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１．「環境大気常時監視技術者」について 
 
   「環境大気常時監視技術者」試験制度は、環境大気の常時監視に専門・特化した技術者の資格認定試

験制度であり、公益社団法人日本環境技術協会（以下「JETA」という。）が資格認定を行います。 
  この試験制度は、環境大気常時監視実務推進マニュアル（JETA発行）に基づいて、JETAが環境大

気常時監視自動測定機の維持管理や精度管理、データ管理業務等における技術継承や技術力の維持向上

を目的として実施するものです。 
   試験合格者には、JETAから「環境大気常時監視技術者認定証書」を交付します。 
 

 

２．資格の種類及び有効期限  
  

初級技術者 専門技術者 主任技術者 
環境大気常時監視の業務に必要

な基礎的知識を有し、初歩的な点

検業務が行える者の認定 

環境大気常時監視の業務に必要

な専門的な知識、技術を有し、適

切な常時監視業務が行える者の

認定 

環境大気常時監視マニュアルに

記載の｢専門職員｣に該当し、トレ

－ナーとして知識、技術、応用力、

経験を有する者の認定 

資格有効期限；５年間 

  
  

  

 

高度な専門技術・知識・経験 

主任技術者

総合的な専門知識（応用力・創造力・指導力等） 

基礎技術・知識・経験 

初級技術者

専門技術者

   

【環境大気常時監視技術者制度の概念図】 

 

 

３．受験資格 
 

初級技術者試験 専門技術者試験※ 主任技術者試験 

問わない 

環境大気常時監視に関する実務

経験年数が通算して３年以上で、

且つ初級技術者試験に合格して

いる者（ただし、同じ日に初級、

専門技術者試験を受験すること

も可能） 

満２５歳以上、環境大気常時監視

に関する実務経験年数が通算し

て５年以上で、且つ専門技術者試

験に合格している者（満２５歳以

上とは、試験実施年の４月１日現

在の年齢） 
  ※専門技術者試験は、初級技術者試験に合格していることを受験資格の要件としていますが、初級技術者

試験合格者のほか、特例として、今年度の“初級技術者試験を受験した者”の受験を可とします。ただ

し、初級技術者試験が不合格の場合は専門技術試験も不合格となります。 
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４．主任技術者 試験スケジュール 
 

9 月 3日（月） 
  ①「主任技術者 受験の手引き」配布開始 

② ｢プレゼンテーション・課題」発表（本マニュアル５頁に掲載） 
③ [受験申込] 受付開始 

                ・当協会ウェブサイトより、必要書類をダウンロードして下さい。 
                               ・期日までに簡易書留郵便又は宅配便でお申し込み下さい。                       

 10月 5日（金）  ④ [受験申込] 受付終了 

                ・当日の消印まで有効。 

10 月中旬  ⑤ [受験票] メールにより発送 

               ・10月12日（金）までに到着しない場合は、「試験事務局」までお問合

わせ下さい。 

10 月 26日（金） 
 ⑥ プレゼンテーション課題 

⑦ 実務経験書 (様式 5) 
資料提出締め切り 

                   
「プレゼンテーション」 

・電子データ（Microsoft社 Windows ７）で表示可能なPower Point形

式で、E-Mailにより「試験事務局」までお送り下さい。 

・提出後の修正はできませんので、充分注意下さい。 

                          「実務経験書」 

                ・ 様式５ 実務経験書に諸事項を記入のうえ、「プレゼンテーション」のデ

ータとともに、E-Mailにより「試験事務局」までお送り下さい。 

               （送付先等） 

 E-Mail  taiki_shiken@jeta.or.jp 

                               件  名: 主任技術者試験 ＜受験者氏名＞     

 

                      「注」「実務経験書」(様式5)は、受験申込書の「実務経験証明書」(様式

3)とは異なるものです。注意下さい。 

                受験申込には、「実務経験証明書」(様式3)の添付が必要です。 

      

東京会場 
11 月 7日（水） 

 
大阪会場 

11 月 9日（金） 
 

 

⑧「主任技術者」試験実施 

 

・受験会場は大阪、東京の何れかを選択して下さい。 
 ※希望会場が定員を超えた場合等には、他の試験日での受験をお勧めす

ることがあります。 
・受験票は必ず持参下さい。 
 

12 月上旬  ⑨合否通知 

・受験者に封書により通知します。 
・当協会ウェブサイトに合格者の受験番号を掲示します。 
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5．試験の日時・会場 
 
