平成 23 年 10 月 24 日
既設特定住宅部品診断士（水槽診断士）登録講習の開催についてのご案内
財団法人 ベターリビング

ストック時代においては、住宅の躯体を継続使用する中で、耐用期間が短い住宅部品の取替
が適切に実施されることが強く求められており、専門事業者が既設住宅部品の劣化診断を住宅
所有者から受注して実施することについて、第三者性のある中立機関が適切に関与して、消費
者保護を図りつつ関係事業が円滑に推進できる環境整備が求められています。
当財団では、既設住宅ストックの適切な維持管理によって長期使用を実現するため、平成 15
年より日本給水タンク工業会で実施されている「水槽診断士認定制度」を当財団に移管して、
新たに当財団で既設特定住宅部品（貯水槽）の診断事業（別添資料１参照）として開始するこ
とといたしました。
本事業では、水槽関連の実務経験（製造、販売、維持管理）を５年以上有する方を対象とし
て、当財団が既設特定住宅部品診断士（水槽診断士）登録講習を実施し、講習の修了者を既設
特定住宅部品診断士（水槽診断士）として、財団に登録し、公表することとしています。
当財団の講習を修了し、既設特定住宅部品診断士（水槽診断士）として登録された方は、消
費者に信頼される技術者として認めていただくことができます。また当財団より登録証（カー
ド）が交付され、当財団のマークを使用した名刺及びパンフレット等を使用して営業活動をす
ることができます。
つきましては、別紙のとおり平成 23 年度の講習を開催いたしますので、ご案内をさせていた
だきます。

記
１．講習会の名称
平成 23 年度 既設特定住宅部品診断士（水槽診断士）登録講習
２．講習会の実施時期・場所
（１）平成 23 年 11 月 30 日（水）

大阪

（２）平成 23 年 12 月 7 日（水）

東京

詳細は、講習会開催要領（別添資料２）をご覧ください。

以上

別添資料 １

既設特定住宅部品診断事業の概要

劣化度の診断等に特別の知見等を必要とする既設特定住宅部品（貯水槽）の診断を
適切に行うため、既設特定住宅部品の診断基準を定め、基準に従って診断を行う者を
財団に登録し、公表する制度です。
a）既設特定住宅部品にかかる診断の仕組み
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b）既設部品診断基準
既設部品診断士は、既設部品診断基準に従って診断を行います。
既設部品診断基準は、既設の特定住宅部品の劣化診断及び耐震診断に関して、その
診断項目、判定基準及び診断書の交付に関する事項について特定住宅部品毎に定め
ます。
c）既設部品診断士の登録・公表等
財団は、特定住宅部品の診断を行う者をその申請により登録し、財団のホームペー
ジで公表します。
（既設特定住宅部品の品目が貯水槽の場合、既設部品診断士を水槽診断士の名称と
します。
）
1)登録の要件 既設特定住宅部品の品目毎に定めます。
（水槽診断士の場合）
①水槽関連の実務経験（製造・販売・維持管理）を５年以上有すること
②財団が行う講習の修了者であること
2) 登録の有効期間・更新 登録の有効期間は５年で、引き続き登録を受ける場合は、
更新の手続きが必要です。
3) 登録の表明 財団の登録を受けた者は、財団の定めるマークを使用して財団の登録
を受けている旨を表明することができます。

別添資料２
講 習 会 開 催 要 領
１．開催日時及び開催場所
＊①、②いずれか最寄の会場にて受講願います。
① 平成２３年１１月３０日（水）大阪会場（社団法人

