
 

 

評価書（個票） 

事務・事業名 二級ボイラー技士免許試験の
受験資格に係る実技講習 

担当課 
  （担当課長） 

労働基準局 
安全衛生部 安全課 
（野澤 英児） 

根拠法令等 ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労
働省令第３３号）第 97条第３号イ 

類 型 講習研修 

指定等
の形態 

登録 

事務・事業の 
概要 

○事務・事業創設時の趣旨 
 二級ボイラー技士免許に係る免許試験については、かつて学科試験と実技試験
が行われ、実技試験は投炭操法によって行われていたが、使用燃料の変化に伴い、
実技試験の内容が実情に即さないものとなったことから、実技試験を廃止し、こ
れに代わって労働者のボイラー取扱いに関する技能を確保する方法として新たに
受験資格が定められた。 
受験資格は、一定期間ボイラーの取扱いについての実地修習を経た者等一定の

取扱い経験とされたが、ボイラーを取扱う機会を有しない者にあっては資格取得
機会がなくなることから、当該者に対して技能を付与する機会を提供するため、
ボイラー実技講習の制度が創設されたものである。 
 
○事務・事業の内容 
 燃焼、附属設備及び附属品の取扱い、水処理及び吹出し並びに点検及び異常時
の処置について、運転中のボイラーを用いるなどして講習を実施し、所要の技能
を付与する。 
 

事務・事業の 
目的 

ボイラーを取扱う機会を有しない者に対して技能を付与する機会を提供するため 

 関連する 
政策目標 

－ 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

法人の指定等 
の状況 

別紙のとおり。 

指定・登録等の
基準に対する 
よくあるお問い
合わせと回答 

特になし 

料金等・積算根
拠 

別紙のとおり。 
 

事務・事業の実
績 

○実績（平成 26年度） 
 17,430名 
○事業収入（平成 27年度） 
 事業収入について報告を求めることになっていないため把握していない。 

国からの補助金
等 

○補助金・委託費等 
なし 



 

 

 

事務・事業の見
直し状況（これ
までの検証） 

●検討会における検討（平成２２年４月） 
試験制度全般の点検及び受験者の視点に立った試験実施のあり方等の改善の方

向性について検討がなされ、平成２２年４月に報告書「労働安全衛生法関係試験
制度等の見直し検討会報告書」が取りまとめられ、その中で、二級ボイラー技士
免許を含む特に危険性が高い作業に係る資格については、事前の実務経験ではな
く、事後の研修等により必要な技能を付与するスキームの導入及びそれによる受
験資格の要件緩和等を検討する方向が示された。 
 
【調査時点（H23.4.1）以降の取組み】 
●ボイラー及び圧力容器安全規則の改正（平成２４年厚生労働省令第６号） 
免許試験の受験資格を廃止し、免許交付要件に実務経験を設けるため、平成２

４年１月にボイラー及び圧力容器安全規則等を改正した。これにより受験機会が
大幅に拡大された。 
（なお、この改正により、今後は「二級ボイラー技士免許試験の免許交付要件に
係る実技講習」となる。） 
 

事務・事業の必
要性等・有効性 

二級ボイラー技士免許取得者に求められる知識・技能の低下を招かないようにす
るため、免許交付までには引き続き一定の取扱い経験が必要であり、ボイラー取
扱い機会を有しない者に対して資格取得の機会を閉ざすことがないようにするこ
とは引き続き必要である。 
 

事務・事業の執
行体制の妥当性 

行政の裁量の余地のない形で登録を行う登録制度により実施しているところで
あり、すでに民間により実施される制度となっている。 
 

評価結果の総括 
（現状分析（事
務・事業の評価）
と今後の方向
性） 
 

二級ボイラー技士免許取得者に求められる知識・技能の低下を招かないようにす
るため、免許交付までには引き続き一定の取扱い経験が必要であり、ボイラー取
扱い機会を有しない者に対して資格取得の機会を閉ざすことがないようにするた
め、ボイラー実技講習は今後も必要である。 
また、その実施体制については、すでに登録制度による実施としており、適切な
ものである。 
 

備考  

 



