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2017年度 一般社団法人 全国住宅技術品質協会 認定資格試験

受験の手引
調査・補強工事 共通

一般社団法人 全国住宅技術品質協会 （略称 全住品）

※ この手引きを最後までよく読み、受験者本人が大切に保管して、参考にしてください。



１．資格の目的

  住宅建築における地盤調査、地盤補強工事は、重要かつ専門的な業務であり、調査・工事とも成果物

を見ることのかなわない地中での特殊な業務であります。調査・設計・施工にあたっては、ロケーション、

地形、地盤条件や施工条件に応じた適切な判断および、対応処置が求められます。基準等に裏付けされ

た妥当性のある調査、設計、慎重な施工、品質管理を行うことにより、安全・安心な宅地地盤を提供する

ことが可能になります。

  また、今日の社会環境から、調査・設計・施工の過程や履歴の追跡可能な状態、即ちトレーサビリティ

への要求が高まっております。 これらの必要な知識と技術を備えた調査員、設計者、施工管理者を本

協会が認定登録し、技術・品質の向上、トラブルの未然防止を図ることを目的とします。

２．資格取得までの流れ

初年度、2017年度の資格取得までの流れを 図2-1 に示します。

※1 申込受付期間

 2017年4月17日～5月12日必着

 （事前講習・資格試験共通）

※2 振込

 支払期日、振込口座等の詳細は

 「８．受講料および受験料の請求

 ・振込方法」を参照

※3 発送予定

 6月中旬発送予定

※4 受講票、受験票

 更新講習と資格試験は写真の

 貼付が必要

※5 講習、試験当日

 受講票、受験票を持参すること

※6 合否通知、資格証

 それぞれ試験日より40日程度

 で発送

全住品 事務局 会員各位 特記事項

図 2-1 資格取得までの流れ（初年度）
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※1

※2

※3 ※4

※5

※6



３．資格の種類、位置づけ、受験資格

資格の種類、位置付け、受験資格を 表3-1 に示します。

 宅地地盤調査主任

 地盤補強設計主任技士

 地盤補強施工管理主任技士

 地盤補強施工管理技士

※「地盤補強施工管理主任技士」と「地盤補強施工管理技士」を同時に受験することはできません。

５．実務経験の計算方法

・実務経験年数は、それぞれの試験実施日時点で計算してください。

・実務経験年数は、勤務先の代表者の証明が必要です。

・補強工事の指導監督的実務経験とは、部下、下請業者等に対して補強工事の設計、施工管理、

  品質管理、工事報告書作成業務について指導・監督した経験をいいます。

・地盤補強工事の単なる雑務、単純な作業、事務系の仕事等は経験に含まれません。

・現在の勤務先での経験年数が受験資格を満たない場合は、過去に勤務した会社での経験年数を

  加算することができます。

・実務経験年数の数え方を図5-1に示します。

例：地盤補強部門の試験日を規準とした場合

 地盤調査業務または報告書作成業務の
 経験が合計1年以上

受験資格

全ての地盤調査
は本資格を有す
る調査員が行う

位置付け

 地盤補強工事の設計の指導監督的実務
 の経験が3年以上

 地盤補強施工管理技士登録後、指導
 監督的実務の経験が1年以上、
 または地盤補強工事の施工管理業務
 （品質管理業務含む）、工事報告書
 作成の指導監督的実務の経験が
 合計3年以上

