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　日本内燃力発電設備協会では新型コロナウイルス感染防止対策を以下に取り纏めました。受験者・
受講者の皆様にはご協力頂くこととなりますので、ご理解並びにご了承頂きたくお願い申し上げます。

　新型コロナウイルス感染防止対策の一環として会場の３密を避け、余裕をもって参加いただける
ように会場を用意しております。

【会場の席について】
・３名がけの机を２名がけで使用するなど密集、密接を避けます。
・休憩時間等に換気を心掛け密閉を避けます。
・講習の開始又は終了後は机等の除菌を行います。
・会場受付には消毒液を用意し、手指の消毒を行うことができるようにします。
【スタッフの対応】
・マスク、アクリル板等で飛沫防止をします。
・毎日、検温等により自己の体調管理に努めております。体調不良の場合は交代します。

 【次の場合は、受験及び更新講習はお控えください】
（前日までの確認）
・発熱、咳、咽頭痛等の症状や体調がすぐれない場合。
・国又は自治体が示している期間内で、以下に該当する場合。
　①国が規制する国や地域から入国した。
　②移動制限をしている地域に移動した。
　③新型コロナウイルス感染症陽性者又はその者との濃厚接触者
　④同居している者に感染が疑われた。
（当日確認）
・朝、検温し、発熱、軽度でも咳などの症状。
・味覚障害・嗅覚障害。

 【会場で】
・受付での混雑を避けるため、講習開始前に余裕をもってご来場ください。
・受付で検温を実施します。発熱のある方は、講習・試験をお断りします。
・３密を避けるため、エレベーターのご利用は極力お控えください（お体が不自由な方、高齢の方な
どは除く）。
・受付やトイレの列では、人との間隔を空けてください。
・必ずマスクを着用してください。（マスク未着用での受講はお断りします。）新型コロナワクチンを接
種された方もマスクの着用をお願いします。
・手洗い、うがい、咳エチケットを行ってください。
・入室の前に手指の消毒をしてください。
・ドアノブ、蛇口、手すり、エレベーターのボタンなど他人が触れるものに触れた場合は、手洗い、
消毒を行い接触感染にご注意ください。
・大声での会話は控えてください。
・スマートフォンをお持ちの方は、新型コロナウイルス接触感染アプリのダウンロードにご協力をお
願いします。
・休憩時間は、換気にご協力をお願いします。
・昼食は可能な限りお控えください。

【講習中】
発熱や咳を繰り返すなどの症状や体調不良がみられる方には、受験、受講を中止し退席をお願い
することもありますので、予めご了承ください。

令和４年度　自家用発電設備専門技術者受験・更新講習の実施時対応のお知らせ

会場の場所と時間にご注意ください

受験・更新実施予定表は、以下のお知らせの後に記載しています。

受験及び更新講習での感染防止対策

受験及び更新講習にあたってのお願い

会場で発症者が出た場合、必要に応じて緊急連絡先など個人情報を保健所等の

公的機関に提供することがあります。 予めご了承ください。

会場の場所と時間にご注意ください

受験・更新実施予定表は、以下のお知らせの後に記載しています。

受験及び更新講習での感染防止対策

受験及び更新講習にあたってのお願い

会場で発症者が出た場合、必要に応じて緊急連絡先など個人情報を保健所等の

公的機関に提供することがあります。 予めご了承ください。
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令和４年度　自家用発電設備専門技術者・受験／実施状況

実施・中止 開催地区 受験会場

実施済 東京① 連合会館

実施済 富山 ボルファートとやま

実施済 札幌 北海道自治労会館

実施済 仙台 仙台国際センター会議棟

実施済 名古屋 名古屋サンスカイルーム

実施済 東京② 連合会館

実施済 高松 サン・イレブン高松

実施済 広島 ＲＣＣ文化センター

実施済 東京③ 連合会館

実施済 福岡 南近代ビル

実施済 大阪 新大阪丸ビル別館

実施済 那覇 沖縄県青年会館

令和４年度　可搬形発電設備専門技術者・受験／実施状況

実施・中止 開催地区 受験会場

実施済 富山 ボルファートとやま

実施済 札幌 北海道自治労会館

実施済 仙台 仙台国際センター会議棟

実施済 大阪 新大阪丸ビル別館

実施済 高松 サン・イレブン高松

実施済 広島 ＲＣＣ文化センター

実施済 東京① 連合会館

実施済 名古屋 名古屋サンスカイルーム

実施済 福岡 南近代ビル

実施済 東京② 連合会館

実施済 那覇 沖縄県青年会館

11月1日(火)～2日(水)

11月16日(水)～17日(木)

9月20日(火)～21日(水)

9月28日(水)～29日(木)

10月5日(水)～6日(木)

10月12日(水)～13日(木)

10月13日(木)～14日(金)

10月26日(水)～27日(木)

11月9日(水)～10日(木)

11月17日(木)～18日(金)

開催日

9月6日(火)～7日(水)