合計77法人
・公益法人52法人
・独立行政法人２法人
・その他23法人

法人名 指定等の時期 連絡先（ＴＥＬ） 料金等・積算根拠

日本ボイラ協会　北海道支部 平成26年3月31日 011-717-8636 19,400円

ボイラ・クレーン安全協会 平成26年3月31日 0138-49-9044 15,120円

一般社団法人青森地区労働基準協会 平成21年11月24日 017-723-1755 受講料12,000円

一般社団法人弘前地区労働基準協会 平成21年9月3日 0172-26-0663 受講料12,000円

一般社団法人八戸地方労働基準協会 平成21年10月20日 0178-22-7948 受講料12,000円

一般社団法人下北地区労働基準協会 平成21年6月29日 0175-22-1389 受講料10,000円

一般社団法人日本ボイラ協会岩手支部 平成21年9月29日 019-624-5139
一般20,000円（消費税別）
学生15,000円（消費税別）

一般社団法人日本ボイラ協会宮城支部 平成21年10月1日 022-244-2245
受講料18,000円
テキスト代2,260円(2冊使用で1冊1,130

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
秋田事務所

平成21年10月1日 018-832-3542
受講料　一般12,960円
　　　　　 学生11,880円

一般社団法人山形県労働基準協会連
合会

平成21年10月1日 023-674-0204
受講料一般18,900円 高校生9,960円
（消費税込）
テキスト代　一般・高校生　実費

一般社団法人日本ボイラ協会福島支部 平成21年10月1日 024-522-6,718 受講料16,000円、テキスト代11,330 円

社団法人日本ボイラ協会 平成21年9月28日 03-5473-4500
受講料　15,000円（一般）、14,000円（高
校生）
テキスト代　1,100円、ボイラー図鑑

日本ボイラ協会栃木県支部 平成21年9月17日 028-621-3431
受講料　18,360円
テキスト代　2,260円

一般社団法人　日本ボイラ協会群馬支
部

平成21年10月1日 027-243-3178
受講料\18,360（税込）
テキスト代\3,700（税込）

一般社団法人日本ボイラ協会埼玉支部 平成21年9月4日 048-822-3466 ２１６００円

(一社)日本ボイラ協会　千葉支部 平成21年10月5日 043-246-4753 ２０，０００円

一般社団法人日本ボイラ協会東京支部 平成21年9月18日 03-5425-7770
受講料　20,000円
テキスト代別途

(一社)日本ボイラ協会
　神奈川支部

平成26年10月1日 045-311-6325
受講料21,600円
テキスト代2,260円

日本ボイラ協会新潟支部 平成21年10月1日 025-224-5561 19,000円

一般社団法人　日本ボイラ協会　富山支
部

平成21年12月28日 076-432-8174
受講料21,600円
テキスト代2,260円

（一社）日本ボイラ協会石川支部 平成22年1月29日 076-263-9277
受講料20,000円（学生14,000円）
テキスト代2,260円

一般社団法人日本ボイラ協会福井支部 平成21年9月28日 0776-26-4581

ボイラー実技講習（消費税込み）
会員23,200円（受講料21,600円、テキス
ト代1,600円）
非会員23,860円（受講料21,600円、テキ
スト2,260円）

一般社団法人日本ボイラ協会山梨支部 平成21年10月21日 0553-20-1380
受講料18，360円
テキスト代3，920円
消費税含む

（社）・一般社団法人日本ボイラ協会長
野支部

平成21年10月1日 026-235-3755
受講料18,400円
テキスト代2,260円

一般社団法人日本ボイラー協会岐阜支
部

平成21年10月1日 058-265-1943 受講料16,500円

一般社団法人日本ボイラ協会静岡支部 平成21年10月1日 054-285-1086 17130円

一般社団法人日本ボイラ協会愛知支部 平成21年9月3日 052-231-4633
受講料　￥13，700（消費税込、テキスト
代別）

一般社団法人日本ボイラ協会三重支部 平成21年10月1日 059‐226‐4895 受講料15,500円、テキスト代1,500円

一般社団法人日本ボイラ協会京滋支部 平成21年11月30日 075-255-2358
受講料　19,440円（税込）
テキスト代　別途

一般社団法人日本ボイラ協会京滋支部
（京ボ実第2号）

平成21年9月30日 075-255-2358
受講料16,800円（テキスト代は含まな
い。）

一般社団法人　日本ボイラ協会　大阪支
部

平成21年9月25日 06-6942-0721
受講料１万８００円(消費税含まず）
別途テキスト代金が必要

(一社)日本ボイラ協会 兵庫支部 平成21年9月11日 078-351-2118 受講料18,000円　テキスト代2,260円

一般社団法人日本ボイラ協会奈良支部 平成21年10月13日 0742-36-2040 受講料19,400円テキスト代2,260円

一般社団法人日本ボイラ協会和歌山県
支部

平成21年9月14日 073-433-2394
受講料19,440円
テキスト代2,260円（会員事業場はテキ
スト無料）

一般社団法人日本ボイラ協会鳥取支部 平成22年1月14日 0857-38-6178
受講料20,000円
テキスト代2,260円

一般社団法人日本ボイラ協会島根支部 平成22年2月4日 0852-22-4221
受講料18,000円 テキスト別料金の設定
はなし。

（一社）日本ボイラー協会岡山支部 平成26年9月8日 086-239-9077 18000円

一般社団法人　日本ボイラー協会広島
支部

平成21年10月1日 082-228-4660
受講料20,520円
テキスト代2,260円
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公益法人52法人



