
機械保全技能検定 
平成27年度 実施説明会 

資料 



はじめに 

• 昨年8月に関連する政省令が改正され、当会は、厚

生労働大臣より「機械保全職種」の技能検定の指定

試験機関に指定されました。 

 

• これにより、「機械保全職種」の技能検定は、平成27

年度（2015年度）より、当会が指定試験機関として国

の監督下にて実施することになりました。 

 

※機械保全職種以外は従来通りの実施となります。 
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協会概要 

【沿革】 

– 1961年 日本能率協会の中に「設備管理部会」発足  

– 1969年 「設備管理部会」を母体として、日本プラントエンジニア協会設立 

– 1981年 通商産業大臣（現 経済産業大臣）より許可を得て社団法人日本プラントメンテナンス協         

        会発足。 

– 2012年4月、内閣総理大臣の認定を受け公益社団法人へ移行。 

【所在地】 

– 本部      ： 東京都港区芝公園3-1-22  

– 中部事務所 ： 愛知県名古屋市中村区名駅4-23-13 

 

【理事】  25名  会長 中谷 修（東レ・顧問） 

 

【会員】 約900 （法人または事業所単位）  

 

 【実施事業】 

（1）生産活動に関する課題・情報の調査、技術・技能の研究 （調査研究事業） 

（2）生産活動を支える人材育成支援 （人材育成事業、普及啓発事業） 

（3）生産活動に必要な技術・技能の水準評価 （人材育成事業／資格認定事業／審査表彰事業） 

（4）生産活動の課題解決のための支援・助言・指導 （支援・助言・指導事業） 

 



技能検定について 
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技能検定の実施体制 

技能検定は、（1）都道府県が実施する職種と、（2）民
間の指定試験機関が実施する職種があります 

 

(1) 都道府県による実施： 
• 試験問題等の作成は中央職業能力開発協会が、試
験の実施は都道府県と都道府県職業能力開発協会
がそれぞれ行います 
機械加工、機械検査など113職種が対象 

 

(2) 民間の指定試験機関による実施 
• 当該職種に関連する民間機関が指定試験機関として
試験問題の作成を含め試験業務を行います 
機械保全、ファイナンシャル・プランニング等の15職種が対象 



指定試験機関が実施する業務 

＜指定試験機関方式＞ ＜都道府県方式＞ 

指定試験機関 

<試験問題成等> 
・試験問題作成 
・実施要領作成 
・試験の水準調整 

＜試験の実施・運営＞ 
・受検手数料設定 
・受検申請交付・受付業務 
・受検手数料収受 
・検定委員委嘱 
・試験の実施 
・合否判定 
・合格証書発行 

国（厚生労働省所管） 
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受検者 申込・手数料 

国（厚生労働省所管）  

都道府県 
職業能力開発協会 
＜試験の実施・運営＞ 
・受検申請交付・受付業務 
・受検手数料収受 
・検定委員委嘱 
・試験の実施 
・合否判定 

都道府県 

＜合否決定等＞ 
・受検手数料設定 
・指導監督 
・合否決定 

中央職業能力開発協会 
＜試験問題作成等＞ 

・試験問題作成 
・実施要領作成 
・試験の水準調整 

受検者 申込・手数料 

国 

＜合否決定等＞ 
・受検手数料告示 
・指導監督 
・合否決定 



試験の概要 
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実施する等級・作業 

• 実施する等級 
– 従来と変わりありません 

– 特級、1級、2級、3級、随時3級※ 、基礎1級※、基礎2級※ 

 

 

• 作業（選択科目） 
– 従来と変わりありません 

– 機械系保全（1・2・3級）、電気系保全（1・2・3級）、設備診断（1・2級） 

 

• 試験の出題範囲 
– 平成27年度(2015年度)は、試験の出題範囲（試験科目及びその範
囲）には変更はありません 
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※随時3級、基礎1級、基礎2級は外国人技能実習生を対象とした等級 



試験方法 

• 平成27年度(2015年度)は、試験方法は従来と変わりません。 
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等級 学科試験 実技試験 

