2022年6月7日

２０２２年度 産業洗浄（高圧洗浄作業）技能検定事前講習会申込要領
公益社団法人 日本洗浄技能開発協会
関西支部
本年度も、産業洗浄（高圧洗浄作業）受検対策として 下記要領で事前講習会を実施いたしますので、
ご案内いたします。（本講習会は学科試験・実技ペーパー試験受検者向けの講習となります。）

１．開催日

２０２２年７月１８日（月）～ １９日（火） ２日間
時間： ７月１８日（月）９時３０分～１７時００分 （受付開始は９時１０分）
７月１９日（火）９時００分～１７時００分

２．講習会会場 エル・おおさか（大阪府立労働センター） 南館１０階 １０２３号室
〒540-0031 大阪市中央区北浜東３－１４ TEL：06-6942-0001
３．募集人員

４５名

定員になり次第申込受付を締め切ります。

４．提出書類

同封の受講申込書をファックスにてご提出ください。

５．受講申込締切日

２０２２年６月３０日（木）

６．受講申込先 〒６６９－１３３９ 兵庫県三田市テクノパーク２８番地
株式会社 モリタエコノス内
（公益社団法人）日本洗浄技能開発協会 関西支部 笹 宛
TEL： ０７９－５６８－２００４
FAX： ０７９－５６８－７７０６
７．受講料

《会員》 １名 受講料：23,000円 ﾃｷｽﾄ：8,150円 過去問題集：2,040円 合計：33,190円
《一般》 １名 受講料：32,000円 ﾃｷｽﾄ：11,000円 過去問題集：3,300円 合計：46,300円
※２０２１年度より、テキスト・問題集が若干の値上がりをしております。
※テキストについて
今回テキストが不要の場合は、会員：8,150円 ・一般：11,000円を差引した金額を
受講料といたします。
※過去問題集は毎年発刊しています。その為、今年度の講習会で使用するのは
今年度発刊のものになりますので、受講者全員にご購入いただく事となります。
よって、過去に購入頂いた方も今年度発行のものを新たにご購入いただくことになります。

※お申し込みいただいたテキスト・過去問題集は講習会当日（１日目）にお配りします。
※テキスト・過去問題集のみ、ご購入希望の場合は、申込書の空欄にその旨ご記入下さい。
８．振込先

銀行名
りそな銀行阿倍野橋支店
口座番号
普通預金 6659444
口座名
（公益社団法人）日本洗浄技能開発協会関西支部
※お振込みは、会社単位で会社名でも結構です。
※振込み手数料は貴方でご負担ください。
※お振込みは６月３０日（木）迄にお願いします。

支部長 田中 重裕

※注 ◎持参していただくもの ①筆記用具
②蛍光ペン
③電卓
④定規（30㎝程度）
⑤実技試験（作業試験）問題
⇒ 大阪府で受検申請された方は、後日、受験票と一緒に送付します。
⇒兵庫県・京都府・滋賀県で受検申請された方は、それぞれの職業能力開発協会から送付されます。

◎受講票は発行しませんので、ご了承下さい。
◎受講料は、いかなる理由でも返却できませんので、ご了承下さい。
※別紙１・別紙１－１ 感染拡大防止チェックリストを当日に持参して下さい。（１人 １枚ずつ）
※複数人受講の場合は、コピーをしてご使用ください。
以上

公益社団法人 日本洗浄技能開発協会
関西支部 笹 真由美 宛

ＦＡＸ：０７９－５６８－７７０６

２０２２年度 産業洗浄（高圧洗浄作業）技能検定 事前講習会受講申込書
産業洗浄（高圧洗浄作業）技能検定事前講習会 ２０２２年７月１８日（月）～１９日（火）の受講を致したく、
下記の通り
名の受講を申し込みます。
※事業所単位で、まとめてお申し込み下さい。
ＴＥＬ
会社事業所名

（

）

（

）

TEL･FAX
必ず
ご記入
下さい

ＦＡＸ
〒

会社所在地
申込責任者

印

（会員№

）←会員企業のみ記入下さい。

受講希望者
フリガナ
受講希望者氏名

№

住

テキスト要の場合は○
不要の場合は×

所

〒
1
〒
2
〒
3
〒
4
〒
5
〒
6
〒
7
※お申込み頂いたテキスト・過去問題集は講習会当日（１日目）にお配りします。
※テキスト・過去問題のみご購入の場合は、その旨、空欄にご記入下さい。
受講料内訳
テキスト要

人数

金額

テキスト不要

会員企業

３３，１９０円

２５，０４０円

非会員

４６，３００円

３５，３００円

振込（予定）日：

月

人数

日

金額

（入金確認

受講料合計

／

）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
※以下、（公益社）日本洗浄技能開発協会 記入欄

お申し込み有難うございました。上記内容にて承りました。
受付日：

受付№
公益社団法人 日本洗浄技能開発協会
関西支部

感染拡大防止チェックリスト

別紙１

2022年7月18日(月)