9月7日(水)～8日(木)

9月13日(火)～14日(水)

9月14日(水)～15日(木)

9月28日(水)～29日(木)

9月29日(木)～30日(金)

10月6日(木)～7日(金)

10月26日(水)～27日(木)

10月27日(木)～28日(金)

開催日

9月1日(木)～2日(金)

9月7日(水)～8日(木)

9月8日(木)～9日(金)

9月14日(水)～15日(木)

令和４年度 自家用発電設備専門技術者受験・更新講習の実施状況のお知らせ

中止会場の対象者には、その後の対応を説明した書類を別途送付します。

令和４年度 自家用発電設備専門技術者受験・更新講習の実施状況のお知らせ

中止会場の対象者には、その後の対応を説明した書類を別途送付します。
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令和４年度　自家用発電設備専門技術者・更新講習／実施状況

実施・中止 開催地区 更新講習会場

実施済 さいたま① 　８月２６日（金） 9:30～ 埼玉県県民健康センター

実施済 さいたま② 　８月２６日（金） 13:30～ 埼玉県県民健康センター

実施済 新潟① 　９月　２日（金） 9:30～ 新潟ユニゾンプラザ

実施済 新潟② 　９月　２日（金） 13:30～ 新潟ユニゾンプラザ

実施済 富山 　９月　８日（木） 9:30～ ボルファートとやま

実施済 札幌 　９月　９日（金） 9:30～ 北海道自治労会館

実施済 仙台① 　９月１５日（木） 9:30～ 仙台国際センター

実施済 仙台② 　９月１５日（木） 13:30～ 仙台国際センター

実施済 名古屋① 　９月１６日（金） 9:30～ 名古屋サンスカイルーム

実施済 名古屋② 　９月１６日（金） 13:30～ 名古屋サンスカイルーム

実施済 東京① 　９月１６日（金） 13:30～ 連合会館

実施済 神戸① 　９月２２日（木） 9:30～ 三宮研修センター

実施済 神戸② 　９月２２日（木） 13:30～ 三宮研修センター

実施済 横浜 　９月２７日（火） 13:30～ 神奈川県立かながわ労働プラザ

実施済 東京② 　９月３０日（金） 13:30～ 連合会館

実施済 高松 　９月３０日（金） 9:30～ サン・イレブン高松

実施済 広島① １０月　７日（金） 9:30～ ＲＣＣ文化センター

実施済 広島② １０月　７日（金） 13:30～ ＲＣＣ文化センター

実施済 福岡① １０月　７日（金） 9:30～ 天神ビル

実施済 福岡② １０月　７日（金） 13:30～ 天神ビル

実施済 東京③ １０月１４日（金） 13:30～ 連合会館

実施済 東京④ １０月２８日（金）  9:30～ 連合会館

実施済 東京⑤ １０月２８日（金） 13:30～ 連合会館

実施済 福岡③ １０月２８日（金）  9:30～ 南近代ビル

実施済 大阪① １１月１１日（金） 9:30～ 新大阪丸ビル別館

実施済 大阪② １１月１１日（金） 13:30～ 新大阪丸ビル別館

実施済 東京⑥ １１月１５日（火）  9:30～ 連合会館

実施済 東京⑦ １１月１５日（火） 13:30～ 連合会館

実施済 那覇 １１月１８日（金） 9:30～ 沖縄県青年会館

開催日
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令和４年度　可搬形発電設備専門技術者・更新講習／実施状況

実施・中止 開催地区 更新講習会場

実施済 富山 　９月　６日（火） 9:30～ ボルファートとやま

実施済 札幌 　９月　７日（水） 9:30～ 北海道自治労会館

実施済 仙台 　９月１３日（火） 9:30～ 仙台国際センター

実施済 仙台 　９月１３日（火） 13:30～ 仙台国際センター

実施済 東京① 　９月１６日（金） 9:30～ 連合会館

実施済 大阪① 　９月２０日（火） 9:30～ 新大阪丸ビル別館

実施済 高松 　９月２８日（水） 9:30～ サン・イレブン高松

実施済 東京② 　９月３０日（金） 9:30～ 連合会館

実施済 広島① １０月　５日（水） 9:30～ ＲＣＣ文化センター

実施済 広島② １０月　５日（水） 13:30～ ＲＣＣ文化センター

実施済 福岡① １０月　６日（木） 9:30～ 天神ビル

実施済 福岡② １０月　６日（木） 13:30～ 天神ビル

実施済 名古屋① １０月１３日（木） 9:30～ 名古屋サンスカイルーム

実施済 名古屋② １０月１４日（金） 9:30～ 名古屋サンスカイルーム

実施済 東京③ １０月１４日（金） 9:30～ 連合会館

実施済 東京④ １１月　１日（火） 9:30～ 連合会館

実施済 大阪② １１月１０日（木） 9:30～ 新大阪丸ビル別館

実施済 那覇 １１月１８日（金） 9:30～ 沖縄県青年会館

開催日