特級 50問/120分 
  多肢択一（5択）    50問 

ペーパーテスト 
180分 

1級  
50問/100分 
  多肢択一（4択）    25問 
  正誤判定       25問 

【機械系保全】 
 
  要素試験  
     80分 

【電気系保全】 
  
      作業試験 
    110分 

【設備診断】 
 要素試験 
  100分 

2級  要素試験 
   80分 

 
－ 

3級 30問/60分 
  正誤判定              30問 

  要素試験 
   70分 

作業試験 要素試験 ペーパーテスト 

物の製作、組立て、調整、ロー
ルプレイング等を実際に作業を
行う試験 

対象物又は現場の状態、状況
等を原材料、標本、模型、写真、
ビデオ等を用いて提示し、判別、
判断、測定等を行う試験 

実際的な課題等を、紙面を用い
て表、グラフ、図面、文章等に
よって提示し、計算、計画立案、
予測等を行う試験 



平成27年度 第2回 試験日程 
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第2回（後期） 

実施する等級 特級、1級、2級 

試験実施公示 平成27年3月2日（月） 

実施概要公開 9月1日（火） 

受検申請 10月1日（木）～10月19日（月） 

実技試験問題の事
前公開（概要のみ） 

11月26日（木） 

学科試験 12月13日（日） 
*特級、設備診断作業の実技試験は同日に実施 

実技試験* 平成27年12月7日（月）～平成28年2月14日（日） 

合格発表 平成28年3月11日（金）予定 

※試験日は、原則として土・日です。 



第2回 学科試験の概要 
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項目 内容 

試験実施時期 

全国一斉に同一試験日で実施 

  
第2回（後期） 特級※・1級・2級 

    12月13日（日） 
*特級、設備診断作業の実技試験は同日に実施 

試験実施地区 
受検案内（団体申請用）24ページを参照 

※居住する都道府県以外の会場でも受検できます（希望地での受検が可能） 

試験方法 
• マークシート方式により実施します 

• 各等級の出題形式、問題数、試験時間は現行と変わりません 



 第2回 実技試験の概要 
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 項目 内容 

試験実施時期 

下記の期間内に地域ごとに時期を定めて全国で実施  

第2回（後期） 特級※・1級・2級 
12月7日（月）～平成28年2月14日（日） 

*特級、設備診断作業の実技試験は学科試験日に実施 

 

試験実施地区 

受検案内（団体申請用）24、25、26ページを参照 
※居住する都道府県以外の会場でも受検できます（希望地での受検が可能） 

 
※ 一定の基準を満たすことで、企業や学校の施設にて機械系実技試験を実施することが可能

です。ご希望の場合は、終了後に当会職員へご質問ください。 

試験方法   各等級・作業の試験方式、課題数、試験時間は現行と変わりません 



受検申請の手続き等 
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受検申請について 
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受検案内 P.4 

※振込手数料含む 

※都道府県が実施する検定職種との同時受検は可能です   
   が、日程等の調整はできませんので、受検者にて確認し   
     て、申請してください。 



受検申請について 
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受検案内 P.4 



受検申請について 

16 

受検案内 P.5 



受検申請について 
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受検案内 P.5 

→コンビニ決済、クレジット決済は80円 
→請求書による一括払い、払込取扱票（ゆうちょ銀行）は金融機関の振込手数料 



受検申請について 
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受検案内 P.6 

※受検資格の短縮要件合格（修了）後○年の場合は、合格証書の交付日～2015年10月19日（月）までとなります。 
   例）平成25年度の合格者は2014年3月○日～2015年10月19日（月）まで   ⇒   取得後の実務経験年数＝1年6ヶ月（7ヶ月） 



受検申請について 
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受検案内 P.6 



受検申請について 
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受検案内 P.7 

実務経験年数の短縮要件に該当する「機械保全職種に関する学科・訓練科・免許職種」は、 
受検案内Ｐ．７の表で確認してください。 



受検申請について 
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受検案内 P.8 



受検申請について 
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受検案内 P.8 



受検申請について（団体） 
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受検案内 P.9 

団体について 
・団体は任意に設定が可能です。（1名でも可能、工場ごと、部署ごとでの登録可能です） 
・受検手数料の支払方法や配送方法の分割はできません。 



受検申請について（団体） 
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受検案内 P.9 

初期画面                      個人情報取り扱い同意画面              メール送信画面 

STEP1 メールアドレスの登録（メール送信） 
 

     STEP２ 団体情報の登録（団体情報登録の入力） 
 

          STEP３ 団体情報登録の完了（ID・PWの発行） 
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団体情報登録画面（参考） 



受検申請について（団体） 
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受検案内 P.10 

このページでの登録内容
は第2回試験では変更で
きません。 

選択して「次へ」をクリックすると、
払込取扱票の取り寄せ依頼画面に
移行します。 



受検申請について（団体） 
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受検案内 P.9 

①団体マイページからお申込み内容の確 
   認ができます。 
 
②団体内の試験結果の確認ができます。  
 （試験終了後） 
 
③申請に必要な団体申請コードが発行さ 
   れます。 
 
④登録した団体情報の内容確認と変更が 
   可能です。 
 

① ② 

③ 

④ 

※郵送申請で受検申請をした場合でも後日、団体ページから上記の内容が確認できます 



受検申請について（団体） 
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受検案内 P.10 

インターネット申請の場合 
受検者情報の登録まで事前に行えます。 

エクセルファイルをダウンロードして、必要な情報を入力し、
アップロードを行えます。 
アップロードは1回のみ、受検者追加の場合は個別に行え
ます。受検案内P.11に記載 

郵送申請の場合 
・団体とりまとめ票と申請書をダウンロードしてご使用くださ
い。 

ここまでが9月1日から作業可能です。 
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受検者情報登録エクセル（参考） 
受検案内 P.11 

①登録したメールアドレスに各受検者（個人）にIDとPWが送信されます。 
②IDとPWで受検者（個人）ページにアクセスして、受検申請を行ってください。 
※同一のアドレスでも登録可能ですが、登録者人数分のメール（ID・PW）が配信されます。 



