
令和４年度毒物劇物取扱者試験実施要領 

 

 
１  試験の日時 

一般毒物劇物取扱者試験，農業用品目及び特定品目毒物劇物取扱者試験 

学科及び実地試験 令和４年９月７日（水） 午後１時３０分から午後３時３０分まで 

 

２  試験の場所 

仙台試験場 ＴＫＰガーデンシティ仙台 ＡＥＲ （アエル）２１階  

（仙台市青葉区中央１－３－１) 

 

３  試験科目 

（１）学科試験（筆記試験） 

イ  毒物及び劇物に関する法規 

ロ  基礎化学 

ハ  毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法 

（２）実地試験（筆記試験） 

毒物及び劇物の識別及び取扱方法 

 

４  提出書類 

（１） 受験願書 

必ず令和４年度用の受験願書を使用し，記載例を確認して作成すること。 

試験の種目は，「一般」，「農業用品目」及び「特定品目」の３種類があるので，出願の

際は，いずれか１つを選択すること。 

（２） 戸籍抄本，又は，本籍地（外国人にあっては，国籍等）を記載した住民票（ただし，マイ

ナンバーが記載されていないものに限る） 

出願前３か月以内に発行されたものに限る。また，コピー等は認めない。 

（３）写真 

縦４ｃｍ×横３ｃｍ。出願前６か月以内に無帽で上半身を撮影したもの。カラー，白黒は

問わない。なお，写真の裏面に氏名を記載してから受験願書に貼付すること。 

 

５ 受験手数料 

（１）１１，５００円の宮城県収入証紙（消印しないこと） 

（２）証紙金額が過不足している場合，現金・収入印紙・証紙購入時の領収書等が送られてきた場

合は受理しない。 

（３）受験願書を受理した後は，１１（２）ニの場合を除き，いかなる理由があっても受験手数 

料は返金しない。 

 （４）宮城県収入証紙は，宮城県内各所の証紙売りさばき所にて購入すること。また，郵便等に

より宮城県収入証紙を購入することができるため，売りさばき所に出向くことが困難な場合

には活用すること。詳細は宮城県会計課のホームページを確認すること。 

 

６  受験願書の配布方法 

受験願書は，宮城県保健福祉部薬務課ホームページからダウンロードし，Ａ４版の白紙に印刷 

し使用すること。ダウンロードできない場合は，次の受験願書配布窓口で直接受け取ることがで

きる。 

なお，郵送での配布請求には一切応じない。 

受験願書配布窓口一覧 電話番号 

宮城県保健福祉部（県庁）薬務課 薬事温泉班 022-211-2652 

仙南保健福祉事務所（仙南保健所） 獣疫薬事班 0224-53-3119 

仙台保健福祉事務所（塩釜保健所） 食品薬事班 022-363-5505 

仙台保健福祉事務所岩沼支所（塩釜保健所岩沼支所) 食品薬事班 0223-22-6294 



 ※窓口配布期間 

  令和４年５月３１日（火）から令和４年６月２８日（火）まで 

  （午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。ただし，土日・祝日を除く。） 

 

７  受験願書の提出方法・受付期間 

受験願書は，宮城県毒物劇物取扱者試験センターへ郵送すること。 

（１）受付期間 

令和４年６月１４日（火）から６月２８日（火）まで（当日消印有効） 

 （２）提出時の注意点 

    市販の角型２号封筒（Ａ４サイズが折らないで入る大きさ）の表に，必要事項を記載した

別紙１「願書宛先紙」（白黒印刷可）を糊やテープ等で剥がれないようにしっかりと貼り付

け，受験願書及び添付書類を同封の上，郵便局から簡易書留で郵送すること。 

    ※「願書宛先紙」を使用しない場合は，封筒の表に受験願書提出先を間違いなく記載し，

朱書きで「毒物劇物取扱者試験受験願書在中」と記載すること。また，封筒表面の下部又は

裏面には，差出人の郵便番号・住所・氏名を明記すること。 

 （３）受験願書提出先 

    〒９８０－００２１  

宮城県仙台市青葉区中央１－２－３ 仙台マークワン１５階 

ランスタッド株式会社 仙台支店 試験監督事業部 

宮城県毒物劇物取扱者試験センター 

 

＜試験に関するお問い合わせ先＞ 

宮城県毒物劇物取扱者試験センター 

ＴＥＬ：０５０－１７４５－５４５９ 

（午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。ただし，土日・祝日を除く。） 

 

８ 受験票の交付 

受験願書を受理したときは，受験票を令和４年８月２４日（水）までに郵送する。この日を過ぎ

ても受験票が届かない場合は，宮城県保健福祉部薬務課薬事温泉班に問い合わせること。 

 

＜受験票未着に関するお問い合わせ先＞ 

 宮城県保健福祉部薬務課薬事温泉班 

ＴＥＬ：０２２－２１１－２６５２ 

（午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。ただし，土日。祝日を除く。） 

 