中央電気倶楽部）

大阪市北区堂島浜2-1-25
【 大阪会場受付：１２時５０分
② 平成２３年１２月

講習会：１３時２５分～１７時３０分 】

７日（水）東京会場（飯田橋レインボービル 2F 中会議室）
新宿区市谷船河原町11

【 東京会場受付：１２時５０分
※東京会場は定員９０名

講習会：１３時２５分～１７時３０分】

受付期間中でも定員になり次第締切りとなります

ので、なるべくお早めにお申し込みください。
なお締切り後の申込者が多い場合には、新たに講習会を開催する予定であり、
受講申込みをされた方で今回受講できなかった方にはご案内いたします。
２．受講対象者
水槽関連の設計、製造、販売、維持管理等の実務に関し５年以上の実務経験を有してい
る方が対象です。
３．登録講習受講料・水槽診断士登録料
１２,０００ 円（登録講習受講料１０,０００円＋水槽診断士登録料２,０００円）
※ 講習の考査結果が不合格の方には後日登録料を返還いたします。
４．講習会受講・登録申込
① 受講希望者は、財団法人ベターリビングのホームページ (http://www.cbl.or.jp）
より「水槽診断士登録講習・登録申込書」、「水槽診断士登録講習受講票」及び「水
槽診断士登録講習整理票」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
「水槽診断士登録講習整理票」の所定の欄に写真（縦3.0cm、横2.5cm、単身、脱帽、
正面上半身のもの, 裏面に氏名を記入）を貼付してください。
② 登録講習受講料・登録料（１２，０００円）を指定の銀行口座に振り込み、振込金
受領書（銀行発行）のコピーを「水槽診断士登録講習・登録申込書」の裏面に貼付し
てください。
指定の銀行口座
銀行名：みずほ銀行
口座番号：１０１３４０１

（振込手数料は、受講者側でご負担願います。）
支店名：丸の内中央支店
口座の種類：普通
口座名義人：財団法人ベターリビング

③「水槽診断士登録講習・登録申込書」、「水槽診断士登録講習受講票」及び「水槽診
断士登録講習整理票」を下記申込先まで郵送してください。
５．申込受付締切日
平成２３年１１月１６日（水）
６．受講票の送付
受講申込書を確認後、本人宛に受講票を送付いたします。
※１１月２３日（水）までに受講票が届かない場合は、下記までご連絡ください。
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７．講習会プログラム
別紙を参照してください。

【 申込先・問い合わせ先】
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング６階
財団法人 ベターリビング
水槽診断士講習係

企画開発部

高 橋

TEL03-5211-0595

FAX03-5211-0593
以上

【参考】水槽診断士登録までの流れ
水槽診断士登録講習・登録申込
（申込受付締切日 11/16）
[1] 登録講習・登録申込書
（振込金受領書コピーを裏面に貼付）
[2] 受講票
[3] 整理票（証明写真貼付－登録証用）

受講・登録申込者
● 講習会開催要領（申込書類一式含む）を
財団ホームページよりダウンロード
●登録講習受講料・水槽診断士登録料
12,000円を指定口座に事前振込
●申込書類一式を郵送にて申込み

財団
●受講申込者に受講票を送付

受講票送付 (11月中旬)
Tuki

財団
●講習の理解度を確認するため考査を実施
●考査合格者に修了証を交付

登録講習（11/30大阪・12/7東京）

水槽診断士登録・登録証送付（12月中旬）

財団
●修了者を水槽診断士として登録
●修了者に登録証を送付

財団
● 財団ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで登録者を公表
（公表内容）
氏名、登録番号、登録年月日、有効期限

登録者を公表（1月中旬）

※ 登録の有効期間及び更新登録について
登録の有効期間は５年間です。
今回登録した方で有効期間満了後も登録を希望する方は、有効期間満了の１年
または２年以内に更新講習を受講していただきます。
更新講習については、別途ご案内いたします。
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既設特定住宅部品診断士（水槽診断士）登録講習プログラム

〈大阪会場〉

日 時：平成２２年 １１月 ３０日（水）
会 場：社団法人 中央電気倶楽部
大阪市北区堂島浜２－１－２５

〈東京会場〉

日 時：平成２３年 １２月 ７日（水）
会 場：飯田橋レインボービル ２Ｆ 中会議室
新宿区市谷船河原町１１

受付時間

１２：５０～１３：２５

１３：２５～１３：３０
挨拶
１３：３０～１３：４０
既設特定住宅部品にかかる診断事業制度について
１３：４０～１５：１０
技術講習
＊＊＊＊＊休憩（１０分）＊＊＊＊＊
１５：２０～１６：１０
診断の事例報告

１６：１０～１６：３０
修了考査
１６：３０～１７：１５
特別講演： 未定
講 演 者： 未定

１７：１５～１７：３０
修了証交付

※プログラムは変更する場合があります。

【当日緊急連絡先：080-1051-0052
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高橋】

〈大阪会場〉

〈東京会場〉

〒162-0826

地下鉄

東京都新宿区市谷船河原町11
TEL 03－3260－4791

JR 飯田橋駅西口 下車5分
有楽町線・東西線・南北線 飯田橋駅神楽坂 B3出口 下車5分
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