一般社団法人　尾道海技学院 平成21年10月30日 0848-37-8111
受講料17,280円
テキスト代1,130円

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
山口事務所

平成21年6月12日 083-973-3321 13,000円＋消費税

社団法人日本ボイラ協会山口支部 平成21年9月29日 0834-32-2942
一般16,200円＋テキスト代
学生14,040円＋テキスト代

（一社）日本ボイラ協会徳島支部 平成27年2月1日 088-625-1158 受講料17,550円

一般社団法人日本ボイラ協会香川支部 平成21年10月 1日 087-831-9398
一般受講者　１９,４４0円（税込み)
学生受講者　１６,２０0円（税込み)

一般社団法人日本ボイラ協会愛媛支部 平成21年12月8日 089-947-0384
受講料19,440円
テキスト代3,610円

一般社団法人日本ボイラ協会高知支部 平成21年10月29日 088-861-5570
受講料16,200円
テキスト代2,260円

一般社団法人日本ボイラ協会福岡支部 平成21年10月1日 092-411-2625
受講料18,500 円
テキスト代3,390円

一般社団法人 日本ボイラ協会 佐賀支
部

平成21年9月9日 0952-29-2871
受講料17,500円
テキスト代1,130円

（一社）日本ボイラ協会熊本支部 平成21年9月30日 096-362-7775
受講料19,000円
テキスト代5,130円

日本ボイラ協会大分支部 平成21年10月1日 097-532-5749 受講料1,8000円テキスト1130円

（公社）宮崎労働基準協会 平成22年3月1日 0985-25-1853
受講料１４，５７０円
テキスト代１，１３０円

一般社団法人日本ボイラ協会　鹿児島
支部

平成22年3月26日 099-223-1544
受講料 18,800円
テキスト代 1,130円

一般社団法人 日本ボイラ協会沖縄支部 平成21年12月17日 098-878-2441
受講料　一般12,000円、高校生10,000
円

独立行政法人２法人
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構兵
庫支部　兵庫職業能力開発促進セン

平成21年10月1日 06-6431-7276 無料（職業訓練生対象）

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構兵
庫支部兵庫職業能力開発促進センター
加古川訓練センター

平成24年3月24日 079-431-2516 無料（職業訓練生対象）

その他23法人
緑ヶ丘技能訓練所 平成27年7月14日 0155-48-7111 0円

杜陵技能訓練所（盛岡少年刑務所） 平成22年4月26日 019-662-9244
－（料金等の設定に当たって国は関与
しない）

秋田県立男鹿海洋高等学校 平成21年11月2日 0185-23-2321 無料

秋田刑務所 平成21年11月12日 018-862-6581 無料

出羽技能講習所 平成22年6月8日 023-686-2111
受講料　無料

陸上自衛隊施設学校 平成21年7月13日 029-887-1171 無償

あさひ技能訓練所（栃木刑務所内） 平成22年7月13日 0282-27-9611
受講料　　　　０　円
テキスト代　　０　円

埼玉県立中央高等技術専門校 平成21年5月25日 048-830-4598 同校の学生のみ受講可

埼玉県立川口高等技術専門校 平成21年5月25日 048-830-4598 同校の学生のみ受講可

埼玉県立川越高等技術専門校 平成21年6月29日 048-830-4598 同校の学生のみ受講可

初雁技能訓練所 平成21年10月15日 0492-42-0222 同校の学生のみ受講可

千葉県立船橋高等技術専門校 平成26年11月9日 047-433-2790 ０円　在校生対象

千葉県立市原高等技術専門校 平成26年10月8日 0436-22-0403 ０円　在校生対象

東京都産業労働局雇用就業部能力開
発課

平成21年5月13日 03-5320-4712
受講料　無料
テキスト代別途

海上自衛隊第２術科学校 平成26年10月1日
046-822-3500
内線6211

受講料　0円
テキスト代2,480円

雄峰技能訓練所 平成23年3月29日 076-429-3741
(料金等の設定に当たって国は関与しな
い）

紫錦台技能訓練所 平成21年11月17日 076-221-7367 無料

美笠専門学院 平成22年6月30日 058-387-5121 なし

静北技能訓練所 平成22年2月8日 054-261-0117 無料

三好技能訓練所 平成22年2月9日 05613-6-2251 受講料　￥0.

三重県立水産高等学校 平成22年4月28日 0599‐85‐0724 料金の設定に当たって国は関与しない

桜ヶ丘技能訓練所 平成21年12月24日 059‐228‐2161 料金の設定に当たって国は関与しない

日岡山技能訓練所（加古川刑務所） 平成21年9月11日 0794-424-3484 無料


