
事業報告書 

 

指定試験機関名：一般社団法人全日本着付け技能センター 

検 定 職 種：着付け 

事 業 年 度：平成29年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日） 

事  項 状   況 

実施した技能検定の概要  別紙「技能検定実施結果報告書」のとおり 

１ 試験科目の認定等 

(1) 指定試験機関技能検定委

員の選任の状況 

【能開則第63条の９第３項及び

第４項に関する事項についての

状況】 

 

指定試験機関技能検定委員29名（別紙のとおり） 

 うち、試験問題作成委員13名 

    実技試験採点委員16名 

(2) 試験問題等の作成等の状

況 

【能開則第63条の９第１項に関

する事項についての状況】 

指定試験機関技能検定委員会を2回開催した。 

そのうち、実技試験問題作成に係るもの 2回 

      学科試験問題作成に係るもの 2回 

  

(3) 試験問題の水準調整の状

況 

【能開則第63条の９第１項に関

する事項についての状況】 

 平成29年6月22日、23日に東京において開催した。 

  

 

２ 技能検定試験の実施等 

(1) 公示・公表の状況 

① 実施公示の状況 

【技能検定実施計画において規

定される指定試験機関が行う実

施公示の状況】 

 

  

 運営するホームページ上において、平成29年3月1日から掲載し、公示した。 

② 実技試験問題の概要、

合否基準並びに試験問題

及びその正答の公表の状

況 

【規則第63条の６第２項に関す

る事項のうち、公表に関する計

画】 

実技試験問題については、運営するホームページ上において、平成29年7月11日

から掲載し、公示した。 

 また、各受検者に対する受検票の送付に併せて、実技試験問題について

通知した。 

 合否基準は、公示に記載して公表した。 

試験問題及びその正答については、運営するホームページ上において、平成29

年6月14日から掲載し、公表した。 

(2) 受検申請書の受付の状況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

 学科試験については平成29年3月2日から5月11日にかけて受付を行い、1,013件

（１級733件、２級280件）の申請を受け付けた。また、実技試験については平成2

9年7月12日から8月3日にかけて受付を行い、1,201件（１級922件、２級279件）の

申請を受け付けた。 



 

(3) 受検資格審査及び試験免

除資格審査の状況 

【能開則第64条の７及び第65条

の２の運用状況】 

 受検資格を審査した結果、2名（１級2名、２級0名）の者が受検資格を満たさな

かった。また、試験免除資格に該当しなかった者はいなかった。 

 

  

(4) 受検票等の交付に係る状

況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

学科試験については平成29年5月29日に、実技試験については平成29年8月25日か

ら受検票を受検者あて発送した。 

  

(5) 実技試験の実施の状況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

 別紙の通り 

 

(6) 学科試験の実施の状況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

 別紙の通り 

  

 

(7) 試験の合否判定等の状況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

合否判定基準に基づき、773名（１級555名、２級218名）を合格と判定した。 

  

(8) 合格者の発表等の状況 

【法第47条第１項に関する事項

についての状況】 

 平成30年1月23日の厚生労働省による技能検定の合格決定に基づき、平成30年１

月30日に合格通知を合格者あて発送した。 

  

(9) 合格証書の交付等の状況 

【法第49条、能開則第68条の２に

関する事項についての状況】 

 １級に係る合格証書については、在庫のうち 555枚を使用し、平成30年1月30日

に合格者あて発送した。２級に係る合格証書については、218枚作成し、平成30年1

月30日に合格者あて発送した。 

３ その他 

(1) 秘密保持義務、業務制限の

周知状況 

 

 

 

試験業務に従事する役員、職員については、平成29年6月16日、平成25年3月5日

付け厚生労働省職業能力開発局長通知及び能力評価課長通知、秘密資料の取扱い手

順書、技能検定着付け職種試験業務規程、指定試験機関技能検定委員選任規程、指

定試験機関技能検定委員の秘密保持に関する規程、役員及び職員の秘密保持に関す

る規程、服務規程、内部監査規程を資料として、①秘密保持義務及び疑惑行為の禁

止に係る業務制限が課せられていること ②秘密資料の範囲、期間、取扱い ③み

なし公務員としての取扱いについて説明し、秘密保持義務、業務制限、秘密資料の

取扱い等の周知を図った。 

 

検定委員全員については、 

・平成29年6月22日,23日：平成29年度第1回水準調整会議において、平成25年3

月5日付け厚生労働省職業能力開発局長通知及び能力評価課長通知、秘密資料の取



扱い手順書、技能検定着付け職種試験業務規程、指定試験機関技能検定委員選任規

程、指定試験機関技能検定委員の秘密保持に関する規程、役員及び職員の秘密保持

に関する規程、服務規程、内部監査規程を資料として、①秘密保持義務及び疑惑行

為の禁止に係る業務制限が課せられていること ②秘密資料の範囲、期間、取扱い

 ③みなし公務員としての取扱いについて説明し、秘密保持義務、業務制限、秘密

資料の取扱い等の周知を図った。 

 

役員、検定委員の一部については、 

・平成29年6月16日：平成29年度第1回理事会  

・平成29年6月29日：平成29年度通常総会  

・平成30年1月19日：平成29年度第2回理事会  

・平成30年3月15日：平成29年度第3回理事会  

において、関係する諸規定（「秘密資料の取扱い手順書」「技能検定着付け職種

試験業務規程」、「指定試験機関技能検定委員選任規程」、「指定試験機関技

能検定委員の秘密保持に関する規程」、「役員及び職員の秘密保持に関する

規程」、「内部監査規程」、「服務規程」、「技能検定事務手引」）によって秘密

保持義務、業務制限、コンプライアンス等の周知を図った。 

  

(2) 試験業務に関する内部監

査の実施状況 

 

