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ビルクリーニング分野特定技能 1号評価試験の受験案内 

Examination guide for Building cleaning Management skills evaluation test 

（in Philippines） 

 

試験実施機関:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 

The testing organization : Japan Building Maintenance Association 

 

１ 概要 (Overview) 

ビルクリーニング分野特定技能１号評価試験とは、日本の在留資格「特定技能」におけるビルク

リーニング分野の要件として、ビルクリーニング業に関する技能・知識を確認するための試験です。 

日本のビルクリーニング作業とは、多数の人が利用するオフィス、ショッピングセンター、ホテ

ルなどの建物内部の汚れを取り除き、清潔さを維持する作業をいいます。具体的には、玄関ホール、

通路、トイレ、床、壁面等の清掃やホテルのベッドメイク作業等を行うもので、一般住宅の清掃を

行うハウスクリーニングとは異なります。 

 

The Building cleaning Management skills evaluation test is conducted to confirm skills and knowledge of the 

Building cleaning Management field for the residence status “specified skilled worker”.  

Building cleaning management in Japan is the duties of eliminating environmental pollutants present in the 

buildings, such as offices, shopping centers and hotels, used by a number of people to maintain the cleanliness 

of interior of buildings. 

To be more specific, it refers to cleaning places such as the entrance hall, the passage, the toilet, the floor and 

the bed making work at hotels. House cleaning work is not included in building cleaning work. 

 

２ 試験期間 (Date of implementation of the test) 

2020年２月 28日（金）～３月１日（日） 

 

From February 28 to March 1, 2020 

 

３ 試験会場 (Place of implementation of the test) 

 フィリピン大学内ユニバーシティホテル（ケソン市） 

 

Philippines University, University Hotel (Quezon City) 

Address: Corner Aglipay & Guerrero Streets, University of the Philippines, Diliman, Queson City 1101  
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４ 受験手数料 (Examination fee) 

 1,000PHP (約 2,200円） 

 ※全て銀行振込です。振込手数料はご負担ください。 

 ※振込先は、受験申請者にメールでご案内いたします。 

 

 1,000PHP (approx. 2,200 JPY） 

* Bank transfer is the only payment method. All bank charges must be paid by applicants. 

* Applicants will be notified information of the transfer destination account via e-mail. 

 

５ 受験資格 (Examination qualification) 

 年齢：2003年 2月 28日以前に生まれた者 

 学歴：問いません 

 

Age：Those born before February 28, 2003 

Academic background(school career)：No matter. 

 

６ 試験内容と合格基準（Method of the Test and Passing criteria） 

ビルクリーニングに関する判断試験（ペーパーテスト）と作業試験を行います。 

ペーパーテストは、写真とイラストを用いる試験です。 

作業試験は３つの課題で構成されています（作業１：床面の定期清掃作業、作業２：ガラス面

の定期洗浄作業、作業３：洋式大便器の日常清掃作業） 

判断試験と作業試験ともに 60％以上の点数が必要です。 

*添付の実技試験問題を確認してください。 

 

Judgement test (Paper Test) and practical test of the duties and responsibilities relating to building cleaning 

will be conducted. Judgement test uses photo and picture. 

Practical test consists of 3 tasks（Task 1: Regular floor cleaning, Task 2: Regular window glass cleaning, 

Task 3: Daily western-style toilet bowl cleaning） 

At least 60% correct in both the judgement test and practical test. 

* See attached practical test questions. 

 

７ 定員（Capacity of test site） 

 約３００名（先着順） 

 

About 300 seats（first come, first served） 
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８ 受付期間（Examination Application Period） 

2020年１月 27日（月）13：30～29日（水）13：30（日本時間） 

WEB 申請 https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu#ph 

 

From 13:30 27 January to 13:30 29 January 2020 (Japan time)  

WEB application   https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu#ph 

 

９ 合格発表（Results Announcement） 

 合否結果は、2020年 3月 19日にメールで通知します。 

 

 Pass/Fail result will be informed to examinees on 19 March 2020 via email. 

 

10 合格証明書の発行（Issuance of pass certificate） 

 合格者と受入れ機関で雇用契約が結ばれることが決定した後、合格証明書の申請及び発行手数料

14,300円（消費税10%込み）の納付手続きを経て、受入れ機関に合格証明書を交付します 

 

After the accepting institution and the successful applicant have decided to sign an employment contract, 

the accepting institution will apply to Japan Building Maintenance Association for the issuance of a pass 

certificate and will pay 14,300 yen (including 10% consumption tax) as an issuing fee, then we will issue it 

to the accepting institution. 

 

 

 

問い合わせ（日本語限定）(Contact (Japanese only)) 

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 

Japan Building Maintenance Association 

tokuteiginou@j-bma.or.jp 

 


