
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会場での受講の他、当日リアルタイムでご自宅や職場から受講していただくことができます。 

また、当日ご参加できない方々のために、後日講義を録画したアーカイブ動画配信を行います。 

１．開催日・科目・講習時間・受講料 

①会場およびハイブリッド開催の日程 

開催日に会場またはオンラインで視聴して頂く形式になります。 

（会場参加の方は 9時 20分までにご着席ください。） 

 

開催場所：  三田労働基準協会ビル 3階研修室 

       〒108－0014 東京都港区芝４－４－５  

 

科    目 
会場および 

ハイブリッド開催日 

 

講習時間 

受講料（税込） 

（テキスト代は含まれません） 

一  般 日測協会員 

第

２

種 

分析に関する概論 
11月 28 日(月) 

～11月 29日(火) 
9： 30～ 16： 30 33,000円  22,000円  

デザイン・サンプリング 11月 30 日(水) 9： 30～ 17： 00 16,500円  11,000円  

労働衛生関係法令 12月 1日(木) 9： 30～ 16： 30 16,500円  11,000円  

労働衛生一般 12月 2日(金) 9： 30～ 16： 30 16,500円  11,000円  

 

②アーカイブ配信の期間 

配信期間内に、ご自由なタイミングで好きな場所で 

視聴し勉強して頂く形式になります。 

 

令和４年度 第 2回 

作業環境測定士試験 受験準備講習のご案内 

～ハイブリッド開催およびアーカイブ動画配信～ 

  

 

 

作業環境測定士とは？ 

作業環境測定士は、職場の化学物質等のリスク管理の中心と

なる専門的国家資格です。 

受験準備講習を受けて合格を勝ち取りましょう！ 

 



 

科    目 
アーカイブ 

動画配信期間 

講習時間 受講料（税込） 

（テキスト代は含まれません） 

一  般 日測協会員 

第

２

種 

分析に関する概論 

12月 19日(月)10時～ 

令和 5年 1月 6 日(金)16時 

6時間  33,000円  22,000円  

デザイン・サンプリング 6時間 30分  16,500円  11,000円  

労働衛生関係法令 6時間  16,500円  11,000円  

労働衛生一般 6時間  16,500円  11,000円  

 
２．定  員 会場参加      各科目１０名まで   

       オンライン参加   各科目３００名まで 

       アーカイブ動画配信 定員の上限無し 

 

３．受講対象 作業環境測定士国家試験の受験を希望する方。なお、国家試験の科目

免除規定に関しましては、作業環境測定法施行規則第 17 条をご覧の

うえ、お申し込みください。 

 

４．申込受付期間 

  会場参加およびオンライン参加  令和４年 11月 7日(月)まで 

  アーカイブ動画配信参加     令和４年 11月 28日(月)まで 

定員になり次第締め切らせていただきます。 

 
５．申し込み方法 

 (1) 受講申し込み方法 

  当協会ウェブサイト（https://www.jawe.or.jp/kosyu/jyukenmae.html）よりお申込みをお願いします。 

上記 URLより「Ｗｅｂ申し込み」をクリックすると「作業環境測定士試験受験準備講習 受講受付フ

ォーム」が表示されますので、必要事項をご記入のうえ、送信をお願いします。 

※なお、会場参加は席に限りがございます。満席になった場合は、席が確保できない場合があります。 

 

 (2) 受講料の振込 

   当協会で受講申込の確認後、ご指定の送付先に納付書（所定の振込用紙）を郵送します。受講料の

お支払いは、お送りした振込用紙にて指定した期日までにお振り込みください。 

  ※現金書留および窓口での現金による取り扱いはしておりません。 

 

 (3) 受講票の交付 

  （ア）会場で受講する方 

当協会で受講料の入金を確認しましたら、ご指定の送付先宛に受講票をお送りいたします。 

https://www.jawe.or.jp/kosyu/jyukenmae.html


講習初日の 7日前までに届かない場合は、当協会研修センターまでお問い合わせください。 

 

