理技士登録証（主任技士・専門技士）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） 上記の③経験論文は、当協会ホームページからダウンロードした指定の様式（Word）を

使用し、パソコンで入力して出力したものを提出してください。なお、入力する際の文字

サイズや書式設定等を限定していますので「記入例の注意書き」を参照してください。 

ｲ） 提出書類は、必ず受験者本人が作成してください。 

ｳ） 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。 

 

 

 

 

 



  

総合-3 

６．受験手数料 

区    分 受験料（消費税を含む） 

当協会会員企業に所属している方 １１,０００円 

上記以外の方（一般） ２２,０００円 

 

７．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、振替払込請求書兼受領証（ATM「利用明細書」可）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。

この場合「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

封するとともに、ゆうちょ銀行の振替払込請求書兼受領証等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。 

（※）主任技士、専門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）ネットバンキング等から送金する場合 

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。 
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８．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。 

【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 

※ 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。 

 

９．受験申込時の注意事項 

（１）受験の取消、受験会場の変更等は認めませんので、日時等を考慮したうえで申込をして

ください。 

（２）提出された書類は、返却しません。 

（３）災害により受験できない場合及び主催者側の都合で試験を実施できない場合を除き、受

験手数料は、返却しません。 

（４）受験申込後に引越し等された場合は、「15.問い合わせ先」までご連絡ください。 

（５）受験手数料の領収書は発行しません。 

 

10．試験内容と試験方法 

（１）筆記試験 

   問題① ： 次の２つのグループから、必須問題の各１問ならびに各２問ある選択問

題から１問ずつ選択し、計４問について１００字程度で記述する問題

です。 
   ①－１：下水道・管路施設 下水道全般（処理施設含む）と管路施設に関する知識 
   ①－２：関連法規 管路施設の管理に関連する法規に関する知識 

注）今回の試験から出題方法が変更となります（前回までは全て選択問題）。

また、①－１の出題対象に下水道全般に関するものが追加となります。 

   問題② ： 次の４つのグループから、各３問中２問を選択し、計８問について１０

０字程度で記述する問題です。 
   ②－１：安全管理 管路施設の管理における安全管理に関する知識 
   ②－２：清   掃 管路施設の清掃に関する知識 
   ②－３：調   査 管路施設の調査に関する知識 
   ②－４：修繕・改築 管路施設の修繕･改築に関する知識 
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  問題③ ： 次の２つの設問から１問選択し、設定された条件に基づき１,２００字程

度で記述する問題です。 

   ③－１：施工（業務）計画 管路管理業務の施工（業務）計画作成において必要とな

る知識及び課題解決能力 
   ③－２：管路管理計画 管路施設の管理計画作成において必要となる知識及び課題

解決能力 

（２）面接試験 

   筆記試験の合格者に対し、試験官が経験論文の内容等について１人あたり２０分程

度の面接を行い、技術提案等について口頭による説明能力があることを確認します。 

 

11．試験の時間割 

（１）筆記試験 ７月 ９日（日） 

   ・オリエンテーション      9：30 ～ 9：40 
   ・筆記試験          9：40 ～ 12：40 

  （２）面接試験 ９月 ９日（土）  ９時頃より１人あたり２０分程度 

12．受験時の注意事項 

（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、電源を切ってカバン

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。なお、「敷地内全面禁煙」の会場もありま

すので注意してください。 

（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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13．合格発表 

試験区分 合格発表 発表方法 

筆記試験 ※１ 令和５年 ８月３１日（木） 
当協会ホームページに 
受験番号を掲載 

面接試験 ※２ 令和５年１０月３１日（火） 
当協会ホームページに 
受験番号と氏名を掲載 

※1 筆記試験の合否結果は、合格者の受験番号をホームページに掲載するほか、書面で自宅宛に通知しま

す。なお、合格者には面接試験の日程等を併せて通知します（筆記試験の合格発表は、状況により早め

る場合があります）。 

※2 合格発表後、面接試験の合否結果は書面で自宅宛に通知します。なお、合格者には合格証及び登録証

を同封します。 

 

14．合格基準 

本案内 ５．③ で示した要件を満たした経験論文を提出した者で、下記の筆記試験及び面

接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）筆記試験 

以下の得点条件を全て満たした者を筆記試験合格とし、面接試験の対象とする。 

・問題①、問題②及び問題③の合計得点が７０％以上 

・問題①及び問題②の合計得点が６０％以上 

・問題③の得点が６０％以上 

（２）面接試験 

下水道管路管理に関する総合的な知識と技術的な提案能力を有しており、総合技士

として対外的に適切な対応がとれると判断できること。 

 

15．問い合わせ先 

   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：shiken@jascoma.com     ホームページ：http://www.jascoma.com/  

 

 

 

試験の詳細はスマートフォンからもご覧いただけます ⇒ 



令和 5 年度 

総合-7 

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 試 験 会 場 
上段：施 設 名 
下段：施設住所 

札 幌 ７月 ８日(土) 
北海道経済センター ８階 Ｂホール、第 3・4 会議室 

札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 

仙 台 ７月 ８日(土) 
宮城県建設産業会館 4 階第 1・2・3 会議室 

仙台市青葉区支倉町 2-48 

東 京 ７月 ８日(土) 
ビジョンセンター東京京橋 401A・B、402、403、404 

東京都中央区京橋 3-7-1 相互館 110 タワー4 階 

名 古 屋 ７月 ８日(土) 
ウインクあいち  1201、1202、1207 

名古屋市中村区名駅 4-4-38 

大 阪 ７月 ８日(土) 
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     ※敷地内全面禁煙 

広 島 ７月 ８日(土) 
広島ＪＡビル貸会場 10 階講堂 ABC、9 階第 3 会議室 

広島市中区大手町四丁目 7-3 

福 岡 ７月 ８日(土) 
福岡県中小企業センター 401、402、403、501 会議室 

福岡市博多区吉塚本町 9-15 

 

 

【総合技士】筆記試験会場 

試 験 地 試 験 日 試 験 会 場 
上段：施 設 名 
下段：施設住所 

東 京 ７月 ９日(日) 
ビジョンセンター東京京橋 402 

東京都中央区京橋 3-7-1 相互館 110 タワー4 階 

大 阪 ７月 ９日(日) 
ＣＩＶＩ研修センター 新大阪東 E705 

大阪市東淀川区東中島 1-19-4     ※敷地内全面禁煙 

 

 

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。 


