お申込いただきました2020年度 春実施 実技試験が延期となった方へのご案内

2020年度 特２種あと施工アンカー施工士
実技試験のご案内
2020年4月11日より実施を予定しておりました2020年度 （春実施）特２種あと施工アンカー施工
士実技試験は、新型コロナウイルスの感染が増加傾向となり、受験者のみなさまの健康確保や更なる
感染拡大を防止する観点から延期となりましたが、この度、実技試験の実施が決定いたしましたので
ご案内申し上げます。

2020年度 （春実施）特２種あと施工アンカー施工士実技試験を
下記会場においてお申込みされた方

今回の試験対象となる方
（受験料をお支払いいただいている方）

・ ２０２０年

４月１１日（土）・１２（日）

千葉会場

・ ２０２０年

４月１８日（土）・１９（日）

大阪会場

・ ２０２０年

４月２５日（土）・２６（日）

福岡会場

・ ２０２０年

４月２６日（土）

岐阜会場

・ ２０２０年

５月２３日（土）

北海道会場

前回、受験申込時に会場をご選択いただいておりましたが、この度の受験

受験地／受験日について
【詳細はP.2をご覧ください】

地は5会場から10会場に増加できましたこと、岐阜会場のご用意ができか
ねたことなどにより、まずは、マイページのユーザ情報、ご自宅住所にて
判断させていただきました会場にてお席をご用意しております。同封の実
技試験受験申込書兼変更内容修正依頼書にてご確認ください。

前回、実技試験お申込み時にご入金していただいた受験料を充当します。

受験料について

今回の受験にかかる料金は発生いたしません。
（ただし、受験日当日会場において持参物をお忘れの場合、借用料が発生する場合
がございます。）

2020年9月25日（金）必着にてご返送ください。
書類の返送期日

実技試験申込書兼申込情報修正依頼書は受験申込書となります。
お手数ですが変更がない場合も必ず期日までに同封の返信用封筒を
使用しご返送くださいますよう、お願い申し上げます。

【 P. 1 】

1. 受験会場／日程について

【ご用意させていただきました受験地／受験日につきまして】

前回、実技試験(春）をお申込みいただきました時に、会場をご選択いただいておりましたが、この度の受験地は5会場
から10会場に増加できましたこと、岐阜会場のご用意ができかねたことなどにより、まずは、マイページのユーザ情報
のご自宅住所にて判断させていただきました会場をご用意いたしました。
次頁の通り、前回の実技試験において、土曜日をご選択された方には土曜日を、日曜日をご選択された方には日曜日を
設定させていただいております。(石川会場は日曜日のみとなります。）
同封の実技試験申込書兼申込情報修正依頼書に会場名・受験日の記載がありますので、ご確認ください。

マイページに登録している
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受験会場
北海道職業能力

札幌市白石区東札幌

開発支援センター
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実技試験開催予定日
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同封の実技試験申込書兼申込情報修正依頼書にて、個人情報／受験地／受験日の確認をしてください。
ご用意させていただきました受験地／受験日をご確認ください。
変更がある場合は、下記に従い用紙に記入しご返送ください。
変更がない場合もお手数ですが必ず期日までに同封の返信用封筒を使用しご返送ください。

【個人情報を変更する場合】
実技試験申込書兼申込情報修正依頼書の太枠内の 内容に変更又は誤りがある場合は
赤ペンにて訂正 記入して、ご返送ください。
【受験地／受験日を変更する場合】
実技試験申込書兼申込情報修正依頼書の下部、変更希望受験地：受験日記入欄にご
記入して、ご返送ください。
※変更を希望した受験地／受験日がすでに満席の場合、変更できかねる場合があります。

受験地／受験地を

【受験辞退をご希望の方は】
実技試験申込書兼申込情報修正依頼書の下部、「辞退いたします」欄に〇を記入し、
署名欄に受験者 本人の署名と捺印を押印し、ご返送ください。
返金等の詳細については、実技試験申込書兼申込情報修正依頼書【実技試験受験を
辞退されたい方】に記載の内容をお読みください。

