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１． 一般 

この受験案内は、一般財団法人首都高速道路技術センター（以下、技術センターとい

う。）が実施する「都市道路構造物点検技術者」の資格取得に係る資格認定試験（筆記試

験）の受験について案内するものです。 

 

（１） 都市道路構造物点検技術者資格とは 

 都市道路構造物点検技術者資格は、点検の精度を確保するとともに点検技術者の技術

の向上を図るため、点検業務に従事する点検技術者を対象として、一般的な道路構造物

を点検するのに必要な知識および技術に加え、都市道路構造物の点検に特有な留意点に

も精通し、点検を適切に行うことができる技術者に与えられる資格です。 

なお、ここでいう「点検」とは「点検」に「診断」を含めた技術です。 

 

（２） 資格取得の条件 

 都市道路構造物点検技術者として認定されるためには、技術センターが開催する点検

講習会を受講し、資格認定試験に合格することが条件です。また、受講・受験にあたっ

て下記の卒業後年数および実務経験年数が必要とされます。 

 

最終学歴 
卒業後年数 

実務経験年数※１ 備考 
指定学科※２ 指定学科以外 

大学・大学院 ３年以上 ５年以上 ３年以上  

短大・高専 ５年以上 ７年以上 ３年以上  

高校 ７年以上 ９年以上 ３年以上  

その他 １２年以上 ３年以上  

※１ 実務経験年数： 土木構造物の点検に係る実務経験年数をいう。なお、補修工

事の一部として実施する点検や詳細調査は点検実務経験に含まれません。 

※２ 指定学科： 土木系学科（例えば、土木工学科、都市工学科など）をいう。 

 

① 資格取得および更新の条件 

取得時  点検講習会の受講  

（講習会の受講修了者に筆記試験の受験を認める） 

 筆記試験（論文含む）の合格 

（筆記試験合格者に実技試験の受験を認める） 

 実技試験の合格 

（実技試験合格者を都市道路構造物点検技術者に認定する） 

更新時  更新時点検講習会の受講 

 実務経験論文等の審査合格 

 実技試験の合格 
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② 受験の有効期間 

・点検講習会を受講した者は、当該年度及び翌年度の資格認定試験を受験できます。 

・点検講習会を受講した年度の筆記試験に不合格となった者は、翌年度の筆記試験から

の受験となります。 

・点検講習会を受講した年度の筆記試験に合格し、実技試験が不合格となった者は、翌

年度の実技試験からの受験となります。 

 

 

（３） 資格の有効期間 

資格認定の有効期間は、資格認定を受けた日から３年間です。以降、３年毎に更新時

点検講習会の受講、実務経験論文の提出、実技試験の受験が必要となります 
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２． 資格取得までの流れ 

 都市道路構造物点検技術者資格の取得には、点検講習会を受講し、資格認定試験に合

格したのち、点検技術者資格認定委員会の認定を得る必要があります。 

 点検講習会の受講の有効期間は２年間です。 

 資格認定試験は筆記試験と実技試験により行われ、筆記試験は択一式問題と記述問題

（論文）とがあります。実技試験は、現場において点検技術の確認・審査を行います。 

 

 受講・受験スケジュールは以下の通りです。 

 

H29点検講習会受講申込み 

2月 6日（月）～3月 3日（金） 

H29点検講習会 

4月 23日（日） 

受講料：15,000円（税別） 

H29資格認定試験（筆記試験） 

6月 11日（日） 

受験料：10,000円（税別） 

H29資格認定試験（実技試験） 

9月 4日(月)～8日(金) 

受験料：10,000円（税別） 

H29資格認定試験 

筆記試験合格発表 

7月下旬 

H29資格認定試験 

資格認定者発表 

9月下旬 

H29資格認定 

10月上旬 
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３． 受験申込期間および申込方法 

① 受付期間  平成２９年４月２４日（月）から ５月１９日（金）まで 

② 申込方法  受験の申込みは、申込者個人ごとに行ってください。 

（様式１）受験申込書に必要事項を記入し、受験者の顔写真

および振込明細書等※１（コピー）を貼付のうえ、点検講習会

受講証明書※２を同封して、下記の申込先まで送付してくださ

い。 

※１ 振込明細書等には、以下のようなものがあります。 

振込方法 振込明細書等 

窓口 
現金 振込金受領書 

口座振替 振込受付書 

ＡＴＭ 
振込明細書 

（ご利用明細書） 

インターネットバンキング 「振込内容照会」の印刷 

※２ 同封頂きました点検講習会受講証明書は、受験票発送

時に返送します。 

③ 受験料  筆記試験受験料 １０，８００円（消費税込） 

④ 振込先  振込機関：三井住友銀行(0009) 東京公務部(096) 

預金種別：普通口座 

口座番号：３０２１１２８ 

口座名義：一般財団法人首都高速道路技術センター 

※１ 振込みは必ず申込者個人ごとに行い、振込依頼者名は

“受講証明書番号 受験者名”としてください。振込の

確認が出来ない場合、受験できませんので予めご了承く

ださい。 

※２ 振込手数料は振込依頼者負担です。振込明細書等が領

収書に相当するものであり、技術センターから領収書の

発行は致しません。振込後に受験を取りやめた場合は、

受験料の返金は致しません。また、次回受験料への充当

も致しません。予めご了承ください。 

⑤ 申込先  〒105-0011 東京都港区虎ノ門三丁目 10番 11号 

一般財団法人 首都高速道路技術センター 

都市道路構造物点検技術者資格認定事務局 

⑥ 受験票等の発送 申込み受領後、受験票を発送いたします。 
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４． 資格認定試験（筆記試験） 