   受検申請について（個人・団体） 
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受検案内 P.11 



  受検申請について（個人・団体） 
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受検案内 P.12 

※請求書のお支払期限：11月末です 



  受検申請について（個人・団体） 
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受検案内 P.13 
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  受検申請について（個人・団体） 

【インターネット申請】 
①受検者情報登録   ⇒ エクセルでまとめて登録 or  個別に登録 
②受検申請項目入力 ⇒ 受検者ページから個別に入力 
③手数料支払い          ⇒ ＜個人支払の場合＞ コンビニ決済 or クレジット決済 
                       ＜一括支払の場合＞ 請求書ダウンロード 
④申請手続き終了 

【郵送申請】 
①団体とりまとめ票記入 ⇒ 受検案内14ページ参照 
②受検申請書記入          ⇒ 受検案内15～22ページ参照 
③手数料支払い               ⇒ ＜個人支払の場合＞ 取扱払込票（ゆうちょ銀行）で支払                                
                            ＜一括支払の場合＞ 請求書ダウンロード 
④団体とりまとめ票と受検申請書を郵送して、申請手続き終了 
  ※個人支払の場合は支払い証明書も郵送してください。 

団体情報登録 
団体ページ完成 

申込情報登録 
支払・郵送方法 

決定 

受検者情報登録 
個人ページ完成 

受検申請入力 
（支払・手続き完了） 

団体情報登録 
団体ページ完成 

申込情報登録 
支払・郵送方法 

決定 

団体とりまとめ票 
受検申請書記入 

郵送 
（支払・手続き完了） 



受検申請書類（郵送申請） 
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申請書類（団体） 
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受検案内 P.14 

１．団体情報登録確認 
・インターネットで行った「団体情報登録」・「申込情報登録」と同じ内容を記入してください。 
・登録内容は公式サイト内の団体ページから確認いただけます。 
・未登録の場合は、団体での一括申請が受理できない場合があります。 
 
2．受検申請者数 
・この団体とりまとめ票で受検申請をする方の等級・作業・区分別に人数を記載いただき、 
 受検手数料も記入ください。 
 
3．送付前にご確認いただく送付物（チェックリスト） 
 
【個人(払込支払)の場合】 
 ①団体とりまとめ票  
 ②振込済の「払込取扱票」支払い証明書×受検申請者数分  
 ③受検申請書（団体申請用）×受検申請者数分 
 
【団体一括（請求書支払）の場合】 
 ①団体とりまとめ票 
 ②受検申請書（団体申請用）×受検申請者数分 
 



申請書類（団体・個人） 
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受検案内 P.15-20 

個人申請…受検案内 P.12-13参照 
団体申請…受検案内 P.15-16参照 

個人申請…受検案内 P.14-15参照 
団体申請…受検案内 P.17-18参照 

個人申請…受検案内 P.16-17参照 
団体申請…受検案内 P.19-20参照 



申請書類（団体・個人） 
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受検案内 P.22 



受検地区と日程 
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受検地区と日程（団体・個人） 
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受検案内 P.24-26 

受検申請書の「受検希望地区」欄に、P.24の表から「 ○ 」のついた地域名を第1
希望～第3希望の欄に記入してください。 

受検申請書の「受検希望地区(実技)」欄には、P.25の表から「 地区名＋A ～ E 」
の地域名＋アルファベットを第1希望～第3希望の欄に記入してください。「 - 」の
欄は試験開催がありませんので、記入しないでください。 

受検申請書の「受検希望地区 ( 実技 )」欄には、P.26の表から「 地区名＋K～Q 」
の地域名＋アルファベットを第 1 希望～第 3 希望の欄に記入してください。「 - 」
の欄は試験開催がありませんので、記入しないでください。 
※電気系実技試験の試験日は土曜日または日曜日になります。曜日の指定はできません。 



受検申請後の流れ 
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申請後の流れ（団体・個人） 
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受検案内 P.27 

写真について 
・サイズ：3㎝×4㎝ 
・6ヶ月以内撮影 
・正面向き 
・脱帽 など 



申請後の流れ（団体・個人） 
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受検案内 P.27-28 



申請後の流れ（団体・個人） 
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受検案内 P.28 

合格基準は従来通り変更はありません 
学科 100点満点で65点以上（加点法） 
実技 100点満点で60点以上（減点法） 

※団体申請の場合で、一括送付を選択し場合は、受検者の結果通知
と併せて一覧も通知されます。 
※インターネットの団体ページからも確認できます。 



申請後の流れ（団体・個人） 

44 

受検案内 P.28 



当会からのお願い 
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技能検定委員のご推薦について 

当会では、機械保全技能検定のより一層の拡
充を図るために、技能検定委員を募集していま
す 

• 技能検定委員の主な業務 
– 試験会場における試験監督業務・採点業務 

• 稼働日数 
– 年間数日程度（原則として土曜日・日曜日） 

• 謝礼 
– 当会規程に基づき謝礼をお支払いたします 
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お問い合わせ 
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