（イ）オンラインで受講する方 

当協会で受講料の入金を確認しましたら、受講票の代わりとして Zoomの登録 URLが記載されている

「受講方法について」をメールにてお送りいたします。参加登録を行いますと、承認されミーティン

グ参加の URLがメールに送付されますので、当日は講習開始の 5分前までに参加 URLをクリックし、

講習会にご参加ください。 

 

（ウ）動画視聴の方 

受講票の代わりとして動画の視聴方法の詳細なご案内および講義資料をお申し込みの際に選択いた

だいた勤務先またはご自宅に講習会開始日の５日前までに郵送いたします。 

納付書（振込用紙）と講義資料の送付先が異なる場合は、ご連絡をお願いいたします。  

 

※受講前の確認事項  

①当協会ウェブサイト上に掲載される講義動画をご視聴いただきます。 

②動画を視聴できる環境であることを事前に当協会ウェブサイトに掲載されているテスト動画でご

確認ください。 

③講義動画の録音、録画、ダウンロードは、著作権法の観点から禁止されております。 

６．講習科目および講習内容 

当協会刊行の『作業環境測定士試験 問題と解説（2022 年）』および関連のテキストを併用し、出題傾

向と過去に出題された国家試験問題の解説等についてテキストの執筆者を中心とした講師陣がわかりや

すく解説いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習科目 内    容 
使用書籍 

番  号 

第
２
種 

労 働 衛 生 

一 般 

作業場における有害原因が人体に及ぼす影響、作業環境

の評価及び改善、作業方法の改善、労働衛生保護具 

Ｊ－８ 

Ｊ－94 

労 働 衛 生 

関 係 法 令 

労働安全衛生法、作業環境測定法及びじん肺法並びにこ

れらに基づく命令のうち労働衛生に係るもの 
Ｊ－82 

デ ザ イ ン・ 

サンプリング 

統計に関する基礎理論、ガス、蒸気及び粉じんの性質、

測定点等の設定方法、測定機器の選択方法、試料採取機

器の原理及び使用方法、採取した試料の管理方法、簡易

測定機器の原理及び使用方法 

Ｊ－86 

Ｊ－87 

Ｊ－90 

Ｊ－94 

分 析 に 関 

す る 概 論 

分析化学の基礎理論、定性分析 

重量分析、容量分析、機器分析 

Ｊ－11 

Ｊ－94 



 

 

７．テキスト（書籍） 

 (1) 下記表の書籍（最新版）を事前にご用意ください。テキスト（書籍）は、科目ごとに異なりますの

で、前掲の表でご確認ください。 

書籍番号 書  籍  名 

Ｊ－86 作業環境測定士のためのデザイン・サンプリングの実務―Ａ・Ｂ測定編―（上） 

Ｊ－87 作業環境測定士のためのデザイン・サンプリングの実務―Ａ・Ｂ測定編―（下） 

Ｊ－90 作業環境測定士のためのデザイン・サンプリングの実務―Ｃ・Ｄ測定編― 

Ｊ－８ 作業環境測定のための労働衛生の知識 

Ｊ－11 作業環境測定のための分析概論 

Ｊ－82 
作業環境測定士・労働衛生コンサルタント等資格取得のための労働衛生関係法令の
要点の解説 

Ｊ－94 作業環境測定士試験 問題と解説（2022年）―第２種― 

 

 (2) 購入方法 

  テキスト（書籍）の購入は、当協会 EC サイト（https://www.jawe.or.jp/ec/）をご利用ください。 
 
 (3) 支払方法（口座振込または代金引換） 

  書籍と併せて「請求書」および「払込取扱票」を送付いたしますので、受領後、指定の期日までにお

振り込みください。代金引換（日本郵便「代金引換ゆうパック」）の場合、書籍の到着と引き換えに代

金をお支払いください。 

  なお、テキスト（書籍）代および払込手数料（または代金引換手数料）は受講料とは別に各自のご負

担となりますので、あらかじめご了承ください。 

 

