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　「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」で定められている制度で、「特定工場」では、公害防止統括者、
公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任・届出が義務付けられています。事業者は工場の規模や設置された施設の種
類に応じ、資格者の選任・届出をしなければなりません。

■公害防止管理者制度

対象業種：製造業（物品の加工業を含む）、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
対象施設：ばい煙発生施設、汚水等排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、騒音発生施設、振動発生施設、

ダイオキシン類発生施設

■特定工場（対象業種に属し、対象施設が設置されている工場）

　公害防止管理者の資格は、実務経験がなくても毎年1回行われる国家試験（例年10月上旬）に合格すると資格を得るこ
とができます（技術資格、学歴、実務経験のある方が資格認定講習を修了して、資格を取得する方法もあります）。

■公害防止管理者の国家資格

国家試験の受験申込は別途必要です。例年7月初旬から下旬にかけインターネットによる受付が行われます
ので、受験申込手続をお忘れにならないようご注意ください。

※国家資格に関するお問合せは、「公害防止管理者試験センター」までお願いします。https://www.jemai.or.jp/polconman/inquiry/index.html

注意

オンデマンド配信

出題傾向表：過去17年分の出題分析
※新試験制度移行後（平成18年度～）の出題を網羅

スライド資料：出題ポイントをまとめた資料集
※講師によってはスライドを使用しない場合があります。

オンデマンド配信にはスライド資料は含まれておりません。

講師が丁寧に解説！

本案内で紹介する受験講習会は、国家試験を受験して資格取得を目指す方を対象とした受験対策のための講習会です。

　産業環境管理協会では、公害防止管理者制
度が発足した1971（昭和46）年より、公害防
止管理者の資格取得の支援を目的として、毎
年夏期に「公害防止管理者等国家試験受験講
習会」を開催しています。
　受講者のご都合、知識レベルなどに合わせ
て各講習をお選びください。

公害防止管理者とは

受験講習会とは

配 布 資 料
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※1 会員割引料金は、産業環境管理協会の会員のみに適用されます。（学生の方及び通信教育を受講されている方（在籍中）も割引金額にてご受講いただけます）
※2 大気及び水質の現地開催：3日間集中コース、オンデマンド（SHORT.LONG）、国家試験プレ演習の講義内容には1種の受験科目（大気6科目、水質5科目）が含まれます。2～4種の試験を受験される方は、受験対
象ではない1～2科目がコース内容に含まれることになりますので、あらかじめご了承願います。

各会場のプログラム（時間割）はウェブページをご覧ください。
https://www.e-jemai.jp/qualification/workshop.html
※�会場によって開始・終了時間、カリキュラムの内容が若干相違しますので、詳しくはウェブページ
もしくは申込後に送付される受講票等をご確認ください。

3日間集中コース

◉大気編　大気関係第1種～第4種（粉じん関係含む）
◉水質編　水質関係第1種～第4種
◉騒音振動関係

対象

大気（６科目）、水質（５科目）、騒音・振動（３科目）のそれぞれの区分
に必要となるすべての科目を、3日間で集中的に学習するスタン
ダードなコース。学習の時間がとれないお勤めの方をはじめ、資格
取得を考えている多くの方にお勧めです。

