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平 成 ３ １ 年 度 毒 物 劇 物 取 扱 者 試 験 実 施 要 領 

 

問い合わせ先 

千葉市中央区市場町１－１ 

千葉県健康福祉部薬務課 

電話 043-223-2618 

 

１ 試験の種類 

（１）一般毒物劇物取扱者試験   ： 毒物又は劇物の全品目を取り扱う者に対して行う。 

（２）農業用品目毒物劇物取扱者試験 ： 農業上必要な毒物又は劇物を取り扱う者に対して行う。 

（３）特定品目毒物劇物取扱者試験  ： 限定された毒物又は劇物を取り扱う者に対して行う。 

 

２ 試験の期日及び場所（各試験共通） 

期日 時間 場所 

令和元年 

８月８日 

（木） 

集 合 時 刻 午後１時 

 

試験開始時刻 午後１時３０分 

 

試験終了時刻 午後３時３０分 

敬愛大学 稲毛キャンパス 

千葉市稲毛区穴川１－５－２１ 

電車：JR総武線 稲毛駅東口下車 徒歩約１３分 

京成千葉線 京成みどり台駅下車 徒歩約１５分 

バス：JR総武線 稲毛駅から約５分 

京成バス 山王町行・敬愛学園下車 

 

３ 受験資格 

 学歴、年齢は問いません。 

注１：なお、次の者は、毒物劇物取扱責任者になることができますので、受験する必要はありません。 

（１）薬剤師 

（２）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５０条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校 

で、応用化学に関する学課を修了した者（ただし、化学に関する科目を所定の単位数以上履修して 

いる者に限る。） 

注２：また、次の者は、試験に合格しても毒物劇物取扱責任者となることができません。 

（１）１８歳未満の者 

（２）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 

（３）麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 

（４）毒物若しくは劇物又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、又は 

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 

 

４ 試験科目 

（１）筆記試験 

ア 毒物及び劇物に関する法規 

イ 基礎化学 

ウ 毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法 
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（２）実地試験（筆記により実施します。実物を使用した試験は実施しません。） 

毒物及び劇物の識別及び取扱方法 

 ※試験はマークシート方式で行いますので、ＨＢ又はＢの鉛筆又はシャープペンシル及び消しゴムを

必ずお持ちください。 

 

５ 願書配布 

（１）配布期間 

   令和元年５月２１日（火）から６月２８日（金）まで 

（２）配布場所 

・直 接 入 手：千葉県健康福祉部薬務課（千葉県庁本庁舎１３階）、県内各健康福祉センター 

（保健所）、八日市場地域保健センター、鴨川地域保健センター、千葉市保健所、 

船橋市保健所、柏市保健所で配布しています。 

・郵送による入手：表に「毒物劇物取扱者試験願書○部請求」と朱書きで明記した封筒に、下記

を同封の上、千葉県健康福祉部薬務課審査指導班宛てに送付してください。 

●返信先の住所及び受取人氏名を記載し、必要分の切手を貼付した、Ａ４が 

折らずに入る大きさの封筒（角型２号） 

●日中連絡のつく電話番号を記載した紙 

※願書受付に間に合うよう、日にちに余裕を持って願書の入手をしてください。 

 

６ 提出書類 

（１）毒物劇物取扱者試験願書 
（２）住民票（本籍記載のもの。外国籍の方は、国籍記載のもの。なお、マイナンバー（個

人番号）の記載は必要ありません。） 
（３）写真 

●出願前６ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の縦４．５cm×横３．５cmのもの。 
●裏面に氏名及び生年月日を記載し、願書の所定の位置に貼付してください。 

（４）試験手数料 １１，０００円（千葉県収入証紙）収入印紙ではありません。 
  ●千葉県収入証紙は願書の所定の位置に貼付し、消印はしないでください。 

●千葉県収入証紙は、健康福祉センター (保健所）等の県庁の出先機関（一部を除く）、
県内の市町村役場の出納関係部署の他、県内の交通安全協会等で販売されています。 
（詳細は、http://www.pref.chiba.lg.jp/suitou/shoushi/index.html参照） 

●千葉県収入証紙を入手できない場合は、試験手数料分の郵便為替を同封してくださ
い。その場合は、願書の収入証紙貼付欄に「為替同封」と記載してください。  

●試験手数料は、申込みを取り消した又は受験しなかった場合でも返還はしません。 
（５）受験票送付用封筒  
  ●はがきが入る大きさの封筒（洋型１号、洋型２号又は長型３号）に、返信先の住所及

び受取人氏名を記載し、８２円切手を貼ったもの。 
（６）通知書（※希望者のみ） 

●希望者には、合否をはがきで通知しますので、願書に添付されている郵便はがきに所
定の事項を記入のうえ、６２円切手を貼付してください。 
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７ 願書受付日程 

  本年度より受付は郵送のみとなります。 

受付日程 郵送先 

郵送 

受付 

令和元年 

６月１７日（月）から 

６月２８日（金）まで 

（当日消印有効） 

〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1 

千葉県健康福祉部薬務課審査指導班宛 

なお、簡易書留郵便によるものとし、表に「毒物劇物取扱者試験 

願書在中」と朱書きして送付してください。 

また、提出書類に不備がある場合には受付けられないことがあるので、提出前にチェックリストを使

用し、添付書類等に不備がないか再度確認してください。 

※受験願書提出後の試験区分の変更は認めませんのでご了承ください。 

 

８ 受験票の交付 

受験者本人宛に受験票を郵送します。 
なお、７月１９日（金）までに届かない場合は、千葉県健康福祉部薬務課審査指導班  

（℡043-223-2618）に連絡してください。 

 