  １）試験日時 

日 時 

◆東京会場 
平成 30 年 11 月 7 日(水) 午前・午後   
各日上記時間内の各３０分／１人 
◆大阪会場 
平成 30 年 11 月 9 日(金) 午前・午後   
各日上記時間内の各３０分／１人 
※受験者ごとの試験時間は、別途受験票に記載、通知します。 

 
２）試験会場 

東 京 会 場 

公益社団法人 日本環境技術協会  会議室 
〒102-0074 東京都千代田区区九段南 4－8－30 アルス市ヶ谷 201 
電話  03－3263－3755 
FAX  03－3263－3741 

大 阪 会 場 

大阪ＹＭＣＡ会館  9 階 901 会議室 
〒550-0001  大阪市西区土佐堀 1－5－6 
電話 06－6441－0893 
FAX 06－6445－7462 

 
 
6．主任技術者 受験の申込受付期間及び送付先 
 
 (１)申込受付期間 ； 平成30年9月3日（月）～10月5日（金） 
  １）受験申込申請書類は、簡易書留郵便又は宅配便でお送り下さい。 
  ２）受付期間最終日の消印まで有効です。 
 ３）提出された受験申込申請書類に不備があり、補完して再提出される場合でも、締め切りは各 

申込受付期間最終日です。 
  
(２)申込書送付先 
  公益社団法人 日本環境技術協会 「環境大気常時監視技術者試験事務局」 
   〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-30 
         アルス市ヶ谷201 
   電話 03－3263－3755 

 
 
7．受験申込手続き 
 (１)関係書類 

１）受験申込みに必要な書類(様式１、様式２、様式３)は、当協会のウェブサイトよりダウンロード

して印刷して下さい。 
２）受験申込書に記入漏れや誤記入があった場合、及び必要な添付書類がない場合は、受理できませ

んので、必ず受験者自身が記入し、間違いのないことを確認の上、提出下さい。 
３）簡易書留郵便又は宅配便で送付して下さい。団体でまとめて送付の際には、申込者ごとにクリッ

プ等でとめて送付してください。 



 

                     平成 30 年度 環境大気常時監視技術者試験 

４）受験申込みに必要な書類 

必要書類 備考 

①様式１ 受験申込書  所定の用紙に記入して下さい。 

②様式２ 写真票 
上部をのりづけして下さい。（写真の裏に氏名を記入して下さい。） 
専門技術者試験受験時の写真票をそのまま使用することを希望する

場合は不要ですので、その旨通知下さい。 

③様式３ 実務経験証明書 
所定の証明を受けて下さい。（所属する部署長の証明でも可） 
専門技術者試験受験時の実務経験証明書により、実務経験年数が通

算して５年以上を証明可能な場合は不要ですので、その旨通知下さい。

④受験料振込済票のコピー 
指定の銀行に振込後、確認書のコピーを添付して下さい。なお、振込

人が会社・団体の場合は余白に受験者の氏名を明記して下さい。 

  
 

(２)受験料及び振込方法 
    １）受験料；12,300円（税込み） 

２）受験料の振込 
     受験料は次の銀行口座に振込下さい。 
     ・振込口座 みずほ銀行 市ヶ谷支店 普通 NO.2207923  
     ・口 座 名  公益社団法人 日本環境技術協会 
     ※振込手数料は、各自ご負担下さい。 
     ※振込後の受験料は、地震、台風等の天災、その他不測の事故等により本試験を中止した場合（こ

