令和 2 年 9 月一部改訂版

令和２年度

第２種作業環境測定士

登録講習

受講案内
中央労働災害防止協会（中災防）
作業環境測定士となるためには、作業環境測定士試験に合格後、登録講習機関において
所定の登録講習を受講する必要があります（作業環境測定法第 5 条）
。
中央労働災害防止協会は、東京労働局の登録を受けて、第２種作業環境測定士の登録講
習（第１種と第２種の共通科目）を実施します。

1．受講資格（受講できる方）
次のいずれかに該当する方が受験できます。
①作業環境測定士試験（第１種又は第２種）に合格した方
②作業環境測定士試験（第１種又は第２種）の全科目を免除されている方
2．講習の開催日程等
令和 2 年度の講習の開催日程、会場は次のとおりです。会場の詳細は、「15．講習会場
案内図」をご覧ください。（日程を変更しました。）
日程

会場

【変更後】12 月 23 日（水）～25 日（金）

安全衛生総合会館（東京都港区）

3．受講手続
受講申込手続は、次の手順で行います。

メールで

申込書類

予約申込

の提出

協会から
受講料

請求書を

振込

送付

協会から
受講票を

受講

送付

3.1 受講予約
①当協会にメールにて受講予約を行ってください。
送信先メールアドレス：sokutei@jisha.or.jp
件名：第２種作業環境測定士登録講習の予約
本文に記載する事項：
氏名
連絡先メールアドレス
連絡先電話番号
②当協会より予約受付メールを返信します。3 日以内（土曜・日曜・祝休日を除く）に予約
受付メールが届かない場合には、電話でお問い合わせください。（TEL 03-3452-6377）
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3.2 申込書類の提出
予約受付メール返信後 10 日以内（土曜・日曜・祝休日を除く）に、下記の提出書類一式
を送付してください。提出書類が期日までに到着しない場合には、原則として予約取消とな
ります。
注 1：送付先は、「12．講習に関する問い合わせ・受講申込書の送付先」をご覧ください。
注 2：提出書類に不備がある場合には、当協会より電話でご連絡いたします。
注 3：申込書類提出後の受講の取消については、「5．受講の取消（キャンセル）について」
をご覧ください。
①受講申込書（当協会ウエブサイトに掲載）
受講申込書は、受講者ご本人様がご記入ください。（鉛筆での記入不可）
また、予約受付メールに記載されている予約番号を、所定の欄にご記入ください。
②写真 1 枚（裏面に氏名記入の上、受講申込書に添付してください。
）
受講前 6 か月以内に撮影したもので、縦 3.5 ㎝、横 3.0 ㎝、正面脱帽、上三分身とし、
画像が鮮明なものとしてください。
③受講資格を証明する書類
下表をご覧いただき、ご自分の受講資格に対応する書類をご用意ください。
④該当する方のみ提出する書類
転居又は婚姻等により、住所又は氏名が受講資格を証明する書類と異なっている場合
には、「住民票（マイナンバーの記載のないもの）」を提出してください。
受講資格

資格を証明するために提出する書類等

1

作業環境測定士試験の合格者

・試験合格証のコピー

2

医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師

・免許証のコピー

3

環境計量士（濃度関係）で、環境計量士のための

・環境計量士登録証のコピー

試験科目免除講習の修了者

・試験科目免除講習修了証のコピー

核燃料取扱主任者免状を有する方で、核燃料取扱

・核燃料取扱主任者免状のコピー

主任者に選任されている方

・選任届のコピー＋選任継続証明書

4

又は 3 年以上の実務経験のある方
5

又は、3 年以上の実務経験証明書

原子炉主任技術者免状を有する方で、原子炉主任

・原子炉主任技術者免状のコピー

者に選任されている方

・選任届のコピー＋選任継続証明書

又は 3 年以上の実務経験のある方
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7

又は、3 年以上の実務経験証明書

第一種放射線取扱主任者免状を有する方で、放射

・第一種放射線取扱主任者免状のコピー

線取扱主任者に選任されている方

・選任届のコピー＋選任継続証明書

又は 3 年以上の実務経験のある方

又は、3 年以上の実務経験証明書

臨床検査技師で、指定大学を卒業している方

・臨床検査技師免許証のコピー

又は 3 年以上空気環境測定の実務経験のある方

・指定大学の卒業証明書及び科目履修証
明書
又は、3 年以上の実務経験証明書

（注）実務経験証明書、選任継続証明書の様式は、当協会ウエブサイトに掲載しています。
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3.3 受講料（消費税込み、書籍代は含まれません。）
８８，０００円
3.4 受講料の振込方法
①申込書類を受領後、振込期限を記載した受講料の請求書を受講者のご自宅（又は勤務先）
あてに送付します。
②請求書を受領後、振込期限までに、下記口座にお振込みください。振込期限までに振込
の確認が取れない場合には、受講取消とみなしますのでご了承ください。やむを得ず振
込が振込期限より遅れる場合は、その期限までに必ずご連絡ください。
（注）振込手数料は、振込者にてご負担ください。
銀行発行の振込金受取証をもって領収書に代えさせていたただきます。

三井住友銀行（0009） 東京公務部（096）
口座名義 中央労働災害防止協会

普通預金１６６８２７

4．受講票の交付
（1）必要な受講申込書類がすべて提出され、受講料の振込が確認されたのち、受講者のご
自宅（上記 3.4 で請求書を勤務先に送付した場合には、勤務先）あてに受講票をお送り
します（受講日の 10 日前頃）。受講開始日の 5 日前になっても受講票が到着しない場
合には、電話にてお問い合わせください。
（2）受講票が到着しましたら、受講月日、氏名をご確認ください。不明な点がありました
ら、ご連絡をお願いします。
5．受講の取消（キャンセル）について
受講者の都合による取消（キャンセル）は、電話連絡の上、その日のうちにメールでも
その旨ご連絡ください。
TEL： 03-3452-6377
メールアドレス：sokutei@jisha.or.jp
また、受講取消に関するキャンセル料の取扱いは次表のとおりです。
キャンセル料
①受講開始日から起算して 7 日前から受講開始日の前日まで

