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平成２９年度下水道排水設備工事責任技術者

登録更新手続き及び登録更新講習案内

公益財団法人新潟県下水道公社

「公益財団法人新潟県下水道公社下水道排水設備工事責任技術者認定、登録等に関す

る規程」第２０条、第２３条及び第２４条の規定により、平成２９年度末をもって登録

有効期限となる者を対象とした下水道排水設備工事責任技術者登録更新講習会を下記の

とおり開催いたします。

１ 登録更新の対象者

公益財団法人新潟県下水道公社に下水道排水設備工事責任技術者として登録されて

いて、登録有効期限が平成３０年３月３１日の方が対象となります。

【注 意】：「登録更新講習」の受講を申し込まない場合、あるいは、申し込まれ

ても受講されない場合は、下水道排水設備工事責任技術者の登録は抹消

となりますのでご注意ください。

また、病気等による入院や、妊娠、出産等のやむを得ない事情により、

「登録更新講習」を受講できない場合は、公益財団法人新潟県下水道公

社 総務課までご連絡ください。

２ 講習会場及び開催日

各講習の日程は下記のとおりです。

なお、各講習とも午前・午後いずれか半日の受講で終了です。

【注意】原則、開催日及び午前・午後の別は選べません。

【下越地区】･･･会 場：新潟県建設会館（新潟市中央区新光町７－５）

開催日：平成３０年１月２３日（火）午前・午後【計２回】

【中越地区】･･･会 場：ハイブ長岡（長岡市千秋３－３１５－１１）

開催日：平成３０年１月１８日（木）午後１回

【上越地区】･･･会 場：上越商工会議所（上越市新光町１－１０－２０）

開催日：平成３０年１月１９日（金）午後１回

【佐渡地区】･･･会 場：金井コミュニティーセンター（佐渡市千種２４０）

開催日：平成３０年１月２６日（金）午前１回
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３ 講習会時間（各地区共通）

４ 受付期間及び場所

【期 間】：９月１日（金）から９月２９日（金）まで（ただし、土･日、祝日は

除く。）

【受付時間】：午前８時３０分から午後５時１５分まで。なお、郵送の場合は締切日

必着とします。

【受付場所】：最寄りの「市町村責任技術者登録更新受付窓口」（詳細はＰ５をご覧

ください。）

【注意】：下水道公社では、受付を行っておりません。

５ 更新講習及び登録手数料

８，０００円（税込。テキスト代を含む。）

６ 納入方法

① 手数料は、同封した払込取扱票によって、ゆうちょ銀行または郵便局で納入し

てください。

【注意】：「払込取扱票」は「振替払込請求書兼受領証」及び「振替払込受付証

明書」と３枚綴りとなっていますので、ゆうちょ銀行または郵便局で振

り込み手続きをされる前に切り離さないようにご注意ください。

区　分　（予定）
時間：どちらかを１回受講してください。

午前の部 午後の部

受　付　時　間 　9時00分～9時30分 1時00分～1時30分

講習会開始時間

（オリエンテーション：10分）
　9時30分～9時40分 1時30分～1時40分

講　習

①「下水道排水設備工事の一般・法令編」

②「下水道排水設備工事の技術編」

※　途中休憩を挟む

　9時40分～正　午 1時40分～4時

技術者証の配付 正午～午後0時30分 4時～4時30分

講習会終了時間 午後0時30分 4時30分
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② 納入後に郵便局等から発行される振替払込受付証明書（お客さま用）は、申請