れらの天災・事故により受験できなかった場合を含む）を除き原則として返金いたしません。 
 
 
8．受験申込書類の記入方法 
   申込書類は、黒のボールペン、もしくはMicrosoft社WORD により記入して下さい。黒のボールペ

ンによる場合は、楷書で記入し、書き損じた場合には、＝（二重線）を引き、訂正印を押して下さい。 
 
(１)受験申込書 

①氏 名    氏名とフリガナを記入下さい。フリガナも必ず記入下さい。 

②専門技術者試験合格認定番号  

   ③生年月日   和暦(昭和・平成)のどちらかにレ点を記入下さい。生年月日と試験実施年の 

４月１日現在での満年齢を記入下さい。 

   ④E-mail ｱﾄﾞﾚｽ  試験会場日時の調整や「受験票」の送付等に使用しますので、必ず連絡可能なアドレスを記載下

さい。 

    ⑤希望試験会場 東京会場、大阪会場のうち、受験される会場、及び、受験希望時間(午前／午後)に

レ点を記入下さい。 

           ※ご希望の試験会場(・試験日)が定員を超えた場合等には、他の試験日での受験を

お勧めする場合があります。 

   ⑥実務経験年数 実務経験年数を記入下さい。 

           ※様式.３ 実務経験証明書 も必ず記入下さい。          

   ⑦現住所    郵便物の確実な配送のため、マンション・アパート名、棟番号、部屋番号、同居の

場合は同居先名も記入し、フリガナも必ず記入下さい。電話番号も必ず記入下さい。 

   ⑧勤務先      勤務先の所属を部課名まで記入し、勤務先・住所にはフリガナを必ず記入下さい。

電話番号も必ず記入下さい。 
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(２)写真票 (平成 30年度専門試験合格者は不要) 
  ①氏  名   氏名とフリガナを記入下さい。 
  ②顔 写 真     
      ⅰ．本人の顔写真（カラー） 
   ⅱ．写真は、半身・脱帽で正面を向き、受験申込みの６ヶ月以内に撮影したもので、サイズは、縦

４.５ｃｍ、横３.５ｃｍとします。 
      ⅲ．写真の裏に氏名を記入下さい。上部をのりづけして下さい。 
   ⅳ．試験当日、本写真票により本人確認を行います。 
 
(３)実務経験証明書 
  ①氏  名   氏名とフリガナを記入し、押印して下さい。 

②生年月日   和暦(昭和・平成)のどちらかにレ点を記入下さい。生年月日と試験実施年の 

４月１日現在での満年齢を記入下さい。 
  ③現 住 所   受験申込書と同じ住所を記入して下さい。 
  ④実務経歴   実務の経歴を出来る限り分かり易く記入下さい。 
          ※所属する機関の代表者（所属する部署長の証明でも可）の捺印が必要です。実務

経歴が多く、記入欄が足りない場合には、用紙をコピーし、記入下さい。 
          ※転勤等による過去の実務経験証明書については、現在所属する会社・機関等の代

表者において履歴書等により確認の上証明していただくことで構いません。 
          ※受験に必要な実務経験年数を満足していれば、全ての実務経験を記載する必要は

ありません。 
 
 
 
9．受験票の送付（メール送付） 
   受験の申込みをされた方には、下記日程を目途に、受験票を受験申込書記載のメールアドレスに送付

します。下記指定期日までに届かない場合には、当協会の試験事務局までお問合わせ下さい。また、受

験票の記載事項（氏名、受験番号、生年月日、試験日・時間、試験会場）を必ずご確認下さい。相違が

ある場合には、速やかに試験事務局までご連絡下さい。 

受験票送付日程（受験票未着確認日）； 10 月中旬（平成 30 年 10 月 12 日（金）） 

 
 
10．試験科目及び試験の形式 

１）試験形式 ；面接試験 
｢プレゼンテーション内容｣や「実務経験書」を参考とした質疑応答や、受験者の業務・課

題等についての面接試験を実施します。 
 
２）試験科目・内容 ； 

①プレゼンテーション 
 ⅰ．課題 

下記テーマから１テーマを選択し、自分の経験や課題、考え方等を PR できる資料を作成下

さい。なお、発表はパワーポイントでプロジェクターを用いて行います。 
       ① 環境大気常時監視機器の保守管理とデータ管理について 

② 環境大気常時監視データの信頼性向上のための方策について 
③ 環境大気常時監視における欠測データの削減、欠測時間の短縮のための方策について 
④ 環境大気常時監視の意義と役割について 
⑤ 環境大気常時監視に係る技術継承について 
⑥ 環境大気常時監視業務における主任技術者としての必要な知識と取組みについて 
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      ⅱ．プレゼンテーション資料の作成 

