
令和４年度クリーニング師試験受験案内  

 

                                                              滋 賀 県 

 

 

１  試験日時   令和４年 11 月１6 日（水）午前 10 時から 

        （受験者が多い場合の予備日：令和４年 11 月 17 日（木）） 

 

２  試験場所   滋賀県大津合同庁舎（大津市松本一丁目２－１） 

 

３  試験科目    (１)  学科試験 衛生法規に関する知識  

公衆衛生に関する知識  

洗たく物の処理に関する知識  

          (２)  実技試験  洗たく物の処理に関する技能  

 

４ 受験資格 

  (１)  新制中学校卒業者等（学校教育法第 57 条に規定する者） 

  (２)  クリーニング業法の一部を改正する法律（昭和 30 年法律第 154 号）附則第５

項の規定により上記の者とみなされる者  

 

５  受験願書の受付日時および場所  

  (１) 受付日時  令和４年９月 26 日(月)から９月 30 日(金)までの午前９時から午

後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  (２) 受付場所 各健康福祉事務所（保健所）、大津市保健所、滋賀県健康医療福

祉部生活衛生課 

  (３) 提出方法 原則、本人または代理人が受付場所へ持参してください。  

      （注）１ 県内に在住または勤務している方は、その地域を管  

     轄する各健康福祉事務所（保健所）、大津市保健所へ  

持参してください。  

【各健康福祉事務所（保健所）管轄区域】 

草津保健所 ：草津市、守山市、栗東市、野洲市  

甲賀保健所 ：甲賀市、湖南市  

東近江保健所：近江八幡市、東近江市、日野町、  

竜王町 

               彦根保健所 ：彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、

多賀町 

               長浜保健所 ：長浜市、米原市  

               高島保健所 ：高島市 

                     ２ 県外在住の方は、滋賀県健康医療福祉部生活衛生課

へ持参してください。 

         ※ 持参することが困難な場合、郵送による提出も認めます。こ

の場合は、封筒の表に朱書きで「クリーニング師試験受験願書

在中」と記載し、簡易書留郵便で滋賀県健康医療福祉部生活衛

生課あて提出してください。令和４年９月 29 日（木）までの消

印があるものに限り有効とします。 



           郵送の場合、記入漏れ、提出書類の不足等の不備がある場合

は受理しませんので、次項「６ 受験手続」をよく読み、不備の

ないよう御注意ください。  

 

６  受験手続 

  (１)  提出書類 

      ア  受験願書（滋賀県所定の様式） 

     （注）１ 欄外に連絡先（電話番号）を記入してください。  

        ２ 郵送により受験願書を提出する場合は、欄外に郵便番号を記

入してください。特別の記載がない場合、受験願書に記載さ

れている住所に受験票を送付します。  

   イ 履歴書（滋賀県所定の様式、中学校卒業以降の学歴・経歴） 

      ウ  受験資格を有する者であることを証する書類で、次のいずれか。  

     ・卒業証明書（原本）  

     ・卒業証書の写し（卒業証書の原本を必ず持参してください。） 

     （注）１ 中学校、高等学校、大学等のいずれかのもの（専門学校、各

種学校は除く。） 

         ２ 婚姻等により卒業証書等に記載された氏名が現在の氏名と異

なる場合は、氏名の変更が分かる戸籍抄本等（出願日前６ヶ月

以内のもの）を受付場所に持参し、氏名の確認を受けてくださ

い。 

        ３ 郵送により受験願書を提出する場合は、卒業証書の写しでは

なく、「卒業証明書」原本を送付してください。卒業証書の写

しを添付書類とする場合は、受付場所に原本を持参し、本証と

相違ない旨の確認を受けてください。  

      エ  写真（縦 4.5ｃｍ、横 3.5ｃｍ、脱帽、正面上半身の写真で出願日前６ヶ月

以内に撮影し、裏面に氏名および撮影年月日を記入したもの）  

（注）令和２年度から写真の寸法が変更になりました。 

 

(２)  受験手数料 

        7,800 円（滋賀県収入証紙 7,800 円分を購入し、受験願書に貼付、消印の上、

提出してください。） 

（注）１ 郵送による提出の場合も、必ず受験願書に収入証紙を貼付、消印

の上、送付してください。現金を送付された場合や、過不足のある

場合は受理しません。  

※滋賀県収入証紙は、県会計管理局会計課（県庁本館１階）、滋賀銀行の県

内本支店、各合同庁舎の会計管理局会計課等にて購入できます。詳細につい

ては、滋賀県ホームページ「滋賀県の収入証紙について」（ https://www.p

ref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zeikin/19962.html）を参照ください。 

  