 地盤補強工事の施工管理業務（品質
 管理業務を含む）または工事報告書の
 作成業務の経験が合計1年以上

部門 資格名称

設計部門

施工管理
部門

調査部門

施工会社に
1名以上

施工会社に
1名以上

各現場ごとに
1名以上

図 5-1 実務経験年数の数え方

表 3-1 資格の種類、位置づけ、受験資格

H27年 H28年 H29年H26年

3年

1年

7/167/167/16

2年2ヶ月

10ヶ月

合計 3年

現在の勤務先

過去の勤務先



６．受講、受験の申込（調査・地盤補強 共通）

（1）申込受付期間

2017年4月17日（月）  ~  5月12日（日）必着

（2）申込方法

①申込書は記入例を参考に正しく記入してください。

②申込書の記入内容に不備があると、受付できないことがあります。

③申込書は会社単位でまとめて、受付窓口に郵便でお送りください。

④受講票、受験票は一括でまとめてお送りしますので、必ず送り先のご担当者名を記入してください。

⑤事前講習の受講はどちらも任意です。事前講習を受講しなくても資格試験を受験することができます。

  ただし、事前講習を受講することで受験資格の条件を満たすことにはなりませんのでご注意ください。

（3）申込書送り先

〒134-0085

東京都江戸川区南葛西3-8-3 株式会社タウンメイト

「全国住宅技術品質協会受付事務局」 行き

７．受講料および受験料

会員     いずれも１資格/講座  6,000円 （消費税別） 

非会員 いずれも１資格/講座  7,000円 （消費税別） 

例：会員が「宅地地盤調査主任 更新講習」と「地盤補強施工管理技士 事前講習・資格試験」を申し込む場合

宅地地盤調査主任         更新講習 6,000円

地盤補強施工管理技士   事前講習 6,000円

地盤補強施工管理技士   資格試験 6,000円

合計 18,000円 （消費税別）

８．受講料および受験料の請求・振込方法

6月中旬頃、申込みいただいた会社の担当者様に請求書をお送りします。

請求書に記載の期日までに下記の口座にお振込みください。（振込手数料はご負担願います）

なお、入金後の受験取り消しによる返金はいたしかねます。

振込先 三菱東京UFJ銀行   本所支店  

普通預金： 0129062

９．受講および受験の通知

（1）受講票、受験票

受講票、受験票は入金確認後に申込みいただいた会社宛に一括でお送りします。

（2）受講票、受験票が届いたら、試験日時、試験会場および受験番号を必ず確認して大切に保管してください。

更新講習と資格試験の受講票・受験票には必ず写真を貼付してください。

また氏名等が間違っている場合は事務局までご連絡ください。

（3）受講票、受験票を紛失した場合は再発行しますので事務局までご連絡願います。

（4）当日に受講票、受験票を忘れると、入室をお断りする場合があります。



１０．日程

講習、資格試験はそれぞれ下記の日程で行います。

地盤補強部門の事前講習は会場により日程が異なりますので注意願います。会場の地図は別紙を参照願います。

宅地地盤調査主任 事前講習 2017年7月9日（日） 13：00 ～ 16：00 180分

資格試験 2017年7月30日（日） 10：00 ～ 11：30 90分

更新講習 2017年7月30日（日） 13：00 ～ 16：00 180分

事前講習 東京・大宮・名古屋・大阪 2017年6月25日（日） 10：00 ～ 11：30 90分

札幌・仙台・岡山・博多 2017年7月2日（日） 10：00 ～ 11：30 90分

資格試験 2017年7月16日（日） 10：00 ～ 11：30 90分

事前講習 東京・大宮・名古屋・大阪 2017年6月25日（日） 13：00 ～ 16：00 180分

札幌・仙台・岡山・博多 2017年7月2日（日） 13：00 ～ 16：00 180分

資格試験 2017年7月16日（日） 13：00 ～ 14：30 90分

※いずれも開始時間の30分前より入室できます。

  各資格試験は開始前に注意事項の説明がありますので、10分前までに入室してください。

１１．当日の持ち物

①受講票または受験票   （写真の貼付を確認してください）

②筆記用具 (HBの黒鉛筆又はシャープペンシル、プラスチック製消しゴム)