 監査担当者である磯野真一理事と加藤厚治監事（公認会計士）の2名に

より、平成30年3月14日に全日本着付け技能センターが行う試験業務を対

象に内部監査を行った。監査結果は別紙のとおり。 

(3) 合格証書の再交付等の状

況 

【法第49条、能開則第69条に関す

る事項についての状況】 

再交付の申請に基づき、１級について2件の再交付を行った。 

(4) 特例講習の実施状況 

 

 なし（実施期間終了のため） 

  

 



別紙

                

１　実施日程

公示日及び受験案内

・申請書配布期間

平成29年3月1日 平成29年3月2日 平成29年6月13日 平成29年7月11日

～5月11日 ～5月11日

平成29年3月1日 平成29年7月12日 平成29年9月11日 平成30年1月31日

第１回 ～8月3日 ～8月3日 ～12月12日

平成29年3月1日 平成29年3月2日 平成29年6月13日 平成29年7月11日

～5月11日 ～5月11日

平成29年3月1日 平成29年7月12日 平成29年9月11日 平成30年1月31日

～8月3日 ～8月3日 ～12月11日

２　試験実施会場

学科 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

実技 札幌、仙台、東京、美濃加茂、名古屋、大阪、福岡

学科 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

実技 札幌、仙台、東京、美濃加茂、名古屋、大阪、福岡

学科・実技

実技

実施回

平成29年度技能検定実施結果報告書

１級

第１回

１級

２級

２級

実施回 等級

等級 学科・実技 試験会場

受検申請受付期間 試験日・期間 合格発表

学科

実技

学科



【特別会計】 （単位：円）
　　　　　　　科　　　　　　目 当年度 前年度 備考欄
Ⅰ一般正味財産増減の部
　　１．経常増減の部
　　　（１）経常収益

　　　　　①事業収益
　　　　　　　　学科試験１級受検料収入 6,544,700 5,296,064 733名×8,900円＋学科過去問手数料等
　　　　　　　　学科試験２級受検料収入 2,492,000 2,148,740 280名×8,900円＋学科過去問手数料等
　　　　　　　　実技試験１級受検料収入 17,061,000 15,227,500 922名×18,500円＋再発行手数料
　　　　　　　　実技試験２級受検料収入 4,659,300 4,024,700 279名×16,700円＋再発行手数料

　　　　　②雑収益
　　　　　　　　その他の収入 88,992 80,262 受取利息・派遣雇用奨励金等

　　　　　           　経常収益計 30,845,992 26,777,266

　　　（２）経常費用
　　　　　①事業費
　　　　　　　　試験問題作成部会費　　 146,636 121,260 試験問題作成部会に関わる交通費・会議費

　　　　　　　　検定委員会費 415,113 346,411 検定委員会に関わる交通費・会場費

　　　　　　　　検定委員会研修費 896,043 790,745 検定委員会研修費に関わる交通費・会場費

　　　　　　　　学科試験事業費　　 1,428,798 1,752,331 学科試験に関わる交通費・謝金・会場費他

　　　　　　　　実技試験事業費　　 10,147,445 8,596,973 実技試験に関わる交通費・謝金・会場費他

　　　　　　　　事業共通費 718,747 事業共通に関わる経費

　　　　　               　事業費計 13,752,782 11,607,720

　　　　　②管理費
　　　　　　　　人件費 13,525,682 13,120,475 職員・ｱﾙﾊﾞｲﾄ給与 派遣代・全美連報酬 等

　　　　　　　　法定福利費 1,308,245 1,301,433 職員他社会保険料・労働保険料　等
　　　　　　　　消耗品費 559,990 390,397 事務所用文具他消耗品
　　　　　　　　旅費交通費 319,899 309,499 厚労省・清水学園打合交通費　通勤交通費等
　　　　　　　　通信運搬費 240,122 216,001 ヤマト運輸荷造り運賃/事務所用FAX電話代・切手代他
　　　　　　　　印刷製本費 337,527 34,020 文唱堂封筒印刷費用等
　　　　　　　　広告宣伝費 116,640 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新料等
　　　　　　　　管理費 956,578 935,231 事務所用パソコン・コピー機・ｻｰﾊﾞｰ等リース管理費　他
　　　　　　　　地代家賃 2,160,000 2,160,000 事務所家賃(光熱費込）
　　　　　　　　支払手数料 90,630 69,887 銀行振込手数料・ＷＥＢ手数料他
　　　　　　　　謝金 1,124,640 1,106,640 各会議謝金・・会計士報酬　等
　　　　　　　　減価償却費 132,351 608,166 ソフトウェア・事務所備品等/減価償却
　　　　　　　　その他管理費 102,935 41,211 会議費・会場費・福利厚生・租税公課　等

　　　　              　　管理費計 20,975,239 20,292,960
　　　　　　経常費用計 34,728,021 31,900,680
　　　　　　 　当期経常増減額 -3,882,029 -5,123,414

　　２．経常外増減の部
　　　（１）経常外収益 0 0

　　　（２）経常外費用 0 0
　　　　　 固定資産除却損 建物付属設備
　　　　　　　当期経常外増減額 0 0
　　　　　 　当期一般正味財産増減額 -3,882,029 -5,123,414
　　　　　　　　一般正味財産期首残高 -1,578,084 3,545,330
　　　　　　　　一般正味財産期末残高 -5,460,113 -1,578,084

Ⅱ指定正味財産増減の部
　　　　　当期指定正味財産増減額 0 0
　　　　 　　指定正味財産期首残高 0 0
　　　　 　　指定正味財産期末残高 0 0
Ⅲ正味財産期末残高 -5,460,113 -1,578,084

正　味　財　産　増　減　計　算　書
平成29年４月1日から平成30年3月31日まで