(３)  受験願書等の交付  

        各健康福祉事務所（各保健所）、大津市保健所および滋賀県健康医療福祉部

生活衛生課で受験願書等を交付します。また、滋賀県ホームページからダウン

ロードすることもできます。  



７  合格発表 

    令和４年 12 月９日（金）午前９時に県庁前掲示板、各合同庁舎（大津合同庁舎お

よび木之本合同庁舎を除く）の行政情報コーナー、各健康福祉事務所（各保健所）

および大津市保健所の掲示板に合格者の受験番号を掲示するとともに、合格者に合

格証書を郵送します。また、滋賀県ホームページに合格者の受験番号を掲載する予

定です。 

    なお、電話による問合せには一切応じません。  

 

８ 簡易開示 

    滋賀県個人情報保護条例（平成７年滋賀県条例第８号）第 25 条第１項の規定によ

り、口頭による試験結果の開示請求を次に定めるところにより行うことができます。 

  (１)  期間 

       令和４年 12 月９日（金）から令和５年１月６日（金）まで（土曜日、日曜日、

祝日および令和３年 12 月 29 日（木）から令和４年１月３日（火）までの期間

を除く。） 

  (２)  時間 

       午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）  

  (３)  場所 

       滋賀県健康医療福祉部生活衛生課 

  (４)  持参するもの  

     クリーニング師試験受験票  

  (５)  開示する内容  

       科目別得点および総合得点  

  (６)  その他 

     ア  開示請求できる試験結果は本人のものに限ります。  

     イ  電話による問合せには一切応じません。  

 

９  その他の注意事項  

  (１)  受験願書を受理した後は、提出書類および受験手数料は返還しません。  

  (２)  受験票は試験の一週間前までに発送しますが、届かない場合は滋賀県健康医

療福祉部生活衛生課へ問い合わせてください。  

  (３)  試験当日、受験者は、午前９時 50 分までに試験会場に来場してください。遅

刻した者については受験を認めません。また、車での来場は御遠慮願います。 

(４) 試験当日、受験者は、受験票および筆記用具を持参してください。   

（５） 提出書類への記入にはボールペン等を使用し、鉛筆・消せるボールペンは  

使用しないでください。  

  (６ ) 多数の受験申込があった場合、筆記試験と実技試験が別日となり、両日受

験いただく必要が生じる可能性があります。試験日程については、受験票に

記載し、通知します。  

（７） 新型コロナウイルス感染症の発生状況等により試験が延期、中止となる可

能性があります。試験の実施に関して何らかの変更等が生じた場合は、ホー

ムページにてお知らせしますのでご確認ください。  

 



10  問合せ先 

       滋賀県健康医療福祉部生活衛生課（滋賀県庁新館２階） 

      大津市京町四丁目１－１        電話 077-528-3641 

 

    滋賀県南部健康福祉事務所（草 津 保 健 所）生活衛生係 

       草津市草津三丁目１４－７５   電話 077-562-3549 

       滋賀県甲賀健康福祉事務所（甲 賀 保 健 所）生活衛生係 

      甲賀市水口町水口６２００   電話 0748-63-6149 

     滋賀県東近江健康福祉事務所（東近江保健所）生活衛生係 

       東近江市八日市緑町８－２２   電話 0748-22-1266 

       滋賀県湖東健康福祉事務所（彦 根 保 健 所）生活衛生係 

       彦根市和田町４１        電話 0749-21-0284 

       滋賀県湖北健康福祉事務所（長 浜 保 健 所）生活衛生係 

      長浜市平方町１１５２－２   電話 0749-65-6664 

       滋賀県高島健康福祉事務所（高 島 保 健 所）地域保健福祉・衛生係 

      高島市今津町今津４４８－４５  電話 0740-22-3552 

       大津市保健所  保健総務課（明日都浜大津１階）  

       大津市浜大津四丁目１－１   電話 077-522-6756 

 

11  会場案内図 

滋賀県大津合同庁舎（大津市松本一丁目２－１）へは、ＪＲ大津駅北口改札（び

わこ口）から徒歩で約 10 分です。 
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んので、お間違いのないよう

お願いします。  



12  新型コロナウイルス感染症対策について  

（１） 新型コロナウイルス感染症など（学校保健安全法で出席の停止が定められてい

る感染症）に罹患し治癒していない方や、当日発熱がある方は、他の受験者への

感染のおそれがあるため、当日の受験を控えてください。  

（２） 会場敷地内でのマスクの着用や建物入口での手指消毒をお願いします。  

（３） 試験室は換気のため、適宜、窓やドアなどを開けますので、体温調節しやすい

服装で受験してください。 

（４） 密集を避けるため、受験者間で一定の距離が確保されるような配席とします。 

 