電子データ（Microsoft社 Windows ７）で表示可能なPower Point形式でデータ容量サ

イズは２MBまでとします。内容、量を検討し、発表時間の１０分（時間厳守！）を有効

に活用できるものとして下さい。 
                     

     ②「実務経験書」：実務経験書 （様式５）は、当協会のウェブサイトよりダウンロードして下さ

い。電子データ（Microsoft社 Windows ７）で表示可能なWord形式でA4サイズ1枚

で記入下さい。面接試験時の採点資料とします。 
 

     ③ 資料の送付 
下記メールアドレス「試験事務局」宛に平成30年10月26日（金）までに送付して下さ

い。  
 

 E-Mailアドレス：taiki_shiken@jeta.or.jp 
                    件名：主任技術者試験 ＜受験者氏名＞   

File 名：プレゼンテーション、実務経験書ともに、受験番号（ハイフォンは除く） 
受験者氏名としてください。 

例：TM001環境太郎 
     

３）試験時間 ； プレゼンテーション（１０分：時間厳守。時間超過や不足の場合は減点の対象となり

ます）、質疑応答及び面接（２０分）、計３０分／受験者１人 
 
11．試験当日の注意事項 
 
 (１)試験当日 
   １）受験票は必ず持参下さい。受験票がない場合は受験できません。 
   ２）試験開始時間の5分前までに必ず来場下さい。 

試験時間の変更はできませんので、会場には充分の余裕をもってお出掛け下さい。 
   ３）遅刻は原則認めません。交通機関の遅延等、止むを得ない場合には、事前に事務局本部 
     へ連絡下さい。 

 
 (２)試験について 
   １）プレゼンテーション発表（Power Point）用のパソコンは事務局で用意します。 

   ２）携帯電話の電源は必ずお切り下さい。時計が必要な場合は腕時計を持参下さい。 

   ３）不正行為を行った場合、又は係員の指示に従わない場合は、試験途中でも退場していただくこと

があります。 

   
 (３)その他 
   １）試験会場への交通は、電車・バス等の交通機関を利用下さい。 
   ２）会場の空調は調整しにくい場合があります。各自調整可能な服装を用意下さい。 
   ３）喫煙は指定された場所以外はすべて禁止です。 
   ４）外部からの受験者への電話取次、呼出しには応じられませんので、予めご了承下さい。 
 
12．合否の通知 
    合否の通知は下記日程を目途に、受験者に封書で通知します。また、当協会のウェブサイトに合格者

の受験番号を掲示します。 
合否の通知時期 ； 平成 30 年 12 月上旬頃 
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13．変更届が必要な場合 
   受験申込書を提出後に、引越しや市町村合併による連絡先の変更、勤務先や転勤による所属及びその

連絡先の変更、改姓が生じた場合等には、当協会の「試験事務局」まで速やかに様式.４「変更届」を提

出して下さい。 
   
14．資格の認定登録証 

  １）本試験に合格すると、JETA に資格種類別の「環境大気常時監視技術者」の登録を行うことができ

ます。 

  ２）JETAから、合格種類別の環境大気常時監視技術者「認定登録証」を交付します。 

  ３）各環境大気常時監視技術者「認定登録証」の有効期限は、試験合格日から５年間で、以降の更新が

可能です。 

  ４）登録等の方法については、当協会のウェブサイトの「登録の手引き」をご覧下さい。 

  ５）認定登録証交付手数料 ； 3,100円（税込み） 

 

15．登録の更新 

    登録の更新は、直近５年間の実務実績、又は業務上の技術的事項に関する論文(レポート)を提出し、

審査を受けるものとします。なお、登録の更新手続きが行われない場合は、資格登録の取消しとなり

ます。※登録の更新手続きの詳細については、別に定めます。 

 
16．問合せ先等 
   公益社団法人 日本環境技術協会 「環境大気常時監視技術者試験事務局」  
    住所：〒102-0074  東京都千代田区九段南４－８－３０ アルス市ヶ谷２０１ 
    電話：０３－３２６３－３７５５  FAX：０３－３２６３－３７４１ 

      E-Mail： taiki_shiken@jeta.or.jp 
 
17．会場案内図  

 大阪 YMCA 会館                       公益社団法人 日本環境技術協会  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-5-6              〒１02-0074 東京都千代田区九段南 4-8-30－201 

TEL06-6441-0893                           TEL03-3263-3755 

・地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」下車                              ・ JR 総武線「市ヶ谷駅」より徒歩約５分 

３号出口から西へ徒歩約５分                                 ・ 地下鉄 都営新宿線「市ヶ谷駅」 A3 出口より 

・地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」下車                    徒歩約２分 