９ 合格発表 

掲示期間 場所 

令和元年８月３０日（金）午前１０時から 

令和元年９月１１日（水）午後５時まで 

千葉県庁中庁舎１階通路掲示板 

各健康福祉センター（保健所） 

八日市場地域保健センター、鴨川地域保健センター 

千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所 

令和元年８月３０日（金）午前１０時 千葉県ホームページ 

※電話による合否の問い合わせには一切応じませんのでご了承ください。 

※試験の当日、試験会場付近において、合否通知等に関する営業活動を行う者がいることがありますが、

千葉県（薬務課）とは一切関係ありませんのでご注意ください。 
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１０ 合格証書の交付 

＜直接交付希望者＞ 

交付場所 交付期間 交付時間 必要な物 

千葉県健康福祉部薬務課 

（県庁本庁舎１３階） 

令和元年 

８月３０日（金）から 

９月１１日（水）まで 

（土曜日、日曜日を除く） 

午前９時から正午まで 

及び 

午後１時から午後５時まで 

（８月３０日（金）は 

午前１０時からとします） 

・受験票 

・印鑑 

※本人以外の方が合格証書を受け取る場合は、委任状が必要となります。また、受け取りに来る代理人

の方は、身分証明書等の本人確認書類をお持ちください。 

【委任状様式例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜郵送交付希望者＞ 

合格証書の郵送交付を希望する場合は、以下の物を受付期間内に郵送してください。 

郵送する物 郵送受付期間 郵送先 

①受験票又は試験結果通知書 

②返信用封筒１部 

●Ａ４が折らずに入る大きさのもの 

（角型２号） 

●返送先の住所及び受取人氏名を記載 

●４３０円（簡易書留料含む）分の切手を

貼付 

令和元年 

８月３０日（金）から 

９月１１日（水）まで 

（当日消印有効） 

〒260-8667 

千葉市中央区市場町１番１号 

千葉県健康福祉部薬務課 

審査指導班 

毒物劇物取扱者試験担当宛 

 

  

委任状 

 

代理人住所                   

代理人氏名                ㊞  

 上記の者を代理人と定め、平成３１年度毒物劇物取扱者試験合格証書の受け取りに関する権限

を委任します。 

令和元年  月  日 

申請者住所                   

申請者氏名                ㊞  
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１１ 試験結果の開示 

 試験結果は、令和元年８月３０日（金）から同年９月２７日（金）までの期間（土曜日、日曜日、祝

祭日を除く。）に、千葉県健康福祉部薬務課で開示します。 

開示時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとしますが、令和元年８月３０日

（金）については、午前１０時からとします。 

 開示は、受験者本人にのみ行い、その内容は、開示請求者である受験者本人の総合得点及び科目別得

点とします。 

 なお、開示を請求する受験者は、受験票及び身分証明書等、受験者本人である旨の確認ができるもの

をお持ちください。 

 

１２ その他 

（１） 試験当日に車椅子やルーペの使用を希望するなど、受験に際して要望のある場合は、出願前に

千葉県健康福祉部薬務課審査指導班（043-223-2618）へ必ず申し出てください。 

（２） 試験の集合時刻までに集合できない場合は、受験できないことがあります。 

（３） 試験開始後４０分間は、原則として退出できません。退出する場合は、受験が無効となることが

あります。 

（４） 試験に関して不正な行為又は試験秩序を乱す行為があった場合は、受験を無効とします。 

（５） 合格後に試験に関して不正な行為があったことが判明した場合は、合格を取り消します。 

（６） 災害等の発生により試験当日の実施内容に変更がある場合は、千葉県薬務課ホームページ

（https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/）に掲載しますので、確認をお願いします。 

  

https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/
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試験会場 

敬愛大学 稲毛キャンパス 

 

 

 

キャンパスマップ 

 

アクセス方法 

ＪＲ総武線・稲毛駅より 

○徒歩  

稲毛駅東口より約１３分 

○京成バス  

稲毛駅東口２番乗り場より約５分 

山王町行き・敬愛学園下車 

京成みどり台駅より 

○出口より徒歩約１５分 

受付場所 

（大学２号館１階） 

JR稲毛駅方面 

京成みどり台

駅方面 



7 

 

願書提出用チェックリスト 

 

※書類に不備があると受験できない場合がありますので、十分確認を行ってください。 

 

試験願書 

□記載事項にもれはありませんか。 

  □本籍地（※都道府県名のみを記入してください。） 

  □現住所（※住民票記載の住所を記入してください。） 

  □氏 名（※ふりがなを忘れずに記入してください。） 

  □生年月日 

  □連絡先電話番号 

  □試験区分 

試験手数料 

□千葉県収入証紙１１，０００円分が願書の所定の位置に貼付されていますか。 

（収入証紙を入手できない場合は、郵便為替１１，０００円分を同封） 

※現金での受付はできません。 

受験票 

□氏名が正確に記入されていますか。 

□試験区分は選択されていますか。 

住民票 

□住民票は添付されていますか。 

 □住民票に本籍地は記載されていますか。（マイナンバーの記載がないもの） 

通知書（希望者のみ） 

 □返信先の住所及び受取人氏名が正確に記載されていますか。 

 □試験区分は選択されていますか。 

 □６２円切手が貼付されていますか。 

 

※以下の提出書類が同封されているか、再度ご確認ください。 

また、必ず簡易書留郵便で郵送してください。 

 

提出書類一覧 

□試験願書 

□千葉県収入証紙１１，０００円分 

（収入証紙を入手できない場合は、郵便為替１１，０００円分） 

□受験票 

□通知書（希望者のみ） 

□本籍地記載の住民票 

□受験票送付用封筒（※８２円切手を忘れずに貼付し、返信先の住所及び受取人氏名を

記載してください。） 

 