▲実技試験申込書兼申込情報修正依頼書
のサンプル

【 P. 2 】

2. 申込の流れについて
今回の実技試験は、WEB申込ではなく、紙申込となります。
前回の実技試験お申込み時にご入金していただいた受験料を充当しますので、今回の受験にかかる料金は発生いたしません。
以下、受験の流れをご確認ください。

実技試験受験申込書兼変更内容修正
依頼書の内容を確認する

個人情報／企業情報／受験地／受験日等に

変更があれば赤字で記入

実技試験受験申込書兼変更内容修正を
返信用封筒でご返送ください

受験日1週間前までに
受験票と健康チェック表を受領する

ポイント
受験地／受験日の変更は申込期日まで

ポイント）変更がある方・ない方・辞退される方も

2020年9月25日必着でご返送ください

受験票と健康チェック表は、JCAA事務局よりレターパックライト
にて郵送いたします

「実技試験の手順とポイント」を受領し
受験日までに熟読する

「実技試験の手順とポイント」（小冊子）については
受験票／健康チェック表と同封される場合がございます。
受験日までにご熟読ください。

受験日、受験してください

健康チェック表も当日、ご記入の上、ご持参ください

合否結果は、JCAA事務局よりレターパックプラスにて郵送いたし

2020年12月24日 合否結果発表

ます。合格者には登録申請書類一式同封いたします。
登録申請の案内に従い、資格登録手続きを行ってください。

合格の場合、登録申請書類を同封します。
登録申請手続きをし、書類を返送してください。
書類到着より1ヶ月半にて認定資格登録証を
簡易書留で郵送いたします。

＊合否結果後の流れはP.6にてご確認ください

【注意事項】
● 受験地／受験日を変更する場合は、実技試験申込書兼申込情報修正依頼書にご記入し、ご返送ください。
● 実技試験申込書兼申込情報修正依頼書は変更修正がない場合も、ご返送ください。
● 受験申込期間終了後に、受験地／受験日を変更することはできません。
● 実技試験は午前または午後となりますが、指定することはできません。
● 午前の時間目安は8：30頃～12：30頃、午後の時間目安は12:00頃～16：30頃

となります。

● 受験地／受験日／午前午後の時間帯の確認は、郵送される受験票にてご確認ください。
● 一般社団法人日本建築あと施工アンカー協会では、天災及び新型コロナウイルス感染症への対応を随時検討しております。
この度の実技試験は実施させていただく予定ですが、 政府や自治体からの要請により延期や中止となる場合は、最新の状
況をJCAAホームページお知らせ欄にて公開しますので、随時ご確認願います。

【 P. 3 】

3.

特２種あと施工アンカー施工士

実技試験概要

・実技試験の試験科目について
実技試験のみとなり、筆記試験はございません。
指示する供試体にあと施工アンカー３種類を各１本、計３本の

施工試験

「施工作業」を行います。
「施工作業」で取り付けた、あと施工アンカー3本の「載荷

耐力試験

[アンカー施工試験]

[アンカー引張試験]

作業」を行います。

※ 実技試験の詳細につきましては、申込みされた方に後日郵送される「実技試験の手順とポイント」
（小冊子）にてご確認ください。

・実技試験当日の持参物
●ヘルメット

●作業着上下

●墜落制止用器具（安全帯）

●実技試験の手順とポイント（受験申込者に郵送します）

●安全靴

●受験票

●筆記用具

●健康チェック表

※ 上記以外は当日貸与または支給をします。

・合否発表日
2020年12月24日 (木曜日）

13:00予定

合否発表日以降に、合否結果をレターパックプラスで郵送いたします。合格された方には、登録申請書類を同封いたします。

・合否結果発表後の流れ
【実技試験に合格された方は】
資格試験合格者は、資格の登録申請を行うことにより資格の称号を付与され、あと施工アンカー技術者認定資格登録
証が交付されます。下表の期限までに登録申請を行わない場合は、登録する資格が抹消され再度受験しなけばなり
ません。
登録申請期限
資格の有効期限

