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事業報告書 
指定試験機関名：有限責任中間法人知的財産教育協会 
検定職種：知的財産管理職種 
事業年：平成 20年（平成 20年 4月 1日～平成 20年 12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43名  

うち、当該事業年度において 

新規に選任した者（再任を含む）47名 
試験業務等に変更があった者 0名 

解任した者 4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７回開催した。 

そのうち、 

実技試験問題作成に係るもの７回 

学科試験問題作成に係るもの７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】 

第２回について平成20年11月9日に東京において１回開催した。 

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、技能検定試験の実施について次のとおり公示した。 

＜ 第１回＞ 

公示日：平成20年4月21日 

＜第２回＞ 

公示日：平成20年8月4日 

また、受検案内リーフレットを作成し、書店等に配布して、周知を図った。 

② 実技試験問題の概要、

合否基準及び試験問題

の正答の公表の状況 

【平成12年総務庁勧告に対する対応】 

運営するホームページ上において、実技試験問題の概要、合否基準及び試験問題の正答を次のと

おり公表した。 

・実技試験問題の概要、合否基準の公表：平成20年4月2日 

・正答の公表（１級を除く）：試験実施日の翌日 

（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】 

＜第１回＞ 

1級学科試験 

受付期間：平成20年5月12日～6月5日 

受付受検申請数：260件 

1級学科試験・実技試験両方の免除を受ける資格のある者からの受検申請 

受付受検申請数：137件 

2級学科試験 

受付期間：平成20年5月12日～6月5日 

受付受検申請数：602件 

2級実技試験 

受付期間：平成20年5月12日～6月5日 
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受付受検申請数：593件 

2級学科試験・実技試験両方の免除を受ける資格のある者からの受検申請 

受付受検申請数：790件 

3級学科試験 

受付期間：平成20年5月12日～6月5日 

受付受検申請数：2272件 

3級実技試験 

受付期間：平成20年5月12日～6月5日 

受付受検申請数：2226件 

＜第２回＞ 

1級学科試験 

受付期間：平成20年8月22日～9月24日 

受付受検申請数：283件 

1級実技試験 

受付期間：平成20年8月22日～9月24日 

受付受検申請数：14件 

1級学科試験・実技試験両方の免除を受ける資格のある者からの受検申請 

受付受検申請数：685件 

2級学科試験 

受付期間：平成20年8月22日～9月24日 

受付受検申請数：1468件 

2級実技試験 

受付期間：平成20年8月22日～9月24日 

受付受検申請数：1470件 

2級学科試験・実技試験両方の免除を受ける資格のある者からの受検申請 

受付受検申請数：4017件 

3級学科試験 

受付期間：平成20年8月22日～9月24日 

受付受検申請数：2139件 

3級実技試験 

受付期間：平成20年8月22日～9月24日 

受付受検申請数：2159件 

3級学科試験・実技試験両方の免除を受ける資格のある者からの受検申請 

受付受検申請数：2件 

（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、第2回について1名の者が受検資格を満たさなかった。また、試験免除

資格を審査した結果、試験免除申請者のすべてが該当する試験免除資格の要件に合致した。 

（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】 

申請事項が適正なものに対して、第1回については平成20年6月20日に、第2回については平成20

年10月21日に受検票を受検申請者あて発送した。 

（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】 

＜第1回＞ 

2級・3級 

実施日：平成20年7月6日 

実施地区：北海道、東京、愛知、大阪、岡山、福岡 
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＜第2回＞ 

1級 

実施日：平成20年11月9日 

実施地区：東京 

2級・3級 

実施日：平成20年11月9日 

実施地区：北海道、東京、愛知、大阪、岡山、福岡 

（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】 

＜第1回＞ 

1級・2級・3級 

実施日：平成20年7月6日 

実施地区：北海道、東京、愛知、大阪、岡山、福岡 

＜第2回＞ 

1級・2級・3級 

実施日：平成20年11月9日 

実施地区：北海道、東京、愛知、大阪、岡山、福岡 
（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、次のとおり合格判定を行った。（合計3,617名を合格と判定） 

