公益社団法人 日本しろあり対策協会

しろあり防除施工士

昭和 39 年にシロアリの防除施工を行う技術者の資格制度として、「しろあ
り防除施工士」制度が創設され、半世紀以上にわたり有資格者を輩出し
ています。しろあり防除施工士は、防除施工に必要な知識を有し、防除
施工標準仕様書にしたがって、安全かつ確実な施工を行います。

しろあり防除施工士取得のための受験には、
シロアリ施工の実務経験が必要になります。
◆ 大学卒業……………………実務経験必要なし

◆ 短期大学・専門学校卒業…実務経験 1 年以上
◆ 高校卒業……………………実務経験 2 年以上
◆ 中学卒業……………………実務経験 4 年以上

講習を 2 日間受講し、1 か月後に行われる試験に合
格することが必要です。

講習内容・試験内容
シロアリの生態に関する知識
木材に関する知識
◆ 腐朽に関する知識
◆ 防除薬剤に関する知識
◆ 防除施工に関する知識
◆ 建築に関する知識
試験は筆記で行います。
◆
◆

問 合せ先

公益社団法人 日本しろあり対策協会
〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-12-12 オスカカテリーナ4 階
電話：03-3354-9891 FＡＸ：03-3354-8277
http://www.hakutaikyo.or.jp/
受付時間 9：30〜12：00 13：00〜17：30（土・日・祝日除く）

しろあり防除施工士になると
シロアリの知識が深くなります。
◆ 消費者の方に信用性が高まります。
◆ 資格は 3 年毎に更新して頂きます。
更新講習（1 日）受講が条件です。
◆

◎しろあり防除施工士資格取得までの流れ
①受講料のご入金

●受講料25,000円（税込・テキスト代込）を下記口座に振込ください。

振込先…①りそな銀行新宿支店 普通口座 No.0111252
依頼人欄の前に「211」と記入してください。
例）白蟻太郎：211シロアリタロウ
（株）白蟻工業：211カ）シロアリコウギョウ
②郵便振替 00190-3-34569（同封の用紙をご利用ください。）
口座名…公益社団法人 日本しろあり対策協会
※振込手数料については、各申込者のご負担にてお願いします。
※領収書の発行はしませんので振込控を保管下さい。

②講習会申込

●必要事項を記載、振込控のコピーを裏面の申込書に貼付けの上、当協会までファックス（03−3354−8277）
でお送りください。
●申し込み締め切りは、平成30年１月12日（金）です。
●会場は３会場（東京・大阪・福岡）で、ご希望の会場で受講できます。
●各会場、定員は200名です。締切前でも予定定員に達した場合は締め切らせていただくことがあります。

③受講票・テキスト発送

●申込記載事項及び受講料の入金状況を確認し、受講票・テキストを発送します。

④受講

●受講票・テキスト・筆記用具を持参の上、しろあり防除講習会受講
東京会場

飯田橋レインボービル（新宿区市谷船河原11
１日目：２月５日（月）10：30〜16：30
２日目：２月６日（火）９：30〜16：40

電話03-3260-4791）

大阪会場

大阪 YMCA 国際文化センター（西区土佐堀１-５-６
１日目：２月８日（木）10：30〜16：30
２日目：２月９日（金）９：30〜16：40

福岡会場

福岡県自治会館（博多区千代４-１-27 電話092-651-4284）
１日目：１月18日 （木）10：30〜16：30
２日目：１月19日 （金）９：30〜16：40

電話06-6441-0893）

※受付は講習開始30分前からになります。

⑤試験申込

●試験案内（申込用紙・実務経験証明書記入用紙等）は講習会場にて配布します。
●受験料15,000円（税込）をご入金、申込書を記入の上、郵送にて申込。
●申込締切は２月23日（金）です。
●会場は４会場（東京・大阪・福岡・沖縄）で、ご希望の会場で受験できます。

