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平成 30年度毒物劇物取扱者試験受験案内 

 

                                                                           滋賀県 

 

１  試験日時および場所 

日 

時 
平成31年2月23日（土） 

午後1時30分から午後3時30分まで 

場 

所 

草津市野路東1-1-1 

立命館大学 びわこ・くさつキャンパス 

コラーニングハウスⅠ 

【注意事項】 

＊自家用車での来場は禁止されています。必ず公共交通機関（JR・路線バス等）を利用してください。 

なお、試験会場付近の道路や店舗等への違法駐車や迷惑行為は行わないこと。 

無断駐車等の迷惑行為があった場合は、試験直前もしくは試験中であっても自動車等の移動を求め

ることがあります。 

 

２ 試験科目 

  (1) 筆記試験 

  ア 毒物および劇物に関する法規 

  イ 基礎化学 

  ウ 毒物および劇物の性質および貯蔵その他取扱方法 

 (2) 実地試験 

   毒物および劇物の識別および取扱方法 

 

３  試験方法 

    筆記試験、実地試験ともマークシート方式による択一式で行います。 

 

４ 試験種別 

(1) 一般毒物劇物取扱者試験 

(2) 農業用品目毒物劇物取扱者試験 

(3) 特定品目毒物劇物取扱者試験（毒物及び劇物取締法施行規則（昭和26年厚生省令第４号）附則

第３項の規定により読み替えて適用する同令第７条第２項第３号および同条第３項の規定によ

り、試験科目に係る毒物および劇物を同令附則第３項に規定する内燃機関用メタノールに限る試

験を除く。） 

 

５ 受験願書の配布 

 受験願書および毒物劇物取扱者試験証紙等貼付票は、滋賀県ホームページからダウンロードでき

るほか、滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課、各健康福祉事務所（保健所）生活衛生係（滋賀

県高島健康福祉事務所（保健所）にあっては、地域保健福祉・衛生係）および大津市保健所保健総

務課で配布します。 

 なお、郵送による配布を希望する場合は、返信用封筒（縦 23.5㎝横 12㎝のもの）に 92円（1

部の場合。2部以上の配布を希望する場合は、必要分。）の郵便切手をはり、あて先を明記したも

のを同封の上、「毒物劇物取扱者試験受験案内希望」と朱書きし、封書で滋賀県健康医療福祉部薬

務感染症対策課あて申し込んでください。 

 

６ 提出書類 

(1) 毒物劇物取扱者試験受験願書（1部） 

ア 所定の様式を使用し、必要事項を記入してください。 
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（※欄は、記入しないでください。） 

イ 性別、生年月日の元号、身体に障害のある方の配慮事項および受験の種別は、選択肢から番

号を選んで記入してください。 

  なお、願書受理後の受験種別の変更は認めません。 

 (2) 毒物劇物取扱者試験証紙等貼付票（1部） 

ア 所定の様式を使用し、必要事項を記入してください。 

イ 受験種別は、該当するものを○でかこんでください。 

ウ 年齢は、出願時の年齢を記載してください。 

(3) 写真（1枚） 

  写真は、出願前 6か月以内に撮影した正面上半身、脱帽のもので、縦 4cm、横 3cmのものを

毒物劇物取扱者試験証紙等貼付票の「写真貼付欄」に貼付してください。 

なお、貼り付ける前に、写真の裏面に氏名を記載してください。 

(4) 試験手数料 10,500円（滋賀県収入証紙による）を「毒物劇物取扱者試験証紙等貼付票」に貼

付してください。 

 ※ 滋賀県収入証紙以外での願書の受け付けは一切行いません。 

 

   滋賀県収入証紙は、滋賀銀行・関西アーバン銀行の県内本支店・出張所および各合同庁舎の会

計管理局会計課で販売しています。 

県外からの滋賀県収入証紙の入手方法は、①～③を同封して、下記あて現金書留で送付してく

ださい。 

① 現金 10,500円 

② 必要な証紙の金額を記載したメモ 

③ 返信用封筒（定形 25gまで）に切手（簡易書留の場合は 392円。）を貼り、返信先住所・

氏名を記載したもの。 

【現金書留送付先】 

 〒520-8577 大津市京町四丁目 1番 1号 

滋賀県庁会計管理局管理課財務管理係 

※収入証紙の請求と一緒に願書を送付することは絶対にしないでください。 

送付されても願書の受付はいたしません。 

 

【注意事項】 

  収入証紙を購入後、毒物劇物取扱者試験証紙等貼付票に貼付し、受付場所に提出してください。 

   なお、入手までに多少時間がかかりますので、受験願書受付期間等に注意してください。 

   願書受付後は、試験手数料および提出書類は、原則として返還しません。 

   受験願書等の記入漏れ、提出書類の不足等の不備がある場合は、受験願書を受理しませんので、

記入内容や必要書類をよく確認の上、提出してください。 

 

７ 受験願書の受付期間および場所 

(1) 平成 31年１月７日（月）から平成 31年１月 17日（木）まで（土曜日、日曜日および祝日を

除く。）の午前 9時から午後 5時までとします。  

なお、受験願書を郵送する場合は、封筒の表に朱書きで「毒物劇物取扱者試験受験願書在中」

と記載し、簡易書留郵便にて、滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課薬事指導係まで提出して

ください。平成 31年１月 17日（木）の消印のあるものまでを有効とします。 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

 (2) 受付場所 

ア 県内に居住し、または就業している者は、その区域を所管する次の各健康福祉事務所（保健

所）生活衛生係（滋賀県高島健康福祉事務所（保健所）にあっては、地域保健福祉・衛生係）お

よび大津市保健所保健総務課 

 