※調査・補強工事どちらの試験も計算問題がありますので電卓を持参してください。

  （調査資格試験は√計算ができるもの）

  電卓以外の通信機能付きの機器（スマホ等）は使用不可とします

１２．会場での注意

受講票、受験票に記載されている注意事項を厳守願います。

１３．不正行為に対する措置

受験中に不正行為が認められた場合、退室を命じます。受験後に判明した場合は受験を無効とします。

また、その処分を受けたものは、３年以内の再受験を禁止します。

１４．試験の内容

試験問題は、原則、「住宅の安全・安心のための地盤調査標準書」「住宅の安全・安心のための地盤補強

工事標準書」「地盤調査・地盤補強工事・測量における現場マナー」（一般社団法人全国住宅技術品質協会編）

より出題し、一部応用問題もあります。全てマークシート方式による択一式で、問題数、回答数は資格により

異なります。

宅地地盤調査主任 四者拓一式 40問全問回答 （一部記述式）

地盤補強設計主任技士 四者拓一式 30問全問回答

地盤補強施工管理主任技士 四者拓一式 30問全問回答

地盤補強施工管理技士 三者択一式 50問から20問を選択して回答（選択必須問題あり）

１５．合格基準

当協会の各委員会、理事会で厳正に選考します。

地盤補強設計
主任技士

地盤補強施工管理
主任技士・技士



１６．合格発表

合格発表は申込会社宛に合否通知をお送りします。

合格者は当協会のホームページに受験番号を掲載しますので、受験票は発表まで大切に保管して

ホームページでご確認ください。

１７．資格証交付

合格者には合否通知と併せて資格証（カード式）を申込会社単位でお送りします。

１８．資格証の有効期限と更新

それぞれの資格は、合格した年度より5年間有効とし、有効期限を資格証に記載します。

有効期限内に当協会が指定する手続き（更新講習の受講等）をすることで更新することができます。

更新された場合は新たに資格証を交付します。

問合せ先

講習・試験に関してご不明な点があれば、下記までお問い合わせください。

（当日の緊急連絡は電話のみ対応可）

一般社団法人全国住宅技術品質協会

事務局      大脇（補強工事）・山田（調査）

TEL：03-6863-8540 mail：syadan@zenjyu-hin.or.jp

以上



 札幌・仙台・東京・名古屋

 2017年7月9日（日）

北海道自治労会館 TKP仙台東口ビジネスセンター 

5階 第3会議室 3階 カンファレンスルーム3C

北海道札幌市北区北6条西7-5-3 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-30

JR札幌駅より徒歩7分 JR仙台駅より徒歩4分 

TKP上野御徒町ビジネスセンター IMYホール 

2階 カンファレンスルーム2B 9階会議室

東京都千代田区外神田5-3-3 愛知県名古屋市東区葵3-7-14

JR御徒町駅より徒歩5分 地下鉄東山線 千種駅 1番出口 徒歩2分

地下鉄桜通線 車道駅 3番出口 徒歩2分 

会 場 の ご 案 内

事前講習

札幌 仙台

東京 名古屋

■宅地地盤調査主任



大阪・岡山・博多

 2017年7月9日（日）

新大阪丸ビル（新館） 第一セントラルビル

3階 309号室 5階 Ｃ会議室

大阪市東淀川区東中島1-18-5 岡山県岡山市北区本町6-36

JR新大阪駅より徒歩3分 JR岡山駅より徒歩3分

リファレンス大博多貸会議室

12階 1208

福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1

JR博多駅より徒歩7分

会 場 の ご 案 内

事前講習

大阪 岡山

博多

■宅地地盤調査主任



 札幌・仙台・東京・名古屋

 2017年7月30日（日）

北農健保会館 TKP仙台東口ビジネスセンター

3階 ライラック 3階 カンファレンスルーム3B

北海道札幌市中央区北四条西7-1-4 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-30

JR札幌駅より徒歩9分 JR仙台駅より徒歩4分 

TKP御茶ノ水カンファレンスセンター IMYホール

東京都千代田区神田駿河台4-3 愛知県名古屋市東区葵3-7-14

JR御茶ノ水駅より徒歩1分 地下鉄東山線 千種駅 1番出口 徒歩2分

地下鉄桜通線 車道駅 3番出口 徒歩2分

会 場 の ご 案 内

資格試験
