
令和３年度大阪府クリーニング師試験 受験案内 

 
新型コロナウイルス感染症の影響により、今後、試験手続き等を変更する可能性が

あります。変更がある場合は、随時、大阪府ホームページでお知らせします。 

 

１ 試験日時 

  令和３年 10月 31日（日） 

(1) 技能試験及び鑑別試験 

   午前９時 30分から午後０時 30分まで 

（受験者集合時間：受験票を送付する際に受験番号ごとに指定します。） 

※注 鑑別試験については、技能試験を受験した者から順次行ないます。 

 (2) 学科試験 

   午後１時 45分から午後２時 30分まで（受験者集合時間：午後１時 30分） 

   ※注 受験者数によっては学科試験の開始時間を遅らせる場合があります。 

 

２ 試験会場 

  八尾市春日町二丁目１番 25号 

  大阪府クリーニング会館 

 

３ 合格者の発表 

  令和３年 12月 10日（金） 

午前 10時に大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課前に掲示するとともに大

阪府ホームページに掲載します。 

 

４ 試験内容 

(1) 学科試験 【試験時間 45分】 

  ア 衛生法規（クリーニング業法＜昭和 25年法律第 207号＞） 

  イ 公衆衛生 

  ウ 薬品に関する知識 

  エ 繊維に関する知識 

  オ 洗たく物の処理に関する知識 

(2) 鑑別試験 【試験時間６分】 

  ア 薬品の鑑別 

  イ 繊維の鑑別 

  ウ しみの鑑別 

 (3) 技能（実技）試験 【試験時間８分】 

   綿 100％長袖ワイシャツのスチーム式アイロン仕上げ本カウス仕上げ 

 

５ 受験資格 

  クリーニング業法第７条第３項及び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項に規定する者 

(1) 新制中学校卒業者（学校教育法第 57条に規定する者） 

 (2) 旧国民学校令による国民学校の高等科を修了した者 

 (3) 旧中等学校令による中等学校の２年の課程を終わった者 



６ 受験願書の交付期間 
  令和３年９月 10日（金）～令和３年９月 24日（金） 

午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く。） 
 
７ 受験願書の交付場所 

(1) 大阪市の各生活衛生監視事務所 
 (2) 堺市保健所環境薬務課 
 (3) 豊中市保健所衛生管理課 
 (4) 吹田市保健所衛生管理課 

(5) 高槻市保健所保健衛生課 
(6) 枚方市保健所保健衛生課 
(7) 八尾市保健所保健衛生課 
(8) 寝屋川市保健所保健衛生課 
(9) 東大阪市保健所環境薬務課 

 (10) 府の各保健所 
 (11) 大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 
 
８ 受験願書の提出方法 
 ※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電子申請をご活用ください ※ 
 

(1) 大阪府ホームページから電子申請する場合 

大阪府ホームページの電子申請画面において、氏名、住所、生年月日、電話番

号、卒業した最終学校名、卒業年月日を入力してください。 

ア 受付期間 

    令和３年９月 10日（金）～令和３年９月 24日（金） 

    （24時間受付可能。ただし令和３年９月 10日(金)は午前９時から、 

令和３年９月 24日(金)は午後５時まで。） 

イ 提出書類 

    電子申請後、(ｱ)～(ｴ)を大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課へ 

令和３年 10月１日(金)までに必着となるよう簡易書留で郵送してください。 

   (ｱ) 受験資格を証する書類 

（最終学歴の卒業証明書、又は卒業証書の写し） 

   (ｲ) 写真 

（縦 4.5cm 横 3.5cmで受験申込前６ヶ月以内に正面上半身・無帽で撮影

し、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの） 

   (ｳ) 受験票送付用切手 404 円分（簡易書留用） 

  (ｴ) ※  婚姻等により卒業証明書等の氏名が異なる者のみ戸籍謄本、又は

抄本、（外国人の場合は住民票の写し又は住民票記載事項証明書） 

（戸籍謄本等の書類は、試験当日の受付時に返却します。） 

  ウ 受験手数料及び納付方法 

    7,000 円 

（クレジットカード（VISA、MasterCard、JCBが利用可能）により納付して

いただきます。） 
※ 領収書の発行はできません 

 
 