受講料 　一般：60,900 円　会員・学生：43,000 円
使用教材（別売） 	 テキスト：公害防止の技術と法規
	 問題集：正解とヒント

◉大気編　大気関係第1種～第4種（粉じん関係含む）
◉水質編　水質関係第1種～第4種対象

出題頻度の高い問題を厳選したテスト演習＋解説で総まとめ。本番
であわてずに正解を導くコツを学び、知識の見落としがないかどう
かの最終チェックを行います。

受講料 　一般：30,600 円　会員・学生：24,500 円
使用教材（別売） 	 テキスト：公害防止の技術と法規

演習で実力を試す
国家試験プレ演習（大気、水質）

◉大気編　大気関係第1種～第4種（粉じん関係含む）
◉水質編　水質関係第1種～第4種
◉騒音振動関係

対象

公害防止管理者試験の学習に必要な化学・物理・数学等の基礎知識
を学びます。理系の知識に自信のない文系出身者におすすめです。

受講料 　一般：9,000円　会員・学生：7,200円
使用教材（別売） 	 テキスト：公害防止の技術と法規

基礎から学びたい
基礎講座（大気、水質、騒音・振動）

1か月視聴期間

◉大気編　大気関係第1種～第4種（粉じん関係含む）
◉水質編　水質関係第1種～第4種
◉騒音振動関係

対象

オンデマンド配信では、公害防止管理者等国家試験の大気関係の6
科目、水質関係の5科目、騒音振動関係の3科目について解説して
います。ご自身のペースで好きな分野から始められ、1か月間聴講可
能です。何度も繰り返し学習することができます。

受講料 　一般：60,900 円　会員・学生：43,000 円
使用教材（別売） 	 テキスト：公害防止の技術と法規
	 問題集：正解とヒント
※	オンデマンドSHORT・LONGの違いは視聴期間のみです。講義内容の違いは
ございません。

1か月視聴期間

オンデマンドSHORT

◉大気編　大気関係第1種～第4種（粉じん関係含む）
◉水質編　水質関係第1種～第4種
◉騒音振動関係

対象

科目別コース

国家試験の科目別合格制度に対応し、自分に必要な科目を選択して
受講できます。未合格科目の選択受講や、苦手科目の克服をめざす
方などに最適です。

受講料 	 共通：公害総論
	 大気：	大気概論／大気特論／ばいじん・粉じん特論／

大気有害物質特論／大規模大気特論
	 水質：水質概論／水質有害物質特論／大規模水質特論

騒音・振動：騒音・振動概論
一般：25,000 円　会員・学生：17,200 円

	 水質：汚水処理特論／騒音・振動：騒音・振動特論
一般：45,500 円　会員・学生：31,400 円

使用教材（別売） 	 テキスト：公害防止の技術と法規／問題集：正解とヒント

1か月視聴期間

◉大気編　大気関係第1種～第4種（粉じん関係含む）
◉水質編　水質関係第1種～第4種
◉騒音振動関係

対象

オンデマンドLONG

オンデマンド配信では、公害防止管理者等国家試験の大気関係の6
科目、水質関係の5科目、騒音振動関係の3科目について解説して
います。ご自身のペースで好きな分野から始められ、国家試験当日
まで聴講可能です。何度も繰り返し学習することができます。

受講料 　一般：80,000 円　会員・学生：56,500 円
使用教材（別売） 	 テキスト：公害防止の技術と法規
	 問題集：正解とヒント
※	オンデマンドSHORT・LONGの違いは視聴期間のみです。講義内容の違いは
ございません。

国家試験当日まで視聴期間

※受講料は消費税込（10％）の価格です。

コースの紹介
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大気
開催地 コース名 日程 受講時間 コース番号

