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2021 年 2 月 10 日 

（一社）日本非破壊検査協会 

認証事業本部 

 

新型コロナウイルス（COVID-19）に伴う 

二次試験・再認証試験 受験料振替の措置について 

（2021年 1-3月実施）【認証第 12報】 

 

11 都府県において発出されていた緊急事態宣言は、2021 年 2 月 2 日、10 都府県で 3 月 7 日まで延長することが

発表されました。 

緊急事態宣言が発出されている状況ではありますが、現在、国・地方自治体から資格試験中止の要請はないことから、

2020 年秋期二次試験、2021 年春期再認証試験、2020 年秋期再認証再試験➁、及び 2020 年春期再認証再試

験➁は、感染拡大防止対策を行いながら予定どおり 2021 年 1-3 月に実施しております。 

緊急事態宣言下での試験実施には様々なご意見をいただいておりますが、安心・安全を維持するために必要な資格認

証を継続することは認証機関としての社会的責務であることをご理解いただきますようお願い申し上げます。 

ただし、1-3 月期に実施する実技・筆記試験（L3）のほとんどが緊急事態宣言下で実施されるという状況を鑑み、勤務

先から出張許可がおりない等の理由で今期受験が困難な方は、今期の受験料を次期 5-6月の試験に「再試験」受験料と

して振り替える措置を行います。詳しくは下記をご参照くださいますようお願いします。 

 

記 

 

１．受験料の振替措置について 

（1）該当試験：2021年 2月 1日（月）～3月 11日（木）に実施する次の試験 

・2020 年秋期二次試験    ・2020 年秋期再認証再試験➁    ・2020 年春期再認証再試験➁ 

・2021 年春期再認証試験 

（2）措置内容 

・今期お振込みいただいた受験料を次期2021年5-6月の試験に「再試験」受験料として振り替えます。ただし、本措置

は受験延期ではありません。 

・5-6 月の再試験を受験しない場合でも受験料の返金はありません。 

・今期は「欠席による不合格」の扱いとなります。ただし、不合格通知書は発送しません。 

・今期、二次再試験➁・再認証再試験➁に該当している方は、認証事業部（TEL03-5609-4014）までご連絡くだ

さい。 

（3）申請期限：2021年 2月 22日（月）必着 

3 頁の「受験料振替申請書」に必要事項をご記入の上、上記申請期限までに FAX で提出してください。 

 

２．2021年 1月以降実施の試験における受験料に関する注意事項 

（1）資格試験は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を行いながら通常通り実施いたします。新型コロナウイルスに関連

した受験辞退による受験料免除（返金）の措置はございません。 

（2）受験の有無にかかわらず、受験申請をもって受験料の全額納入の義務が生じます。従って、試験の欠席による受験

料の未払いは認めませんのであらかじめご了承ください。ご入金がない場合は合格が取り消されるとともに、今後受験が

できなくなりますのでご注意ください。 
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３．次期 2021年春期（5-6月）の試験に振り替える場合の取り扱い 

「受験料振替申請書」を提出すると今期の試験は「欠席による不合格」となります。ただし、不合格通知は発送しません。「受験料振替申

請書」の提出をもって次期再試験対象者とし、再試験の試験案内（集合日時）をお送りします。 

＜新規試験＞ 

今期の試験 

（2021年 1-3月） 

次期の試験 

（2021年 5-6月） 
受験料・再試験受験申請 

2020年 9月実施の 2020年秋期一次試験に合格し、今期二次試験を受験する方（レベル 1～3） 

2020 年 9 月実施の 2020 年秋期 

一次試験に合格し、今期二次試験を

受験する方 

①一次新規試験(-A0) 

➁一次再試験 1回目(-A1) 

➂一次再試験 2回目(-A2) 

2021 年春期二次再試験 1 回目(-A1)の試験案内

（集合日時）と新しい受験票を送付します。 

[4 月 16 日発送予定]  

・再試験受験申請は不要 

・受験料は“-A0、-A1、-A2”

を振替 

2020年秋期試験を二次試験から受験する方（レベル 3） 

④レベル 3 二次新規(-A0) 
2021 年春期二次再試験 1 回目(-A1)の試験案内

（集合日時）を通知します。[4月 16 日発送予定] 