 資格認定試験（筆記試験）は、有効期間内の受講証明書を有する者が受験できます。

筆記試験合格者には、筆記試験合格証が発行されます。また、有効期間内の筆記試験合

格証を有する者のみが実技試験を受験できます。 

 

① 試験日時  平成２９年６月１１日（日） 

受付    １２：３０～１２：５０ 

注意事項説明 １２：５０～１３：００ 

試験    １３：００～１６：３０ 

② 試験会場  スタンダード会議室虎ノ門ヒルズフロント店 ２階大ホール 

東京都港区虎ノ門一丁目２２番１４号 ミツヤ虎ノ門ビル 

※会場案内図（p.7）参照 

③ 試験内容  

試験科目は、以下の内容を予定しています。 

 

試験内容 

択一式問題 

点検一般 

13：00～ 

14：30 

（90分） 

鋼構造物の点検 

コンクリート構造物の点検 

点検結果の記録 

安全管理など 

損傷事例 

休憩（14：30～15：00 30分） 

記述問題 実務経験や都市道路構造物点検時の留意点など 

15：00～ 

16：30 

（90分） 

 

 

５． 合格発表 

平成２９年７月下旬頃に技術センターのホームページに合格者の受験番号を掲載し、

すべての受験者に合否通知を送付します。また、合格者には筆記試験合格証を送付いた

します。 
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６． 資格認定試験（実技試験）【参考】 

資格認定試験（実技試験）は、有効期間内の筆記試験合格証を有する者が受験できま

す。実技試験に合格し、都市道路構造物点検技術者に認定されると資格認定証が交付さ

れます。 

 

① 試験日時  平成２９年９月４日（月）～９月８日（金） 

（いずれか半日程度） 

※ 受験申請後に希望日から日時が指定されます。 

② 試験会場  首都高速湾岸線浦安付近の高架下（予定） 

※ 千葉県浦安市富岡の首都高速管理地 

③ 試験内容  工事足場上近接目視点検の実技（予定） 

    ※ 詳細は筆記試験の合格発表時にご案内します。 

④ 実技試験受験料  １０，８００円（消費税込） 

 

７． 実技試験の受験申請手続き【参考】 

 筆記試験合格者の方には、筆記試験合格証と実技試験の受験申請手続きのご案内を送

付いたしますので、所定の手続きを行ってください。 

 

８． 資格認定者の発表【参考】 

平成２９年９月下旬頃に技術センターのホームページに認定者の受験番号を掲載し、

すべての受験者に合否通知を送付します。また、資格認定者には資格認定証を送付いた

します。 

 

９． 個人情報に関する取扱い 

 技術センターは、受講・受験申込みに際して受講・受験申込書に記載された個人情報

について、資格認定に関する事務ならびに認定者に対するお知らせや情報収集などの目

的に限り使用します。 

 ただし、法令により開示しなければならない場合は、個人情報を開示します。 

 

１０． 問合せ先 

 

 一般財団法人 首都高速道路技術センター 

都市道路構造物点検技術者資格認定事務局 

電話：０３－３５７８－５７６９ （平日１０：００～１７：００） 

   ０９０１５４２１４７４  （筆記試験当日緊急時連絡先） 
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【会場案内図】 

 
 

  

住  所：東京都港区虎ノ門１－２２－１４ 

（ミツヤ虎ノ門ビル） 

交通機関：地下鉄銀座線 虎ノ門駅  徒歩４分 

地下鉄日比谷線 神谷町駅 徒歩４分 

緊急時連絡先：０９０１５４２１４７４ 

神谷町駅 

会場 虎ノ門駅 

虎ノ門ヒルズ 
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（様式１） 

都市道路構造物点検技術者 

筆記試験受験申込書 
 

一般財団法人 首都高速道路技術センター 

点検技術者資格認定委員会 宛て 

 

 下記により、都市道路構造物点検技術者の筆記試験を受験したいので申込みます。 

 

【申込日：平成  年  月  日】 

フリガナ  
 

 

 

 

 

 

 

 

平成   年  月撮影 

氏名 

 

             印 

 

生年月日（西暦）     年   月   日生 

受講証明書番号  

受験票等の送付先 ご自宅  ・  勤務先 

ご自宅 

〒   －     

 

 

電話 

メールアドレス 

勤務先 

勤務先名 

 

 

勤務先住所 

〒   －     

 

 

 

 

電話 

メールアドレス 

振込明細書等 

（コピー） 

貼付欄 
※２ 

 

※１ 写真は、試験の申込前 6カ月以内に撮影した正面の顔写真（脱帽）で、本人と確

認できるものを貼り付けてください。（写真サイズ：縦 30mm、横 25mm枠なし） 

※２ 必ず振込明細書等のコピーを貼付し、原本は貼付けないでください。 

※３ 同封頂いた点検講習会受講証明書は、受験票送付時に返送します。 

 

写真貼付欄 

※１ 

 