仙台 3日間集中コース 8/1（火）～8/3（木） 9：00～18：10 101

東京①
3日間集中コース 8/1（火）～8/3（木） 9：00～18：10 102

国家試験プレ演習 8/4（金） 9：00～18：10 103

東京② 国家試験プレ演習 9/7（木） 9：00～18：10 104

名古屋
3日間集中コース 7/3（月）～7/5（水） 9：00～18：00 105

国家試験プレ演習 7/6（木） 9：00～18：10 106

大阪
3日間集中コース 7/25（火）～7/27（木） 9：00～18：00 107

国家試験プレ演習 7/28（金） 9：00～18：10 108

岡山 3日間集中コース 6/28（水）～6/30（金） 9：00～17：30 109

広島 3日間集中コース 7/26（水）～7/28（金） 9：00～17：30 110

高松 3日間集中コース 7/12（水）～7/14（金） 9：00～17：30 111

福岡 3日間集中コース 8/2（水）～8/4（金） 9:00～17:50 112

水質
開催地 コース名 日程 受講時間 コース番号

仙台 3日間集中コース 8/8（火）～8/10（木） 9：30～18：10 201

東京①
3日間集中コース 8/22（火）～8/24（木） 9：30～18：10 202

国家試験プレ演習 8/25（金） 9：00～18：00 203

東京② 国家試験プレ演習 9/8（金） 9：00～18：00 204

静岡 3日間集中コース 7/19（水）～7/21（金） 9：30～18：10 205

名古屋
3日間集中コース 7/11（火）～7/13（木） 9：00～17：30 206

国家試験プレ演習 7/14（金） 9：00～18：00 207

大阪
3日間集中コース 6/27（火）～6/29（木） 9：00～18：20 208

国家試験プレ演習 6/30（金） 9：00～18：00 209

岡山 3日間集中コース 7/5（水）～7/7（金） 9：00～17：30 210

広島 3日間集中コース 7/19（水）～7/21（金） 9：00～17：30 211

高松 3日間集中コース 7/26（水）～7/28（金） 9：00～17：30 212

福岡 3日間集中コース 7/19（水）～7/21（金） 9：00～17：50 213

騒音・振動
開催地 コース名 日程 受講時間 コース番号

東京① 3日間集中コース 8/2（水）～8/4（金） 9：30～18：00 301

名古屋 3日間集中コース 7/24（月）～7/26（水） 9：00～17：30 302

大阪 3日間集中コース 7/12（水）～7/14（金） 9：00～18：30 303

広島 3日間集中コース 8/2（水）～8/4（金） 8：30～18：10 304

福岡 3日間集中コース 7/5（水）～7/7（金） 9：00～18：10 305

　現地開催

商品一覧（開催日程／開催地）



5

　オンデマンド配信

岡山商工会議所
（岡山市北区厚生町3-1-15）

岡山

広島商工会議所
（広島市中区基町5-44）

広島

高松商工会議所
（高松市番町2-2-2）

高松

福岡商工会議所
（福岡市博多区博多駅前2-9-28）

福岡

宮城県建設産業会館 7階 会議室
（仙台市青葉区支倉町2-48）

仙台

スタンダード会議室　神田店
（千代田区内神田1-18-14 ヨシザワビル）

東京①

静岡県産業経済会館 3階
（静岡市葵区追手町44-1）

静岡

名古屋商工会議所ビル 3階
（名古屋市中区栄2-10-19）

名古屋

大阪トヨペットビル 8階又は9階
（大阪市西区立売堀3丁目1番1号）

大阪会議するなら 新橋貸会議室
（港区新橋2-12-15 田中田村町ビル）

東京②

大気
コース名 視聴期間 対象 コース番号

オンデマンド	SHORT	大気関係 1か月間 大気関係第1種～第4種（粉じん含む） 401

オンデマンド	LONG	大気関係 試験当日まで 大気関係第1種～第4種（粉じん含む） 402

水質
コース名 視聴期間 対象 コース番号

オンデマンド	SHORT	水質関係 1か月間 水質関係第1種～第4種 501

オンデマンド	LONG	水質関係 試験当日まで 水質関係第1種～第4種 502

騒音・振動
コース名 視聴期間 対象 コース番号

オンデマンド	SHORT	騒音振動関係 1か月間 騒音振動関係 601

オンデマンド	LONG	騒音振動関係 試験当日まで 騒音振動関係 602

基礎講座
コース名 視聴期間 対象 コース番号

オンデマンド	基礎	大気関係 1か月間 大気関係第1種～第4種（粉じん含む） 701

オンデマンド	基礎	水質関係 1か月間 水質関係第1種～第4種 702

オンデマンド	基礎	騒音振動関係 1か月間 騒音振動関係 703

科目別コース
コース名 視聴期間 対象 コース番号

オンデマンド	公害総論 1か月間

大気関係第1種～第4種（粉じん含む）