９ 受験願書の提出後に氏名等に変更があった場合の手続き 

  氏名・本籍地に変更があった旨を試験前日までに宮城県保健福祉部薬務課薬事温泉班に申し出

ること。受験票は混乱を避けるため，受験願書に記載された内容で発行し，そのまま受験するこ

と。 

  なお，受験願書の記載住所（受験票等送付先）に変更が生じた場合は，受験者の責任において，

郵便局へ転居届を提出する等の対応を行うこと。 

 

１０ 試験当日における注意事項 

（１）試験当日は，受験票，鉛筆（ＨＢ）（シャープペンシル可），消しゴムを持参すること。 

（２）時計を持参する場合は，アラーム等の音が鳴らないように設定すること。 

（３）試験会場の開場時間は午後０時３０分とする。 

仙台保健福祉事務所黒川支所（塩釜保健所黒川支所) 食品薬事班 022-358-1111 

北部保健福祉事務所（大崎保健所） 獣疫薬事班 0229-87-8001 

北部保健福祉事務所栗原支所（大崎保健所栗原支所） 食品薬事班 0228-22-2115 

東部保健福祉事務所（石巻保健所） 獣疫薬事班 0225-95-1475 

東部保健福祉事務所登米支所（石巻保健所登米支所） 食品薬事班 0220-22-6120 

気仙沼保健福祉事務所（気仙沼保健所） 食品薬事班 0226-22-6615 



（４）試験当日の遅刻は原則として認めないが，公共交通機関の遅延により試験開始時刻に遅れ

る場合，以下の連絡先に必ず連絡すること。 

   ＜連絡先＞ 

宮城県保健福祉部薬務課薬事温泉班 

ＴＥＬ：０２２－２１１－２６５２ 

（５）試験会場には公共交通機関により来場するよう努めること。なお，試験会場及び周辺の施

設に違法駐車等の迷惑行為があった場合は，試験中であっても自動車等の移動を求めること

がある。 

（６）試験中には携帯電話等の電子機器（ウェアラブル端末を含む）の使用を禁止するので，試験

開始前に電源を切ること。なお，試験中に電子機器（ウェアラブル端末を含む）の使用を発見

した場合は，不正行為と見なし受験を停止とする。 

（７）試験時間中，試験問題に関することが書かれた紙面を机に置くこと，試験問題に関する内

容を身体又は衣類等に書き込んだ状態で受験すること等，一般的にカンニングと見なされる

行為は不正行為と見なす。その他，試験監督員の指示に従わない場合は，不正行為と見なし，

受験を停止とする。 

 

１１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する注意事項 

※本注意事項は，公示日現在の状況に基づいたものである。感染状況により内容が一部変更に 

なる可能性があるため，適宜薬務課のホームページを確認し，最新情報を把握すること。 

（１）毒物劇物取扱者試験は，各都道府県で実施しているため，在住の都道府県で実施される毒

物劇物取扱者試験を受験することを基本とする。新型コロナウイルスによる感染防止のため，

都道府県をまたいでの受験は控えること。 

（２）事情により宮城県外在住者が宮城県毒物劇物取扱者試験の受験を希望する場合には，次の

事項を理解了承の上，受験申請すること。 

イ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況により，会場の受入れ可能人数が減少した場合等，

宮城県外在住者の受験者数に制限を設ける可能性がある。 

ロ イの場合において，受験願書受付期間内であっても，宮城県外在住者の受験願書の受付

を締め切る可能性がある。なお，締め切った場合には，その旨を薬務課のホームページで

告知する。 

ハ イの場合において，受験願書受付後であっても，宮城県外在住者の受験を断る可能性が

ある。 

ニ ロ及びハの場合において，受験をお断りした方の受験願書については，そのまま返却す

る。 

ホ 出願状況についての問合せには一切回答しない。 

（３）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，次の事項を厳守すること。 

イ  新型コロナウイルス感染症に罹患し，入院中，宿泊療養中または自宅療養中の受験者は，  

受験を認めない。 

ロ 試験会場では検温を実施する。３７．５℃以上の発熱が確認された場合は受験を認めな 

い。 

ハ 以下の症状に該当する場合は、受験を控えること。 

（イ）息苦しさ（呼吸困難），強いだるさ（倦怠感）等の強い症状のいずれかがある場合。 

（ロ）重症化しやすい人（※）で喉の痛みや咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。 

（ハ）上記以外で喉の痛みや咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合。 

（※）高齢者、基礎疾患（糖尿病、心不全、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患がある人、  

透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤等免疫機能に影響を及ぼす医薬品を用い 

ている人など） 

ニ 試験会場では，マスクを正しく着用すること。未着用の場合は入場を認めない。 

ホ 濃厚接触者については，以下の要件を全て満たしている場合のみ感染対策を講じた上で 

受験を認める。 

（イ）試験前日の令和４年９月６日（火）正午までに受験者自身が濃厚接触者である旨を宮 

城県保健福祉部薬務課薬事温泉班に電話で申し出ること。 

 