更新講習

札幌 仙台

東京 名古屋

■宅地地盤調査主任



大阪・岡山・博多

 2017年7月30日（日）

新大阪丸ビル（新館） 第一セントラルビル

9階 904号室 5階 Ａ会議室

大阪市東淀川区東中島1-18-5 岡山県岡山市北区本町6-36

JR新大阪駅より徒歩3分 JR岡山駅より徒歩3分

リファレンス大博多貸会議室

12階 1206

福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1

JR博多駅より徒歩7分

会 場 の ご 案 内

資格試験
更新講習

大阪 岡山

博多

■宅地地盤調査主任



■地盤補強設計主任技士  大宮・東京・名古屋・大阪

■地盤補強施工管理主任技士・技士  2017年6月25日（日）

大宮ソニックシティ TKP上野ビジネスセンター

9階 905会議室 2階 ホール2A

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 東京都台東区東上野2-18-7

JR大宮駅より徒歩3分 JR上野駅より徒歩3分

地下鉄銀座線・日比谷線 上野駅より徒歩1分

IMYホール 新大阪丸ビル（新館）

4階 4階大会議室 5階 506号室

愛知県名古屋市東区葵3-7-14 大阪市東淀川区東中島1-18-5

地下鉄東山線 千種駅 1番出口 徒歩2分 JR新大阪駅より徒歩3分

地下鉄桜通線 車道駅 3番出口 徒歩2分 

事前講習

大宮 東京

名古屋 大阪

会 場 の ご 案 内



■地盤補強設計主任技士  札幌・仙台・岡山・博多

■地盤補強施工管理主任技士・技士  2017年7月2日（日）

北海道自治労会館 TKP仙台東口ビジネスセンター

4階 第4会議室 3階 カンファレンスルーム3B

北海道札幌市北区北6条西7-5-3 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-30

JR札幌駅より徒歩7分 JR仙台駅より徒歩4分 

第一セントラルビル リファレンス大博多貸会議室

5階 A会議室 11階 1107

岡山県岡山市北区本町6-36 福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1

JR岡山駅より徒歩3分 JR博多駅より徒歩7分

岡山 博多

会 場 の ご 案 内

事前講習

札幌 仙台



■地盤補強設計主任技士  札幌・仙台・大宮・東京

■地盤補強施工管理主任技士・技士  2017年7月16日（日）

北海道建設会館 TKP仙台カンファレンスセンター

9階 大会議室 3階  ﾎｰﾙ3A・カンファレンスルーム3A

北海道札幌市中央区北4条西3-1 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3

JR札幌駅より徒歩3分 JR仙台駅より徒歩3分 

JA共済埼玉ビル TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原

3階 大会議室 ■地盤補強設計主任技士

埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 3階 カンファレンスルーム3C

JR大宮駅より徒歩約13分 ■地盤補強施工管理主任技士・技士

東武野田線北大宮駅より徒歩約5分 2階 ホール2A/3階 カンファレンスルーム3C

東京都千代田区外神田1-7-5

JR葉原駅より徒歩4分 

会 場 の ご 案 内

資格試験

札幌 仙台

大宮 東京



■地盤補強設計主任技士 名古屋・大阪・岡山・博多

■地盤補強施工管理主任技士・技士  2017年7月16日（日）

IMYホール 新大阪丸ビル（新館）

3階会議室/4階大会議室 5階506号室/6階602号室・609号室/8階809号室

愛知県名古屋市東区葵3-7-14 大阪市東淀川区東中島1-18-5

地下鉄東山線 千種駅 1番出口 徒歩2分 JR新大阪駅より徒歩3分

地下鉄桜通線 車道駅 3番出口 徒歩2分 

第一セントラルビル 九州ビル

１号館3階中ホール/２号館5階中会議室 5階大会議室

岡山県岡山市北区本町6-36 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-31

JR岡山駅より徒歩3分 JR博多駅より徒歩5分

会 場 の ご 案 内

資格試験

名古屋 大阪

岡山 博多