・再試験受験申請は不要 

・受験料は“-A0”を振替 

⑤レベル 3 二次再試験 1 回目 

(-A1、D1、F1) 

2021年春期二次再試験2回目(-A2、D2、F2) の試

験案内（集合日時）と新しい受験票を送付します。 

 [4 月 16 日発送予定] 

・再試験受験申請は不要 

・受験料は“-A1、D1、F1”を

振替 

⑥レベル 3 二次再試験 2 回目 

(-A2、D2、F2) 

認証事業部（TEL03-5609-4014）まで 

お問い合わせください。 
－ 

2020年秋期試験を二次試験から受験する方（レベル 1、2） 

➆二次再試験 1 回目(-A1) 

2021 年春期二次再試験 2 回目(-A2)の試験案内

（集合日時）と新しい受験票を送付します。 

[4 月 16 日発送予定] 

・再試験受験申請は不要 

・受験料は“-A1”を振替 

⑧二次再試験 2 回目(-A2) 
認証事業部（TEL03-5609-4014）まで 

お問い合わせください。 
－ 

＜再認証試験＞ 

今期の試験 

（2021年 1-3月） 

次期の試験 

（2021年 5-6月） 

受験料 

2021年春期再認証試験を受験する方（レベル 1、2） 

➈再認証試験(-A0) 

2021 年春期再認証再試験 1 回目(-A1)の試験案内

（集合日時）と新しい受験票を送付します。 

[4 月 16 日発送予定] 

・受験料は“-A0”を振替 

2020年秋期再認証再試験 2回目を受験する方（レベル 1～3） 

➉再認証再試験 2 回目(-A2) 
認証事業部（TEL03-5609-4014）まで 

お問い合わせください。 
－ 

2020年春期再認証再試験 2回目を受験する方（レベル 1～3） 

⑪再認証再試験 2 回目(-A2) 
認証事業部（TEL03-5609-4014）まで 

お問い合わせください。 
－ 

※2021 年春期実技試験（5-6 月）の日程は、協会 HP(http://www.jsndi.jp/)にて確認してください。 

※本件についてご不明な点がございましたら認証事業部（TEL 03-5609-4014）にお問い合わせください。 

※新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 以上 

http://www.jsndi.jp/)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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ＦＡＸ ０３－５６０９－４０６２ 

一般社団法人 日本非破壊検査協会 

認証事業部 御中 

 

受験料振替申請書 

（2021年 1-3月期） 

 

次の注意事項をご了承の上、申請してください。 

＜注意事項＞ 

・本申請書の提出により、受験料を次期 5-6 月の試験に「再試験」受験料として振り替えます。ただし、受験辞退、試験

延期のための申請書ではありません。 

・次期 5-6 月期に受験しない場合でも、受験料の返金はありません。 

・受験料の振替を希望する方は、受験料のご入金をご確認の上、申請してください。 

・5-6 月の再試験を今期の試験と異なる地区で受験したい場合は希望地区を記入してください。（NDT 方法・レベルに

より地区の設定がない場合があります） 

・受験料振替申請書に必要事項をご記入の上、次の 3 点を FAX してください。 

    ・「受験料振替申請書」  ・受験票コピー  ・受験料の振込受領書コピー 

 
申請日：2021 年 2月      日 

１．受験者（必須記入） 

個人コード Ｐ          

受験番号      －      －   

受験期（チェックする） 
□2020 年秋期二次試験       □2021 年春期再認証試験 

□2020 年秋期再認証再試験➁  □2020 年春期再認証再試験➁ 

受験者氏名・押印 
ﾌﾘｶﾞﾅ                                    

印 
 

２．申請者（申請者と受験者が同一人物の場合は記入不要） 

勤務先・所属  

住  所 

〒 

 

TEL                        / FAX 

申請者氏名・押印 印 

 3．受験地区変更 

今期の受験地   希望する受験地区  
 

 

 

FAX到着日 電話確認日 変更処理日 備考 

 

＊FAX 送信後、届いていることを必ず電話で確認して下さい

（TEL03-5609-4014） 

＊申請期限：2021年 2月 22日（月） 