４号出口から西へ徒歩約１２分                           
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（様式１） 

平成30年度環境大気常時監視技術者試験 

主任技術者試験 受験申込書 
 
□部分は、該当するところにレ点を入れて下さい。 

①氏 名 ②専門技術者試験合格認定番号 受験番号 

(フリガナ) 

 

記入しないで下さい。 

 

③生年月日 ⑤希望試験会場・日時 

□昭和 

□平成 

     年  月  日(満   才) 

□東京 

 ・11月 7日（水）  □午前  □午後 

  

□大阪 

・11月   9日（金）  □午前  □午後 

  

④E-Mailアドレス 

 

（携帯電話のメールアドレスは不可です） 

⑥実務経験年数        年 （実務経験内容は、様式３に記入下さい。） 

⑦現住所  〒    － 

(フリガナ)    

                 都道         市区 

            府県         町村 

 

電 話         －        －      ＦＡＸ     －        －   

⑧勤務先 

(フリガナ)              

名 称                 部署・役職            

 所在地    〒    － 

(フリガナ)    

                               都道         市区 

            府県          町村 

 

電 話         －        －      ＦＡＸ     －        －           

※現住所は、マンション・アパート名、棟番号、部屋番号も記入下さい。また、勤務先所在地は建物名も記

入下さい。
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（様式２） 
 
 
 

平成30年度環境大気常時監視技術者試験 

写  真  票 
 
 
            

受験番号 受験会場 

記入しないで下さい。 

 

 

記入しないで下さい。 

 

①氏名 資格の種類 

(フリガナ) 主任技術者試験 

 

 
 
 
 
 

  ②顔写真（のりしろ） 

 

 
 

写真の裏に 

氏名を記入下さい 

写真の条件 
①カラー 
②半身・脱帽 
③無背景 
④サイズ  

   縦４.５ｃｍ×横３.５ｃｍ 
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（様式３） 
平成30年度環境大気常時監視技術者試験 

実 務 経 験 証 明 書 
 
□部分は、該当するところにレ点を入れて下さい。 

①氏 名 ②生年月日 受験番号 

(フリガナ) □昭和 

□平成 

    年  月  日(満   才) 

記入しないで下さい 

                  ㊞ 

③現住所  〒    － 

(フリガナ)    

                都道         市区 

          府県         町村 

 

電 話         －         －     

 

④実務経験 

勤務先(部課まで) 
所在地 

(市区町村まで) 
役職等 実務経験内容 

実務期間 年月数

年・月～年・月 年 月

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

  平成  年  月  日 

   

                   住  所 

 

                   会社名 

 

                   代表者                ㊞ 

 

 

※実務経験が多く、記入欄が足りない場合は、用紙をコピーし、記入して下さい。
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（様式４） 
平成30年度環境大気常時監視技術者試験 

変 更 届 
 
１．以下の項目について、変更前のものを記入下さい。 

氏  名 

(フリガナ)  

                                                                        ㊞ 

現住所  〒    － 

(フリガナ)    

                 都道         市区 

          府県         町村 

 

電 話         －         －     

受験番号 受験資格試験 

 

 

 

 

 
２．変更するものにレ点を記入し、下に具体的に記入下さい。 

変更事項 

□現住所（現住所、電話番号の等の変更） 

□勤務先（名称変更、転勤、転職、所在地移転、市町村合併等） 

□氏名  （改姓 等） 

□その他（                           ） 

変更点 

変更前； 

 

 

 

 

 

 

変更後； 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

※ FAX 又は 郵送により (公社)日本環境技術協会内 環境大気常時監視技術者試験事務局」まで送

付して下さい。 



 

                     平成 30 年度 環境大気常時監視技術者試験 

（様式５） 
 

平成 30 年度 環境大気常時監視 主任技術者試験 

実 務 経 験 書 
 受験番号  氏 名 
    

 
☆ A4サイズ1ページとする 

① 環境大気常時監視分野で、失敗事例から学んだことについて： 

 

 

 

② 環境大気常時監視分野で、自分自身の成果と考えている事項について： 

 

③ 環境大気常時監視自動測定機の維持管理/精度管理 又は、測定システムや測定機器の開発、データ処理

などの経験について：  

 

④ 部下や後輩などに、特に継承したい事項について： 

 