801水質関係第1種～第4種

騒音振動関係

オンデマンド	大気概論 1か月間 大気関係第1種～第4種（粉じん含む） 802

オンデマンド	大気特論 1か月間 大気関係第1種～第4種 803

オンデマンド	ばいじん・粉じん特論 1か月間 大気関係第1種～第4種（粉じん含む） 804

オンデマンド	大気有害物質特論 1か月間 大気関係第1種、第2種 805

オンデマンド	大規模大気特論 1か月間 大気関係第1種、第3種 806

オンデマンド	水質概論 1か月間 水質関係第1種～第4種 807

オンデマンド	汚水処理特論 1か月間 水質関係第1種～第4種 808

オンデマンド	水質有害物質特論 1か月間 水質関係第1種、第2種 809

オンデマンド	大規模水質特論 1か月間 水質関係第1種、第3種 810

オンデマンド	騒音・振動概論 1か月間 騒音振動関係 811

オンデマンド	騒音・振動特論 1か月間 騒音振動関係 812

開催地・会場　会場の詳細は受講票と HP でお知らせいたします。
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◎ 使用テキスト・問題集をご注文の場合、1注文当たりの送料がかかります（実費）。
◎ 使用テキスト・問題集は一般書店やオンライン書店でも購入できます。ただし、※印の書籍は当協会直販のみの販売です。なお、会場で図書の販売は行いません。
◎ 学生割引及び通信教育受講者割引は使用テキスト・問題集には適用されません。

基礎講座・3日間集中コース・オンデマンド（SHORT・LONG）・国家試験プレ演習

定価：6,600円
（会員：5,940円）

新・公害防止の
技術と法規2023
騒音・振動編

定価：9,900円
（会員：8.910円）

新・公害防止の
技術と法規2023
水質編
分冊1：公害総論
分冊2：水質概論
分冊3：水質・技術編

定価：9,900円
（会員：8,910円）

新・公害防止の
技術と法規2023
大気編
分冊1：公害総論
分冊2：大気概論
分冊3：大気・技術編

3日間集中コース／オンデマンド（SHORT・LONG）／科目別コース　※基礎講座、国家試験プレ演習では『正解とヒント』は使用しません。

公害防止管理者等
国家試験問題

正解とヒント
大気関係
定価：5,500円
（会員：4,950円）

公害防止管理者等
国家試験問題

正解とヒント
騒音・振動関係
定価：4,400円
（会員：3.960円）

公害防止管理者等
国家試験問題

正解とヒント
水質関係
定価：5,500円
（会員：4,950円）

2018〜2022年度2018〜2022年度2018〜2022年度

※書籍は消費税込（10％）の価格です。

科目別コース　※印の付いた科目別コースのテキストは、上記の『新・公害防止の技術と法規2023』（大気編）（水質編）を分割した冊子です。掲載内容は同じです。

使用問題集　5年分の過去問題の解答と要点解説を掲載した過去問題集

新・公害防止の
技術と法規2023
大気概論※

定価：3,850円
（会員：3,465円）

新・公害防止の
技術と法規2023
公害総論※

定価：3,850円
（会員：3,465円）

新・公害防止の
技術と法規2023
大気・技術編※

定価：3,850円
（会員：3,465円）

新・公害防止の
技術と法規2023
水質概論※

定価：3,850円
（会員：3,465円）

新・公害防止の
技術と法規2023
水質・技術編※

定価：3,850円
（会員：3,465円）

新・公害防止の
技術と法規2023
騒音・振動編
定価：6,600円
（会員：5,940円）

使用テキスト・問題集は講習会のお申込み時に一緒にご注文できます。講習会当日までにご用意くださいますようお願いいたします。

大気特論
ばいじん・粉じん特論
大気有害物質特論
大規模大気特論

汚水処理特論
水質有害物質特論
大規模水質特論

騒音・振動概論
騒音・振動特論

大気概論

水質 騒音・振動

公害総論

大気

水質概論

使用テキスト（別売）／問題集（別売）



希望開催地に◯をつけてください

仙台 東京 静岡 名古屋 大阪 岡山 広島 高松 福岡 オンデマンド配信

以下の必要項目にご記入の上、受講を希望される開催地の送信先にFAXをお送りください。　※通信教育をご受講の方は、開催地に関わらず03-3528-8164までお送りください。

◉ID記入をお忘れの場合は一般扱いになります
勤務先が当協会会員企業の方は、JEMAI CLUBのユーザーID（C＋数字5桁）をご記入ください。受講料、
書籍料金が「会員割引料金」となります。
JEMAI CLUBのユーザーIDは、御社ご担当者様に郵送されたご案内に記載されています。IDが記入され
ていない場合は、一般料金として受付いたしますのでご了承ください。なお、IDに関する御社ご担当をお知
りになりたい方は、当協会の人材育成・出版センター（TEL 03-3528-8151）までお問合せください。