⑥受験票発送

●申込記載事項及び受験料の入金状況を確認し、２月下旬より受験票を発送します。

⑦受験

●受験票・筆記用具を持参の上、試験受験
●全会場、３月９日（金）14：30〜16：30
試験諸注意14：20〜14：30

⑧合格発表

※受付は試験諸注意30分前からになります。

●４月11日（水）にホームページに合格者番号発表、合格者には合格通知送付
●不合格の場合通知しません。来年度しろあり講習会は免除となり試験から受験できます。
対象者には案内を12月に送付します。

⑨しろあり防除施工士登録

●合格者へしろあり防除施工士証・登録証発送（６月中旬）
●登録費用12,000円（税込）
●登録有効期間は３年、その後は３年ごとに更新が必要

◎しろあり防除施工士受験資格
しろあり防除講習会を受けたもので、下記条件を満たしているもの。
学歴により実務経験年数が必要となりますので以下を参照してください。
しろあり防除処理または防除施工管理に関する実務に従事している期間の他、次に掲げる業務に従事している期間を
しろあり防除に関する実務に従事しているとみなします。
①シロアリの防除施工、防除施工管理または防除設計 ②建築物・工作物及び周辺環境等のシロアリ被害状況の調査
③シロアリの防除に関する研究 ④シロアリの防除に関する教育 ⑤シロアリの防除に関するコンサルタント業務
最終学歴と
修業年数

受験に必要な
実務経験年数

実務経験の年数別必要書類
０年

１年

２年

３年

４年

卒業証書

卒業証書

卒業証書

実務経験証明書

大学

４年

０年

卒業証書

短期大学

２年

１年以上

受験不可

卒業証書
卒業証書
卒業証書
実務経験証明書
実務経験証明書 実務経験証明書 実務経験証明書

専門学校

２年
以上

１年以上

受験不可

卒業証書
卒業証書
卒業証書
実務経験証明書
実務経験証明書 実務経験証明書 実務経験証明書

高等学校

３年
以上

２年以上

受験不可

受験不可

中学校

３年

４年以上

受験不可

受験不可

卒業証書
卒業証書
実務経験証明書
実務経験証明書 実務経験証明書
受験不可

受験不可

実務経験証明書

※１. 受講されても実務経験が不足している場合には受験することができません。
※２. 実務経験が４年以上ある場合は実務経験証明書のみで受験できます。

◎受講料の返金について
納入された受講料は次の場合を除いて返金いたしません。

①希望された会場が満席により受付できなかった場合
②本会の事情により受講できなかった場合
③天災等の理由により講習が中止された場合
④申込者の疾病により受講できなかった場合
⑤申込日から８日以内に申込の辞退を書面にて申し出た場合
※テキストを送付済みの場合は、テキストの頒布価格を差し引きさせていただきます。
※①〜③の振込手数料は当協会で負担します。④〜⑤の場合は振込手数料差し引きのうえ返金いたします。
※返金には最長１ヶ月程度の時間を要しますのでご了承ください。

この振込用紙は使用できません。
郵便局にある備え付けの用紙に口座番号など
必要事項を記⼊の上、ご使用ください。

公益社団法人

日本しろあり対策協会

FAX：03-3354-8277
平成30年しろあり防除講習会申込書
東京・大阪・福岡（希望会場に○を付けて下さい）

希望受講会場
ふりがな

氏名
生年月日

昭和
平成

年

月

日

〒

資料等の郵送先



（事業所名：

電話

（

）

FAX

）
（

）

※ご記入いただいた個人情報は、しろあり防除講習会を実施するために利用いたします。

銀行・郵便の振込控のコピーを
こちらに貼付して下さい。
貼付できない場合は別途添付してください。

※お申し込みはファックスで受け付けております。
※しろあり対策協会処理欄

0 0 1 9 0	  3	      3 4 5 6 9
公益社団法人

銀行・郵便・その他

   2 5 0 0 0

／

0 0 1 9 0	  3
3 4 5 6 9

日本しろあり対策協会

211 しろあり防除講習会

この振込用紙は使用できません。

公益社団法人
日本しろあり対策協会

受講料25,000円
※複数の場合は金額を訂正してお支払い下さい。

2 5
郵便局にある備え付けの用紙に口座番号など
会社名
必要事項を記⼊の上、ご使用ください。
受講者氏名

会社名
受講者氏名

0 0 0