８．講習当日の持ち物 

◆会場で受講する方 

 次の①～④をご持参ください。 

 ①受講票 

 ②筆記用具 

 ③電卓（関数電卓は不要） 

  注１．四則計算ができる一般的な電卓。ただし、音を発しないもの。 

   ２．労働衛生一般、労働衛生関係法令以外の科目で使用します。 

 ④テキスト （※書籍は必ず事前にご購入下さい。） 

◆オンラインで受講する方 

 受講時は次の①～⑤をご準備ください 

 ①受講方法について （Zoom での参加方法が記載されています。） 

②筆記用具 



 ③電卓（関数電卓は不要） 

  注１．四則計算ができる一般的な電卓。 

   ２．労働衛生一般、労働衛生関係法令以外の科目で使用します。 

 ④受講科目のテキスト（※書籍は必ず事前にご購入下さい。） 

 ⑤受講科目の講義資料（事前に郵送いたします。） 

 

◆動画視聴の方 

 受講時は次の①～⑤をご準備ください 

 ①受講方法について （動画の視聴方法が記載されています。） 

②筆記用具 

 ③電卓（関数電卓は不要） 

  注１．四則計算ができる一般的な電卓。 

   ２．労働衛生一般、労働衛生関係法令以外の科目で使用します。 

 ④受講科目のテキスト（※書籍は必ず事前にご購入下さい。） 

 ⑤受講科目の講義資料（事前に郵送いたします。） 

 

９．キャンセルの取扱いについて 

  受講料お振込み後のキャンセルの場合は、③の場合を除きキャンセル料を徴収させていただきます。

受講の取消は、電話でご連絡いただき、確認のためその日のうちに FAX による連絡もお願いいたしま

す（FAX の形式自由。） 

  なお、オンライン参加の場合は、Zoom の参加 URL、アーカイブ動画配信の場合は、動画視聴用のパス

ワードの通知後のキャンセルによる返金は承ることができません。 

 ①受講日の２日前から当日までに、 

  取消通知または欠席の場合      返金無し 

 ②受講日の６日～３日前までに取消通知 受講料の 50％ 

 ③受講日の７日前までに取消通知    無  料 

  注意：ただし、土、日、休日、祝日は日数にいれません。 

 

10．お問い合わせ先 

 

 

 

 

 

（公社）日本作業環境測定協会 研修センター 

〒108－0014 東京都港区芝 4丁目 4番 5号 三田労働基準協会ビル６階 

ＴＥＬ 03－3456－1601 FAX 03－3456－5854 

電話受付：月～金（土・日・祝休日を除く）9：00～12：00、13：00～17：00 

https://www.jawe.or.jp 

 



11. 個人情報保護について 

  受講に関してご提供いただいた個人情報は、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守

し、適切に取扱います。 

  また、この講習の運営のために使用いたしますが、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あります。 

  個人情報のこのような利用に同意されない場合は、申込書で意思表示願います。 

12. 免責事項について  

  火災、地震、水害、落雷その他の天変地異、輸送機関等のサービスの停止、感染症、社会的騒乱、公

権力による命令、その他の当協会の責に帰さざる理由によるサービスの停止・中断により講習会が開催

できなかった場合、それにより受講者の皆様その他の第三者に生じた損害について、当協会は一切の責

任を負いかねますので、予めよろしくご理解をお願いいたします。 

＜参考＞ 

☆作業環境測定士国家試験の申込先 

作業環境測定士試験は、（公財）安全衛生技術試験協会が実施しております。 

従って、試験の「受験申込書」の入手および受験申込受付等については、次の（公財）安全衛生技術試

験協会へお問い合わせください。 

 

（公財）安全衛生技術試験協会 

〒101－0065 東京都千代田区西神田 3丁目 8－1 

千代田ファーストビル東館 9階 

TEL 03－5275－1088 

https://www.exam.or.jp/ 

 

  

https://www.exam.or.jp/


開催場所 地図 

 
三田労働基準協会ビル 3 階研修室 
〒108－0014 東京都港区芝４－４－５  
 
【JR】  

JR 田町駅 三田口(西口)より 徒歩 8 分 

 

【地下鉄】 

都営地下鉄三田線、都営地下鉄浅草線 三田駅 A9 番出口より 徒歩 2 分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
三田労働基準協会ビル 

 
 