 

⑤ その他（自由記載）： 
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（様式１）記入例 
平成30年度環境大気常時監視技術者試験 

主任技術者試験 受験申込書 
 

□部分は、該当するところに☑点を入れて下さい。 

①氏 名 ②専門技術者試験合格認定番号 受験番号 

(フリガナ)   カン キョウ タ  ロウ 

10TB-001 

記入しないでください。 

環 境 太 郎 

③生年月日 ⑤希望試験会場・日時 

☑昭和 

□平成 

 ４９ 年 ２月 ３日(満44才) 

☑東京 

 ・11月7日（水） ☑午前  □午後 

 

□大阪 

 

 ・11月９日（金）  □午前  □午後 

④E-Mailアドレス 

taiki_shiken@jeta.or.jp 

＊ 試験会場日時の調整や「受験票」の送付等に

使用しますので、必ず連絡可能なアドレスを記載

下さい。（携帯電話のメールアドレスは不可です）

⑥実務経験年数     １１ 年 （実務経験内容は、様式３に記入下さい。） 

⑦現住所  〒 １０５ － ０００１ 

(フリガナ)  トウ キョウ       ミナト       トラノモン      

東 京  ○都道  港   市○区 虎の門５－１１－１５ 虎ノ門ＫＴビル６０１号室 

           府県      町村 

電 話      ０３  －ＸＸＸＸ  － ＸＸＸＸ  ＦＡＸ ０３ －  ＸＸＸＸ  － ＸＸＸＸ  

⑧勤務先 

(フリガナ)  ケイ カブシキガイシャ                     カンキョウギジュツブ カンリカ  カカリチョウ    

名 称  Ｋ 株式会社           部署・役職  環境技術部 管理課   係長     

 所在地  〒 １６０ － ０００１ 

(フリガナ)  トウ キョウ       シンジュク    ニシシンジュク         シンジュク 

東 京  ○都道  新 宿 市○区 西新宿１－２－３  新宿ビル ４－５６７号室 

           府県      町村 

 

電 話    ０３  －ＸＸＸＸ  － ＸＸＸＸ  ＦＡＸ ０３ －  ＸＸＸＸ  － ＸＸＸＸ    

※実務経験証明書（様式３）も資格の種類ごとに提出下さい。 
※現住所は、マンション・アパート名、棟番号、部屋番号も記入下さい。また、勤務先所在地は建物名も記

入下さい。
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（様式３）記入例 
平成30年度環境大気常時監視技術者試験  

実 務 経 験 証 明 書 
 

□部分は、該当するところに☑点を入れて下さい。 

①氏 名 ②生年月日 受験番号 

(フリガナ)  カン キョウ タ  ロウ ☑昭和 

□平成 

  ４９年 ２月 ３日(満44才) 

記入しないでください。 

環 境 太 郎     ㊞ 

③現住所  〒 １０５ －０００１ 

(フリガナ)  トウ キョウ     ミナト        トラノモン      

東 京  ○都道  港   市○区 虎の門５－１１－１５ 虎ノ門ＫＴビル６０１号室 

          府県      町村 

 

電 話    ０３  －ＸＸＸＸ  － ＸＸＸＸ  

 

④実務経験 

勤務先(部課まで) 
所在地 

(市区町村まで) 
役職等 実務経験内容 

実務期間 年月数

年・月～年・月 年 月

Ｋ株式会社 環境

技術部調査課 

東京都 

新宿区 

担当者 環境大気計測機器の性能・信頼性

等の調査・研究 

平成14年4月 

平成16年3月 

２ ０

同上 環境技術部

機器保全課 

神奈川県 

横浜市南区 

係長 環境大気測定局の計測機器の維

持管理に関する実務 

平成16年4月 

平成19年3月 

３ ０

同上 環境技術部

管理課 

東京都 

新宿区 

係長 環境大気測定局の計測機器の 

維持管理に係るﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ業務 

平成20年4月 

平成30年3月 

10 ０

 
      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

  平成30年 ＸＸ 月 ＸＸ 日 

   

                   住  所   東京都新宿区西新宿１－２－３  

 

                   会社名   Ｋ 株式会社     

                   代表者  環境部長 ○○ ○○    ㊞   

※実務経験が多く、記入欄が足りない場合は、用紙をコピーし、記入して下さい。 