◉通信教育の受講者番号（9桁）をご記入ください。
当協会が開講する通信教育をご受講の方は、本申込書でお申込みいただいた場合に限り、会員割引価格で
受講いただけます（通信教育の受講者ご本人様以外は割引が適用されません）。
また、受験講習会の使用テキスト・問題集は書籍『新・公害防止の技術と法規2023』『正解とヒント 2018〜
2022年度』です。通信教育の教材とは異なりますのでご注意ください。通信教育受講者割引は使用テキス
ト・問題集には適用されません。お申込みは、ご受講の開催地に関わらず、以下までお願いいたします。

FAX送信先：03-3528-8164

通信教育の受講者番号

受講者番号

一般・会員区分に○をつけてください

一般
当協会の会員以外

会員
当協会の会員

ユーザーID
◎会員の方は必ずIDをご記入ください。

C

【個人情報の取り扱いについて】
個人情報は当協会の個人情報保護方針（https://www.jemai.or.jp/global/privacy/）に基づき、安全かつ適正に管理させていただきます。
ご記入された個人情報については、当協会が開催する講習・セミナー情報、環境に関する情報提供等をする場合に利用させていただきます。

受講者情報

（フリガナ）受講者氏名 所属部署・役職 E-Mail コース番号／コース名※1 受験する
試験区分※2

書籍購入※3

テキスト 問題集

大気
水質

騒音・振動 冊 冊
（講習開始日：　　月　　日）

大気
水質

騒音・振動 冊 冊
（講習開始日：　　月　　日）

大気
水質

騒音・振動 冊 冊
（講習開始日：　　月　　日）

※1	 本案内書の4、5ページの「開催日程」よりコース番号及びコース名（講習開始日）をご記入ください。（記入例：101｜3日間集中コース（講習開始日：8月1日））
※2	 ご受験になる区分（大気、水質、騒音・振動のいずれか）を○印で囲んでください。
※3	 	使用テキスト（新・公害防止の技術と法規2023）及び使用問題集（正解とヒント	2018～2022年度分収録）の購入を希望される場合は、該当箇所に購入冊数をご記入ください（基礎講座、国家試験プレ演習

では『正解とヒント』は使用しません）。大気、水質関係の科目別コースの使用テキストは、『新・公害防止の技術と法規2023』水質編・大気編（税込：9,900円）を分冊したものです。すでに『新・公害防止の技
術と法規2023』をお持ちの方は、掲載内容は同じですので購入する必要はございません。なお、当日の講習会会場では書籍の販売は行いません。

所在地

〒　　　　−　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ビル、アパート、マンション名までご記入ください。

　　　　　　　　　都・道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市・区
　　　　　　　　　府・県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町・村

電話 FAX E-Mail

−　　　　　− −　　　　　−

●請求書、受講票、書籍等は、申込担当者情報欄に記入された住所への一括送付になります。
●会員（ユーザーIDを記載）としてお申込みの場合、請求書の宛名は当協会に登録されている名称（ユーザーID登録事業者名）となります。
●一般の場合、請求書の宛名は、法人は「企業名・事業所名」、個人は「申込担当者氏名」となります。
●請求書の宛名を企業名・事業所名にしたい場合は、所在地欄には企業の所在地をご記入ください。

申込担当者情報（送付先・請求先）

法人・個人
どちらか一方に
ご記入ください。

法人

（フリガナ）企業名 （フリガナ）事業所・工場名

所属部署 （フリガナ）申込担当者氏名

個人

（フリガナ）申込担当者氏名

FAX
送信先

仙台：022-265-9040　 東京・静岡・オンデマンド配信：03-3528-8164　 名古屋：052-231-8219
大阪：06-6536-2526　 岡山・広島：082-223-7564　 高松：087-851-2452　 福岡：092-472-9177