 (2) 住所地を管轄する保健所等に提出する場合 

受験願書に氏名、住所、生年月日、電話番号、卒業した最終学校名、卒業年

月日を記入のうえ、住所地を管轄する保健所等へ提出していただきます。 

ア 受付期間 

    令和３年９月 10日（金）～令和３年９月 24日（金） 

午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く。） 

イ 提出先 

   (ｱ) 大阪市に住所を有する者 

      住所地を管轄する各生活衛生監視事務所 

   (ｲ) 堺市に住所を有する者 

      堺市保健所環境薬務課 

   (ｳ) 豊中市に住所を有する者 

      豊中市保健所衛生管理課 

   (ｴ) 吹田市に住所を有する者 

      吹田市保健所衛生管理課 

   (ｵ) 高槻市に住所を有する者 

      高槻市保健所保健衛生課 

   (ｶ) 枚方市に住所を有する者 

      枚方市保健所保健衛生課 

   (ｷ) 八尾市に住所を有する者 

      八尾市保健所保健衛生課 

   (ｸ) 寝屋川市に住所を有する者 

      寝屋川市保健所保健衛生課 

    (ｹ) 東大阪市に住所を有する者 

      東大阪市保健所環境薬務課 

   (ｺ) 上記９市以外で大阪府に住所を有する者 

      住所地を管轄する府の各保健所 

(ｻ) 他の都道府県に住所を有する者 

      大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 

ウ 提出書類 

(ｱ) 受験願書 

    ※ 受験願書には写真（縦 4.5cm 横 3.5cmで受験申込前６ヶ月以内に正面

上半身・無帽で撮影し、裏面に撮影年月日及び指名を記載したもの）を

貼り付けてください。 

(ｲ) 受験票送付用の封筒 

※ 簡易書留用の郵便切手（404 円）を貼り付けるとともに、住所及び氏

名を記入してください。 

(ｳ) 受験資格を証する書類 

（最終学歴の卒業証明書、又は卒業証書の写し） 

   (ｴ) ※  婚姻等により卒業証明書等の氏名が異なる者のみ戸籍謄本、又は

抄本（外国人の場合は住民票の写し又は住民票記載事項証明書） 

       （氏名の変更等を確認後、戸籍謄本等の書類は本人へ返却します。） 



エ 受験手数料及び納付方法  

    7,000 円 

(ｱ) 大阪府の各保健所で申請をされる方 

原則、現金での納付。ただし、府指定金融機関、大阪府手数料納付窓

口での納付も可。 

(ｲ) 大阪市の各生活衛生監視事務所、堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚

方市・八尾市・寝屋川市及び東大阪市の保健所で申請をされる方 

○府指定金融機関での納付 

・クリーニング師試験受験願書手数料納付書を印刷、記入の上金融

機関で納付し、手数料納付済証を受験願書に添付してください。 

(ｳ) 大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課で申請される方 

大阪府手数料納付窓口（ＰＯＳレジ）で納付。ただし、府指定金融機

関での納付も可。 

○ご利用いただけるお支払い方法 

・現金 

・クレジットカード （Visa、Mastercard）  

・電子マネー（交通系 IC）：ICOCA、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、

manaca、SUGOCA、nimoca、はやかけん 

（PiTaPaはご利用いただけません） 

・スマートフォン決済（LINE Pay） 

※ 詳しくは会計局のホームページをご覧ください 

    →大阪府庁（本庁）の手数料納付窓口について 

     （http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/madoguchi/index.html） 

（「大阪府手数料納付窓口」で検索） 

 

８ その他 

(1) 受験に際して特別な配慮を必要とする者は、出願前に、大阪府健康医療   

  部生活衛生室環境衛生課へ連絡してください。 

(2) 試験開始時刻に遅れた場合は、遅刻の理由の如何にかかわらず受験するこ

とができません。自然災害や突発事故による、交通機関の遮断や遅延等の

不測の事態に備え、集合時刻までに到着できるように時間には十分な余裕

をもって行動してください。 

(3) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の事項を厳守してください。 

   ア 試験当日は、会場に来る前に必ず体温計測を行い、自身の体調を確認し

てください。また、マスクを持参し、試験時間中を含め常時着用してく

ださい。 

イ 次のような場合は、受験を控えてください。 

(ｱ) 新型コロナウイルス感染症に罹患し、治癒していない場合 

(ｲ) 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状の 

  いずれかがある場合 

(ｳ) 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続いている場合 

(ｴ) 新型コロナウイルス感染症感染者（疑いのある場合も含む）と接触 

があり、医師又は保健所等の指示により試験日時点で自宅待機と 

なっている場合 
 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/madoguchi/index.html


(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、今後、試験手続き等を変更する

可能性があります。変更がある場合は、随時、大阪府ホームページでお知ら

せします。 

(5)  試験会場内での携帯電話等の電子機器の使用を禁止します。電源は必ず

切っておいてください。（マナーモードも禁止）また、携帯電話、スマート

フォン、スマートウォッチ等の時計としての利用は禁止します。 
 



「クリーニング師試験（技能試験）の集合時間表」 

 

 下の表は、10月 31日（日）午前に実施する技能試験の受験番号毎の集合時間表
です。自分の受験番号に該当する集合時間をよく確認の上、大阪府クリーニング会
館（所在地：八尾市春日町２－１－25、最寄駅：JR大和路線（関西本線）八尾：下
図参照）に間違わないよう集合してください。 

 

受 験 番 号 集 合 時 間 

１～24 午前９時 30分 

25～40 午前 10時 

41～ 午前 10時 30分 

◇ 時間厳守。集合時間に遅れないようご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 会場周辺には駐車場がございませんので、車での来場はご遠慮ください。 
※ なお、同日実施する学科試験の集合時間は午後１時 30分です。 

   くれぐれも間違いのないように、集合してください。  

  

■ 問合せ先  
府民お問合せセンター（ピピっとライン） 
 電話：０６－６９１０－８００１ 

 

大阪府  健康医療部生活衛生室環境衛生課  

      〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 

TEL 06(6944)9910 ／ ﾌｧｯｸｽ 06(6944)6707 
 

至天王寺 

大阪府クリーニング会館 

JR 八尾駅下車 徒歩１０分 

ＪＲ八尾駅 

至太子堂、八尾飛行場 

会場 至柏原、奈良 

至久宝寺 