＜第1回＞ 

1級 ：   137名 

2級 ：   997名 

3級 ： 1,796名 

＜第2回＞ 

1級 ：   699名 

2級 ：  4180名 

3級 ：  1437名 

（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】 

第1回については、平成20年8月4日の厚生労働省による技能検定の合否決定に基づき、平成20年8

月20日に合否通知書を受検者あて発送した。また、第2回については、平成20年12月4日の厚生労

働省による技能検定の合否決定に基づき、平成20年12月18日に合否通知書を受検者あて発送し

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、厚生労働省より 2,000枚の支給を受け、そのうち 836
枚を使用し、上記（８）の合否通知書発送日に合格者又は団体経由申込先の責任者あて

発送した。 
その他の合格証書については、次のとおり作成し、合格者又は団体経由申込先の責任者

あて発送した。 
2級 ： 5,177枚 
3級 ： 3,233枚 

３ その他  

（1） 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】 
合格証書再交付の申請に基づき、次のとおり再交付を行った。 
１級：0件、 ２級：７件、 ３級：2件 

（2） 特例講習の実施状況 別紙（特例講習実施状況）のとおり。 
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別紙 技能検定実施結果報告書 

実施回 等級 学科／実技 実施地区 受検申請受付期間 
受検票の

交付日 
試験日 試験時間 合格発表

1級 学科試験 13:00～14:40

実技試験 13:00～14:00
2 級 

学科試験 15:00～16:00

実技試験 13:00～13:45

第 1 回 

3 級 
学科試験 

北海道 

東京 

愛知 

大阪 

岡山 

福岡 

（郵送申込・団体申込）

平成 20 年 5月 12 日 

～5 月 23 日 

（Ｗｅｂ申込） 

平成 20 年 5月 12 日 

～6 月 5日 

平成 20 年

6月 20 日 

平成20年 

7 月 6 日 

15:00～15:45

平成 20 年

8月 20 日

実技試験 東京 13:00～14:40
1 級 

学科試験 9:00～18:00

実技試験 13:00～14:00
2 級 

学科試験 15:00～16:00

実技試験 13:00～13:45

第 2 回 

3 級 
学科試験 

北海道 

東京 

愛知 

大阪 

岡山 

福岡 

（郵送申込・団体申込）

平成 20 年 8月 22 日 

～9 月 5日 

（Ｗｅｂ申込） 

平成 20 年 8月 22 日 

～9 月 24 日 

平成 20 年

10 月 21 日

平成20年 

11 月 9 日 

15:00～15:45

平成 20 年

12月18日
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別紙 特例講習実施状況 
修了者数 

実施日 実施地区 会場名 
1 級 2 級 合計 

2008/04/26(土) 関東 國學院大學 渋谷キャンパス 0 251 251 

2008/06/08(日) 関西 帝塚山大学 東生駒キャンパス 0 295 295 

2008/06/22(日) 関東 東京海洋大学 品川キャンパス 137 244 381 

2008/07/13(日) 北海道 北海道大学 0 70 70 

2008/07/20(日) 関西 帝塚山大学 158 308 466 

2008/07/27(日) 関東 國學院大學 渋谷キャンパス 256 931 1,187 

2008/08/10(日) 関東 國學院大學 113 486 599 

2008/08/24(日) 関東 東京海洋大学 品川キャンパス 0 210 210 

2008/08/31(日) 東海 愛知大学 車道キャンパス 56 304 360 

2008/09/14(日) 中国 岡山商科大学 13 148 161 

2008/09/23(火) 関東 國學院大學 渋谷キャンパス 0 483 483 

2008/10/05(日) 関東 國學院大學 渋谷キャンパス 82 406 488 

2008/10/12(日) 九州 九州大学 箱崎文系キャンパス 7 116 123 

2008/10/13(月) 関東 國學院大學 渋谷キャンパス 0 304 304 

2008/10/19(日) 中国 吉備国際大学 0 21 21 

2008/10/26(日) 関西 帝塚山大学 0 211 211 

2008/11/08(土) 関東 國學院短期大學 0 19 19 

2008/11/24(月) 関東 日本大学 三崎町キャンパス 0 273 273 

2008/11/30(日) 関西 帝塚山大学 東生駒キャンパス 46 220 266 

2008/12/07(日) 関東 國學院大學 渋谷キャンパス 0 281 281 

  合計 868 5,581 6,449 

 