公害防止管理者等国家試験  受験講習会  受講申込書2023
年度



ウェブからのお申込みはこちらから

https://www.e-jemai.jp
●ウェブからのお申込みの場合、銀行振込又はペイジー・コンビニ決済のどちらかを選択できます。なお、銀行振込を選択
した場合、振込手数料はお申込者様のご負担となります。●講習会が開催されなかった場合を除き、一度お支払いいただ
いた受講料・教材費の払い戻しはできません。●学生割引料金にてお申込みされる場合は、申込書と一緒に学生証の写し
をFAXしてください。なお、学生割引料金は書籍には適用されません。●会員割引料金は、産業環境管理協会の会員のみ
に適用されます。●受講料の中に使用テキスト・問題集の料金は含まれません。●各会場とも定員に達した時点で締め切
らせていただきますので、お早目にお申込みください。●各コースのお申込みが15名に満たない場合は開催を見送らせて
いただく場合がございます。●本講習会では、事業主が所定の申請手続きを行うことで、キャリア形成促進助成金の対象
となります。この制度による給付金を受給できるのは事業主です。詳細は各都道府県の労働局へお問い合わせください。

※ 会員としてお申込みいただく場合、受講申込書にユーザーID
をご記入いただく必要がございます（ウェブの場合はID・パス
ワードでログイン後にお申込みください）。会員ユーザーID及
びパスワードは御社ご担当者様にお問合せください。

※ ウェブからお申込みいただく場合、コンビニ、ペイジーでのお
支払いが可能になります。

お申込み

ウェブ・FAXにて
お申込み
ください。

受付・発送

ウェブにて銀行振込を
選択した場合及び
FAXの場合、請求書、
受講票等が発送され
ます。

ウェブにてペイジー・
コンビニ決済を選択し
た場合、入金確認後に
受講票等が発送され
ます。

お支払い

請求書に従って
お支払い
ください。 受

　
講

ウェブ・FAXのいずれかの方法でお申込みください。FAXでのお申込みは裏面の
「受講申込書」をご利用ください。

お申込みの流れ

本案内に掲載のスケジュール等の詳細は、変更になる場合があります。
日程変更等の最新情報は、随時、上記ウェブサイトにて公開しています。

詳細はこちら
https://www.e-jemai.jp/qualification/distance_learning.html

■大気関係公害防止管理者（第1種・第2種・第3種・第4種）
■水質関係公害防止管理者（第1種・第2種・第3種・第4種）
■特定粉じん関係公害防止管理者
■一般粉じん関係公害防止管理者

・ 過去問を解きながら、出題ポイントを効率よく
学習できます。

・ 添削・質問回答を通して合格に必要な知識の
レベルアップを図ります。

・ 空き時間を利用したウェブ演習で、解答力を
鍛えて本番に備えます。

特色

（一社）産業環境管理協会　東北支部
〒980-0012　仙台市青葉区錦町1‐4‐5　地産マンション202号室
TEL：022（225）1565　　FAX：022（265）9040

仙台

（一社）産業環境管理協会　関西支部
〒550-0012　大阪市西区立売堀1-2-12　本町平成ビル4階
TEL：06（6536）2525　　FAX：06（6536）2526

大阪

（一社）産業環境管理協会　中部支部
〒460-0008　名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル6階
TEL：052（221）1457　　FAX：052（231）8219

名古屋

（一社）産業環境管理協会　四国支部
〒760-0033　高松市丸の内2-5　ヨンデンビル本館4階
TEL：087（822）0725　　FAX：087（851）2452

高松

（一社）産業環境管理協会　九州支部
〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-9-28　福岡商工会議所ビル7階
TEL：092（441）2054　　FAX：092（472）9177

福岡

◉事務所を移転いたしました
（一社）産業環境管理協会　人材育成・出版センター
〒100-0011　千代田区内幸町1-3-1　幸ビルディング3階
TEL：03（3528）8151　　FAX：03（3528）8164

東京・静岡
オンデマンド配信

（一社）産業環境管理協会　中国支部
〒730-0011　広島市中区基町5-44　広島商工会議所ビル5階
TEL：082（228）8736　　FAX：082（223）7564

岡山・広島

お申込み先・お問合せ先
juken@jemai.or.jp

マイペースな学習で合格を目指す方を対象として、
いつからでも始められる「公害防止管理者通信教育」を

開講しております。

通信教育
公害防止管理者

資格取得のための
効率的な学習をサポート！

お申込み方法

◉大気管理コース　◉水質管理コース　◉科目別コース

受講コース

サポート対象資格