※枠内は事前にご記入の上、講習会会場受付に提出して下さい。
会社名

氏名

🔷 下記の１・２・３に該当しない方は記入欄に○を記入して下さい。
１．講習会開催日前７日間における以下の①～⑦の事項に該当するものはありますか？
①平熱を越える発熱

該当なし

②咳、のどの痛みなどの風邪の症状

1.記入欄

③だるさ（倦怠感）、息苦しさ
④嗅覚や味覚の異常

該当なし

⑤身体が重く感じる、疲れやすい等

2.記入欄

⑥新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

該当なし
3.記入欄

２．過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国地域等への渡航又は当該国等の在住者との濃厚接触はありますか？
３．講習会当日の朝、平熱より高い体温や風邪の症状はありますか？
上記

１・２・３のいずれかに該当する方は、来場をご遠慮下さい。

🔷 濃厚接触者について
令和4年3月18日付で大阪府が公表した濃厚接触者の自宅待機等の考え方に基づき、濃厚接触者の方は、新型コロナウイルス
感染症患者と最後に接触があった日(0日)から7日間経過後(8日目)に待機解除となります。
同居家族など生活を共にする人の場合は、患者の発症日(無症状の場合は検体採取日)又は発症後住居内で感染対策を講じた
日のいずれか遅い方を0日とし起算ください。健康観察期間中は、ご自身で健康観察を行い、不要不急の外出は出来る限り
控えて下さい。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、自宅待機期間等の変更が発生する場合がございます。
詳しくは、下記URLより大阪府健康福祉部感染症対策企画課HPをご確認ください。

🔷 陽性者について
新型コロナウイルス感染患者については、発症日(無症状者については、PCR検査等の検査により陽性が判明した日)を
0日目として、無症状者については8日目に療養解除となり、有賞状者については発症日から10日間経過し、かつ症状消失後
72時間経過した場合に療養解除となります。
詳しくは、下記URLより大阪府健康福祉部感染症対策企画課HPをご確認ください。

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/noukousessyokusya.html
🔷 検温及びその他について
上記の各項目に該当なしの方は、講習会場の受付にこのチェックリストを提出して下さい。その際、改めて検温をします。
体温が37.5度以上あり、一時待機後、再検温をしても37.5度より下がらない場合は講習会場への入場をご辞退下さい。

講習会

受付時の検温

2022年7月18日(月)：

🔷 お問い合わせ・連絡先
公益社団法人

日本洗浄技能開発協会

TEL：０７９－５６８－２００４

関西支部
FAX：０７９－５６８－７７０６

度

感染拡大防止チェックリスト

別紙１－１

2022年7月19日(火)

※枠内は事前にご記入の上、講習会会場受付に提出して下さい。
会社名

氏名

🔷 下記の１・２・３に該当しない方は記入欄に○を記入して下さい。
１．講習会開催日前７日間における以下の①～⑦の事項に該当するものはありますか？
①平熱を越える発熱

該当なし

②咳、のどの痛みなどの風邪の症状

1.記入欄

③だるさ（倦怠感）、息苦しさ
④嗅覚や味覚の異常

該当なし

⑤身体が重く感じる、疲れやすい等

2.記入欄

⑥新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

該当なし
3.記入欄

２．過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国地域等への渡航又は当該国等の在住者との濃厚接触はありますか？
３．講習会当日の朝、平熱より高い体温や風邪の症状はありますか？
上記

１・２・３のいずれかに該当する方は、来場をご遠慮下さい。

🔷 濃厚接触者について
令和4年3月18日付で大阪府が公表した濃厚接触者の自宅待機等の考え方に基づき、濃厚接触者の方は、新型コロナウイルス
感染症患者と最後に接触があった日(0日)から7日間経過後(8日目)に待機解除となります。
同居家族など生活を共にする人の場合は、患者の発症日(無症状の場合は検体採取日)又は発症後住居内で感染対策を講じた
日のいずれか遅い方を0日とし起算ください。健康観察期間中は、ご自身で健康観察を行い、不要不急の外出は出来る限り
控えて下さい。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、自宅待機期間等の変更が発生する場合がございます。
詳しくは、下記URLより大阪府健康福祉部感染症対策企画課HPをご確認ください。

🔷 陽性者について
新型コロナウイルス感染患者については、発症日(無症状者については、PCR検査等の検査により陽性が判明した日)を
0日目として、無症状者については8日目に療養解除となり、有賞状者については発症日から10日間経過し、かつ症状消失後
72時間経過した場合に療養解除となります。
詳しくは、下記URLより大阪府健康福祉部感染症対策企画課HPをご確認ください。

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/noukousessyokusya.html
🔷 検温及びその他について
上記の各項目に該当なしの方は、講習会場の受付にこのチェックリストを提出して下さい。その際、改めて検温をします。
体温が37.5度以上あり、一時待機後、再検温をしても37.5度より下がらない場合は講習会場への入場をご辞退下さい。

講習会

受付時の検温

2022年7月19日(火)：

🔷 お問い合わせ・連絡先
公益社団法人

日本洗浄技能開発協会

TEL：０７９－５６８－２００４

関西支部
FAX：０７９－５６８－７７０６

度

交通アクセス