書の裏面の所定欄に必ず貼付してください。（原本のみ。コピー不可）

③ 払込取扱票の通信欄に、申し込んだ市町村名を必ず記入してください。

④ 手数料の納入は、受講者本人の名義で行ってください。会社名のみでの振込み

及び複数人まとめての振込みは認めません。

⑤ 申込書提出後は、受講を取消したり、受講しない場合でも手数料は返還いたし

ません。

７ 登録更新申請に必要な書類等

(1) 様式第１０号 下水道排水設備工事責任技術者登録更新申請書（兼講習申込書）

申請書の記入に当たっては、次のことに留意願います。

① Ｐ４の記入例に従って必要事項をすべて記入して下さい。

② 受講票は下記のとおり記入及び貼付してください。

【表面】：「氏名」のみ。他は記入しないでください。

【裏面】：「住所（勤務先でも可）」、「氏名」、「６２円切手（貼付）」

③ 写真（白黒・カラー不問）

申請書の所定欄に貼付してください。

申請前６ヶ月以内に撮影したものを使用した脱帽で上半身正面向のタテ４ｃ

ｍ×ヨコ３ｃｍのもので、裏面に氏名及び申込市町村名を記入し、全面のり付

けしてください。

(2) 下水道排水設備工事責任技術者証（窓口での提示をもって提出に代えることが

できます。なお、郵送の場合は、技術者証の写しを同封してください。）

(3) 「氏名」、「住所」に変更があった場合は、受付窓口で変更が確認できるもの（住

民票又は運転免許証等の写し等。）を提示してください。なお、郵送の場合は、写

しを同封してください。

８ その他

(1) 講習当日持参するもの

受講票、筆記用具、電卓、定規、三角スケ－ル、テンプレート（丸書き）

(2) 講習会で使用するテキスト及び資料は、当日配布します。

(3) 受講票の郵送

受講者には、受講番号及び講習日時・会場等を記載した受講票を、１２月１５

日（金）から講習日の１０日前までに郵送いたします。それ以降に届かない場合

は、公益財団法人新潟県下水道公社 総務課に連絡をお願いいたします。

(4) 更新講習会の申込みについての問合わせ先

「公益財団法人新潟県下水道公社 総務課 担当 古田」

ＴＥＬ ０２５－２７１－１１５１

※ なお、本件にかかる個人情報については「下水道排水設備工事責任技術者認定

・登録」以外の目的で使用することはございません。



様式第10号（実施要領第１1条関係）

※　受講番号

（表） ※　講習会場

※　受講状況

   公益財団法人新潟県下水道公社理事長　様

　 平成２４年度下水道排水設備工事責任技術者の登録を更新し、併せて登録更新講習を

大正
昭和

平成

　　〒 123-4567

※　講習会場

　　 及び

電話番号（０９０） －□□□□－×××× 　　 会場所在地

〔注意事項〕 　〔注意事項〕

　１　※印欄は、記入しないでください。 　1　この受講票は、必ず持参し講習会場の受付で提示して

　２　記入は、黒又は青インクを用い、数字は算用数字で書き、該当する文字は○印で囲んでください。 　　ください。

　３　｢指定工事店名｣欄は、市町村に専属登録している指定工事店がない場合は、記入しないでください。 　２　表に切手を貼り、返信先（住所、氏名等）を記

　４　この申請書のほか、｢受付窓口で責任技術者証を提示｣するか、もしくは｢責任技術者証の写しを添付｣してください。 　　載してください。

　３　筆記用具・電卓・定規・三角スケール・テンプレート

　　（丸書き）を持参してください。

様式第10号（実施要領第１０条関係）

（裏　ハガキ）
（表）

様

住　　　所

○○アパート　△△号室 電話番号（０９０） －○○○○－△△△△　　　　　　

指定工事店名 所在地(株)××排水設備 新潟市×区○丁目◎◎番地

　　〒　１２３－４５６７

登録番号 新潟　１３０ ０ ０ ０ ※　受講番号

ふ　り　が　な にいがた　たろう

性別
男

生年月日
氏　　名 新潟　太郎 ○○年 ○月 ○日

女

※　講 習 日 時

新　潟 市・郡 ○○区△丁目□□番地☆号

受講したいので、下記のとおり申請します。 平成２９年７月撮影 ふ り が な にいがた　たろう

氏　　名 新潟　太郎

（表　ハガキ）

平成　　年　　月　　日

公 益 財 団 法 人 新 潟 県 下 水 道 公 社

下水道排水設備工事責任技術者  登録更新 申請書（兼講習申込書）
受　　講　　票

公益財団法人新 潟 県 下 水 道 公 社

下水道排水設備工事責任技術者登録更新講習 

振替払込受付証明書（お客さま用）

口   　座
記号番号

日　　附　　印

（ご依頼人）

住所氏名

新潟市○○区△丁目□□番地☆号

　　○○アパート　△△号室

新　潟　太　郎

（払込人 ⇒ 郵便局・ゆうちょ銀行 ⇒ 払込人）

０ ０ ６ ４ ０ － ３ － １ ０ ２ １ １

加入者名 公益財団法人新潟県下水道公社

払込金額 ￥８ ０ ０ ０

注 １

以下、※印は何も記

入しないでください

注 ２

常時、連絡が取

れる番号（携帯

番号等）を記載

してください。

注 ３

６２円切手を貼付し

てください。

注 ４

払込証明書の貼付及び払込

金額を確認してください。（コ

ピーしたものは不可）
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担 当 部 署
局・部・課

下水道部経営企画課 管理担当 951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地１ ０２５－２２６－２９５９
東部地域下水道事務所普及推進課 接続推進係 950-1146 新潟市中央区太右エ門新田１４２２番地３ ０２５－２８１－９５６０
東部地域下水道事務所北下水道課 業務係 950-3393 新潟市北区葛塚３１９７番地 ０２５－３８７－１８０６
東部地域下水道事務所秋葉下水道課 業務係 956-8601 新潟市秋葉区程島２００９番地 ０２５０－２５－５８１０
西部地域下水道事務所普及推進課 接続推進係 950-2112 新潟市西区大野町２８４３番地１（黒崎出張所分館３階） ０２５－３７０－６３７２
西部地域下水道事務所普及推進課 南下水道推進室 950-1292 新潟市南区白根１２３５番地 ０２５－３７２－６６６１