＜連絡先＞  

宮城県保健福祉部薬務課薬事温泉班 

ＴＥＬ：０２２－２１１－２６５２ 

（ロ）濃厚接触者であることの判定を受けた後に実施した，自治体等によるＰＣＲ等検査の 

結果，陰性であり，試験当日に必要事項をすべて記載した別紙２「濃厚接触者確認票」 

を持参すること。 

（ハ）受験当日に無症状であること。 

（ニ）公共交通機関を利用せず，かつ，人が密集する場所を避けて試験会場に行くこと。 

（ホ）終日，別室で受験すること。 

（４）受験者が必要以上に密集することを避けるため，勤務及び就労に本資格が必要でない者は，

来年度以降の受験を検討すること。 

（５）新型コロナウイルス感染症の流行や災害発生等の影響により，試験を延期又は中止する可

能性がある。その場合，宮城県庁ホームページの毒物劇物取扱者試験に関するホームページ

に掲載する。 

（６）「新型コロナウイルス感染症接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」のインストールに協力するこ

と。 

（７）試験会場から新型コロナウイルスへの感染者が確認された場合，管轄する保健所へ氏名，

連絡先等について情報提供をする場合がある。  

（８）試験会場では手指消毒を実施するため，協力すること。また，各自適宜手洗いを行い，感

染防止に努めること。 

（９）試験会場では，私語等は厳に慎むこと。 

 

１２ 合格者の発表 

  令和４年１０月１２日（水）午前１１時 

宮城県庁一階掲示板及び県内各保健所（支所）（仙台市内を除く）に合格者の受験番号を掲示す

るとともに，宮城県保健福祉部薬務課ホームページに掲載する。 

また，電話による合否の問合せには回答しない。 

 

１３ 合格証の交付 

   合格者には，合格証を合格発表の日以降に郵送する。 

 

１４ 試験結果の開示 

試験の結果については，個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第２７号）第１８条第１項

の規定により，口頭で開示請求することができる。開示を請求する場合は，受験者本人が受験

票及び本人であることを証明する書類（運転免許証，保険証等）を持参のうえ，下記の開示場所

で直接行うこと。 

なお，開示は請求者に対して次の内容について口頭で行うものとする。電話による試験結果

の開示請求には応じない。 

 

開示期間 

 令和４年１０月１２日（水）午前１１時から正午まで，午後１時から午後５時まで 

令和４年１０月１３日（木）から令和４年１１月１１日（金） 

午前９時から正午まで，午後１時から午後５時まで 

ただし，閉庁日（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日）を除く。 

 

１５ その他の注意事項 

 （１）試験当日に車椅子を使用するなど，受験に際し特段の配慮を希望する者は，願書の提出ま

でにあらかじめ宮城県保健福祉部薬務課薬事温泉班まで相談すること。 

なお，医師の診断書や障害者手帳の写し等の提出を求めることがある。 

 （２）試験会場の建物内の下見はできない。 

開示請求できる者 開示内容 開示場所 

受験者本人 総合得点及び科目別得点 宮城県庁６階薬務課 



（３）受験の申込み後，試験の実施が困難と判断し，試験の延期又は中止する場合は，出願者へ

の個別連絡は行わず，薬務課のホームページに掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〒 ９８０－００２１ 

宮城県仙台市青葉区中央１－２－３ 

仙台マークワン１５Ｆ 

 

ランスタッド株式会社 仙台支店 試験監督事業部 

宮城県毒物劇物取扱者試験センター御中 

【毒物劇物取扱者試験受験願書在中】 
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最終チェック 

□ 11,500 円分の宮城県収入証紙を貼付しましたか？ 

□ 願書に必要事項は全て書きましたか？  

□ 住所又は受験票等送付先は，受験票を確実に受け取れる送付先ですか？ 

□ 写真は縦４㎝横３㎝の鮮明なものですか？ 

□ 戸籍抄本又は本籍地を記載した住民票（マイナンバーは記載しない）は添付しま 

したか？ 

□ 受付期間は過ぎていませんか？ 

□ 下部の差出人情報の欄に，郵便番号・住所・氏名を記載しましたか？ 

 

差出人情報 

〒    －       

（住所） 

 

（氏名） 

 

 

別紙１ 



 

濃厚接触者確認票 
 

濃厚接触者に該当する方は，太枠の記載欄を記入してください。※1 

 

上記の記載内容に相違ございません。 

令和４年  月  日       

 

氏名               
 

※1 本確認票の内容について，新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査等を実施している保健所等へ  

  情報提供する場合がありますので御了承願います。 

※2 症状とは，息苦しさ（呼吸困難），強いだるさ（倦怠感），発熱（37.5℃以上），咳などの軽い風邪症状等を指しま  

す。 

 

確認事項 記載欄 

受験番号 
 

緊急連絡先(電話番号) 
 

濃厚接触者に該当すると判断した保健所，事業

者等の名称 

 

保健所，事業者等から濃厚接触者に該当すると

連絡があった日 
令和  年  月  日 

保健所，事業者等から健康観察期間として指示

されている期間 

令和  年  月  日 

～ 

令和  年  月  日 

保健所等によるＰＣＲ検査等の結果等 

（検体採取日） 

令和  年  月  日 

 

（検査機関） 

 

 

（検査結果）※いずれかに○を付ける 

 

     陰性  ・  陽性 

試験当日の症状※2の有無 有  ・  無 

別紙２ 