名   称 郵便番号 所  在  地 電  話 

滋賀県南部健康福祉事務所(草津保健所) 

滋賀県甲賀健康福祉事務所(甲賀保健所) 

滋賀県東近江健康福祉事務所(東近江保健所) 

滋賀県湖東健康福祉事務所(彦根保健所) 

滋賀県湖北健康福祉事務所(長浜保健所) 

滋賀県高島健康福祉事務所(高島保健所) 

大津市保健所 

525-8525 

528-8511 

527-0023 

522-0039 

526-0033 

520-1621 

520-0047 

草津市草津三丁目14-75 

甲賀市水口町水口6200 

東近江市八日市緑町8-22 

彦根市和田町41  

長浜市平方町1152-2 

高島市今津町今津448-45 

大津市浜大津四丁目1-1 

明日都浜大津1階 

077-562-3549 

0748-63-6149 

0748-22-1266 

0749-21-0284 

0749-65-6664 

0740-22-3552 

077-522-6757 

 

イ アに掲げる者以外の者 

 

名   称 郵便番号 所  在  地 電  話 

滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課 520-8577 大津市京町四丁目1番1号 077-528-3634 

 

８ 受験票の送付 

 受験願書を受理したときは、受験番号、試験期日、試験場所等を記載した受験票を試験日の約 10

日前に本人あてに送付します。 

 なお、試験日の 5日前になっても受験票が届かない場合は、滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対

策課薬事指導係へ問い合わせてください。 

 

９ 試験日の注意 

 (1) 受験者は、午後１時までに試験会場に来場してください。 

 (2) 受験者は、受験票、ＢまたはＨＢの黒鉛筆と消しゴムを持参してください。 

 (3) 試験への自家用車での来場は禁止されています。必ず公共交通機関を利用してください。 

 

10 合格の発表 

平成 31年３月 12日（火）午前 9時に合格者の受験番号を県庁前掲示板、各健康福祉事務所（保

健所）掲示板および大津市保健所掲示板に掲示するほか、滋賀県ホームページに掲載します。また、

合格者には文書にて通知します。 

  なお、電話による合否の問合せには応じません。 
 
11 試験結果の開示 

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、試験結果

の開示請求を口頭により行うことができます。 

 (1) 期間 

   平成 31年３月 12日（火）から平成 31年４月 12日（金）まで 

      （土曜日、日曜日および祝日を除く。） 

 (2) 時間 

   午前 9時から午後 5時まで 

 (3) 場所 

   滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課（大津市京町四丁目１番１号 滋賀県庁新館２階） 

 (4) 持参するもの 

   滋賀県毒物劇物取扱者試験受験票 



 - 4 - 

 (5) 開示する内容 

   科目別得点および総合得点 

 (6) その他 

  ・開示請求できる試験結果は、本人のものに限ります。 

  ・電話による問合せには一切応じません。 

 

12 試験についての問合せ先 

滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課薬事指導係、各健康福祉事務所（保健所）生活衛生係（滋

賀県高島健康福祉事務所（保健所）にあっては、地域保健福祉・衛生係）および大津市保健所保健

総務課までお願いします。 

なお、試験会場へ直接問合せはしないでください。 

 

13 その他参考事項 

(1) 次のア～エに該当する者は、この毒物劇物取扱者試験に合格しても毒物及び劇物取締法第 8条

第 2項の規定により、同法第 7条に規定する毒物劇物取扱責任者になることができません。 

ア 年齢 18歳未満の者 

イ 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労

働省令※で定めるもの 

※精神の機能の障害により毒物劇物取扱者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断お

よび意思疎通を適切に行うことができない者 

ウ 麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者 

エ 毒物もしくは劇物または薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、

または執行を受けることがなくなった日から起算して 3年を経過していない者 

 (2) 次に該当する者は、受験する必要がありません。 

   毒物及び劇物取締法第 8条第 1項各号に規定された次のア～ウの者 

ア 薬剤師 

イ 厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者 

ウ 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 

ただし、農業用品目または特定品目の毒物劇物取扱者試験合格者は、次の例示のとおり他の

種別の試験を受験することができます。 

   （例示） 

 ・農業用品目毒物劇物取扱者試験合格者 → 一般毒物劇物取扱者試験 

                      または特定品目毒物劇物取扱者試験 

 ・特定品目毒物劇物取扱者試験合格者    → 一般毒物劇物取扱者試験 

                      または農業用品目毒物劇物取扱者試験 
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14 試験会場の案内 

立命館大学びわこ・くさつキャンパス（BKC）への交通機関 

                          

                                 JR南草津駅*下車 東口バス乗り場へ。 

 

近江鉄道バス「立命館大学」行き、または                                                                         

「立命館大学経由飛島グリーンヒル」行       

きにて「立命館大学」下車（約 20分） 

※試験当日の試験開始前(12:15～12:45)および

試験終了時には JR南草津駅～立命館大学間のバ

スの増発を予定しています。（片道 230円） 

       （平成 30年 11月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        立命館大学キャンパスマップ ホームページアドレス 

http://www.ritsumei.jp/campusmap/map_bkc_j.html 

＊試験会場への道順など試験に関することについて、立命館大学 BKC キャンパスへの直接の問い合

わせはしないでください。 

コラーニングハウス Ⅰ 

正門 

試験会場 

立命館大学びわこ・くさつ 

（BKC）キャンパス 

●車での来場は禁止されています。 

●必ず公共交通機関を利用してく

ださい。 

●違法駐車や迷惑行為がないよう

十分注意してください。 

http://www.ritsumei.jp/campusmap/map_bkc_j.html