受講料の 30％

の間に取消の通知があった場合
②受講開始日当日以降に取消の通知があった場合

受講料の 100％

（講習当日に無断欠席した場合を含む）

（受講料返還なし)

※日数の計算には、土曜・日曜・祝休日を含みません。
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6．受講科目及び時間
（1）講習の時間割（3 日間とも昼食休憩 1 時間あり）
1 日目

9：00～9：20

受付

9：20～ 9：30

オリエンテーション

9：30～16：50

講義（労働衛生管理の実務）

2 日目

9：00～17：30

講義・演習（デザイン及びサンプリングの実務）

3 日目

9：00～15：20

実習（サンプリング、簡易測定機器）

15：20～17：20

修了試験（筆記、実技）

17：20 以降

修了試験の結果通知、不合格者への再試験の実施
（再試験の終了時刻は 19 時頃を予定）

（2）講習会場での講義等の録音、写真撮影等はお断りします。
7．修了試験について
(1) 試験内容及び受験資格
修了試験は、筆記試験及び実技試験により実施します。筆記試験には、講習内容のほか、
作業環境測定士として実務上必要な知識も含まれます。
なお、修了試験は、講習時間の全時間を受講した者に対して行うものであり、遅刻又は早
退した場合は、修了試験の受験資格が失われますのでご注意ください。（列車、バス等の遅
れ等による遅刻の場合も受験資格が失われます。遠方の方は、講習前日は会場近くに宿泊す
るなどの対策をとっていただくことをお勧めします。）
(2) 再試験
修了試験は講習当日に採点し、講習会場にて受講者に試験結果をお伝えします。
修了試験に合格した方は、お帰りいただきます。修了試験に不合格だった方は、講習当日、
同じ会場にて再試験を受けることができます。
8．修了証の交付等
修了証は、所定の講習時間の全部を受講し、修了試験に合格した方に後日郵送で交付し
ます。
（修了試験（再試験を含む。）に不合格だった方には、その旨の通知を郵送します。）
修了証を郵送する際、
「原本と相違ない」旨の証明済の修了証コピーを同封しますので、
指定登録機関に作業環境測定士として登録する際の提出書類としてご使用ください。
9．講習当日の携行品
（1）受講票
（2）筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、ボールペン（黒））
（3）電卓（対数・統計機能付きのもの）
注：プログラム計算機能を有する計算機は、修了試験の際には使用できません。また、
電卓の使用方法の講義は行いませんので、各自で習熟しておいてください。
（公益社団法人日本作業環境測定協会のウエブサイト内の「電卓の使用について」
をご覧ください。）
（4）テキスト（「10．テキスト（書籍）」を参照の上、ご用意ください。
）
（5） 講習 3 日目に実習がありますので、安全のためサンダルでの参加はご遠慮ください。
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10．テキスト（書籍）
公益社団法人日本作業環境測定協会発行の書籍をテキストとして使用します。
①「作業環境測定ガイドブック 0

総論編」

②「作業環境測定のための労働衛生の知識」
注：書籍は改訂される場合があり、講習では最新版を使用しますので、お持ちでない場合
は、日本作業環境測定協会のウエブサイトより最新版をご購入ください。
11．昼食など
講習の当日、会場内で昼食をとることは可能です。また、会場近くにコンビニエンススト
アや飲料の自動販売機があります。
12．講習に関する問い合わせ・受講申込書の送付先

中央労働災害防止協会
〒108-0014

労働衛生調査分析センター

東京都港区芝 5-35-2

健康開発課

安全衛生総合会館 8 階

TEL 03-3452-6377
電話受付：月～金（土・日・祝休日を除く）
9：00～12：00、13：00～17：00
メールアドレス

sokutei@jisha.or.jp

13．個人情報について
受講に関してご提供いただいた個人情報は、個人情報に関する法令及びその他の規範を
遵守し、適切に取り扱います。
また、この講習の運営のために利用いたしますが、他に当協会が行うセミナーの案内、各
種情報の提供等に利用させていただくことがございます。個人情報についてこのような利
用に同意されない場合は、受講申込書で意思表示願います。
14．その他（新型コロナウイルス感染症対策）
（1）受講者の方には次のとおり対応をお願いいたします。
①発熱、咳、その他通常とは異なる体調の場合は、受講をお控えください。
②受講の際は、マスクの着用をお願いします。
③換気を実施するため、調節可能な服装での参加をお願いします。
④講習会場内への出入りの際は、手指のアルコール消毒をお願いします。（会場に準備
します。）
⑤講習会場内での飲食は可能ですが、飲食中の私語はお控えください。
（2）当協会では次のとおり対策を実施いたします。
①可能な限り受講者間の座席の間隔を空けます。
②講習会場の換気を実施いたします。
③講義机等はアルコールにより消毒いたします。
④講師はマスク等を着用して対応いたします。
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15．講習会場案内図

安全衛生総合会館

８階

大会議室

〒108-0014 東京都港区芝５－３５－２
ＪＲ田町駅（三田口）より徒歩５分
都営浅草線／三田線（A2 出口）より徒歩３分

日比谷通り
都営三田線 三田駅

安全衛生総合会館
ハローワーク
品川

港区勤労
福祉会館

都営浅草線 三田駅
★A2 出口

第一京浜
三田口

JR 田町駅
東京駅→

←品川駅
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