長岡市 土木部下水道課 業務係 940-0062 長岡市大手通２丁目２番地６（ながおか市民センター３階） ０２５８－３９－２２３５
三条市 建設部上下水道課 業務係 955-0192 三条市荻堀８３０番地1(下田庁舎） ０２５６－４６－５９００
柏崎市 ガス水道局お客さまサービス課 設備工事係 945-0053 柏崎市鏡町１番１１号 ０２５７－２２－６１１６
新発田市 下水道課 施設管理係 957-0026 新発田市下内竹７４７ ０２５４－２３－７２８４
小千谷市 ガス水道局業務課 宅内設備係 947-0053 小千谷市千谷川１丁目13番1号 ０２５８－８２－４１１５
加茂市 下水道課 業務係 959-1392 加茂市幸町２丁目３番５号 ０２５６－５２－００８０
十日町市 環境エネルギー部上下水道局 下水道係 948-0072 十日町市寅甲６８８番地（下水処理センター内） ０２５－７５７－３１４１
見附市 ガス上下水道局 宅内設備係 954-8686 見附市昭和町２－１－１ ０２５８－６２－１７００
村上市 下水道課 管理業務室 959-3492 村上市岩船駅前５６番地（神林庁舎） ０２５４－６６－６１９２
燕市 都市整備部下水道課 計画管理係 959-0295 燕市吉田西太田１９３４番地 ０２５６－７７－８２９１
糸魚川市 ガス水道局 下水道管理係 941-0056 糸魚川市一の宮１丁目３番５号 ０２５－５５２－１５１１
妙高市 ガス上下水道局 施設整備係 949-2235 妙高市大字関山１２００－１ ０２５５－７４－００６２
五泉市 上下水道局 業務管理係 959-1705 五泉市村松乙１３０番地１ ０２５０－５８－７１８１
上越市 都市整備部生活排水対策課 推進係 943-0171 上越市藤野新田２５５－１（下水道センター内） ０２５－５２６－５１１１
阿賀野市 上下水道局 下水道維持係 959-2024 阿賀野市中島町７番２０号 ０２５０－６２－２８３３
佐渡市 上下水道課 下水道維持管理係 952-0318 佐渡市真野新町４８９番地（真野行政サービスセンター） ０２５９－５５－３１１５
魚沼市 ガス水道局業務課 営業係 946-0011 魚沼市小出島７８８番地 ０２５－７９２－１１１８
南魚沼市 企業部下水道課 下水道業務係 949-6746 南魚沼市畔地３１５番地 ０２５－７７４－２７４０
胎内市 上下水道課 下水道係 959-2693 胎内市新和町２番１０号 ０２５４－４３－５７４１
聖籠町 上下水道課 下水道係 957-0124 北蒲原郡聖籠町大字蓮野１３６７番地３ ０２５４－２７－５１４１
弥彦村 建設企業課 上下水道係 959-0392 西蒲原郡弥彦村大字矢作４０２ ０２５６－９４－１０２２
田上町 地域整備課 下水道係 959-1503 南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田３０７０番地 ０２５６－５７－６２２３
阿賀町 建設課 上下水道係 959-4495 東蒲原郡阿賀町津川５８０番地 ０２５４－９２－５７６６
出雲崎町 建設課 企業係 949-4392 三島郡出雲崎町大字川西１４０番地 ０２５８－７８－２２９６
湯沢町 地域整備部上下水道課 施設係 949-6192 南魚沼郡湯沢町大字神立３００番地 ０２５－７８４－４８５３
津南町 建設課 上下水道班 949-8292 中魚沼郡津南町大字下船渡戊５８５ ０２５－７６５－３１１６
刈羽村 建設課 下水道担当 945-0397 刈羽郡刈羽村大字割町新田２１５－１ ０２５７－４５－２２４４
関川村 建設環境課 水道環境班 959-3292 岩船郡関川村大字下関９１２番地 ０２５４－６４－１４７９

新潟市

各市町村責任技術者登録更新受付窓口

電話番号市町村名 担当係 郵便番号 住　　　　　　　所

平成２９年４月１日現在
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