2022年9月30日まで
2026年3月31日

【登録申請の方法】
マイページにログインし、最近のお申込の登録証申込のボタンをクリックし、画面の手順に従い操作してください。
登録料ご入金後、約1ヶ月～1か月半にてご入力いただきました住所あてに、簡易書留で郵送されます。

【登録料（消費税10％込）】

＊別途払込手数料ご負担ください

一般

7,300円

会員企業所属承認済の方

3,650円

会員企業料金は、JCAA会員企業に所属をされていて、且つ会員企業所属承認作業を完了されている方に適用となり
ます。申込後に所属承認手続きをされた場合半額返金は行っておりません。

【実技試験に不合格だった方は】
特2種あと施工アンカー施工士実技試験を再度お申込みされるには、この合否発表日より6か月の経過を要します。
6か月経過したのち、特2種あと施工アンカー施工士実技試験をお申込みください。

【 P. 4 】

（2020年実施） あと施工アンカー技術者試験の実施に伴う新型コロナウイルス感染防止対策等について

（2020年実施） あと施工アンカー技術者試験を受験される方は、必ずお読みいただき、留意してください。

1. 当日、体調不良の場合
発熱・せき等の風邪の症状や味覚障害がある方、新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方、新型コロナウイ
ルス感染症の疑いがある方、基礎疾患等があることにより感染を避けたい方などは、必要に応じて保健所やかかりつけの医師
等に相談のうえ、当日の受験を控えていただくようお願いいたします。
会場に来られた場合でも、明らかな体調不良が見られる場合等は、非接触体温計にて体温を測定させていただき、座席の移
動、受験中止のお断りをお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。この場合の再受験の実施は予定しておりま
せん。

2. 入場時の混雑を避けるために
当日、入場時の混雑を避けるため、試験開始前に余裕をもってご来場ください。入室・退室時は係員の指示に従ってくだ
さい。

3. 咳エチケット・マスクの着用・手指の消毒について
試験当日は、必ずマスクを着用し来場してください。受験者確認の際、試験管理員の指示に従い、マスクを一時的に外し
ていただく場合がありますので、予めご了承いただき、ご協力ください。また、実技試験受験時には、受付時に支給する防
塵マスクを着用していただきます。また、感染予防の為、咳エチケット、せっけんを使用した手洗いや手指の消毒等をお願
いいたします。

4. 試験前・後・休憩中などについて
試験室内は、間隔をあけて配置をいたしますが、試験前や試験後、室内での会話など、受験者同士の接触をお控えくださ
い。トイレが混雑した場合は、ソーシャルディスタンスを保ち、整列してください。また、喫煙所はご利用できない場合が
ありますことを予めご了承ください。

5. 「健康チェック表」は受験票印刷時、2枚目として出力されます。事前にご記入いただき、当日ご持参ください。
受験票を印刷する際、2枚目として印刷される「健康チェック表」にご記入いただき、当日ご持参ください。
受験票は試験終了後、各自お持ち帰りいただき、合否発表日まで保管してください。「健康チェック表」は受付時回収いた
しますので、受験票とは別の紙に印刷してください。（受験票との両面印刷はしないようにしてください。）
当日は、係員が回収いたします。「はい」にチェックが1項目でも入っている場合、受験できませんので、予めご了承くだ
さい。

6. 申込後、受験日当日、体調不良により欠席する方は
受験申込をし、体調不良等で欠席する方は、JCAA事務局までご連絡ください。

7. 当日の試験会場の感染防止対策について
・
・
・
・
・

試験会場において全係員はマスクまたはフェイスシールドを着用いたします。
教室の入り口には、アルコール除菌液を用意します。
試験室は換気の為、適宜、窓やドアを開け、換気を行います。
非接触体温計を用意しております。体調のすぐれない方、微熱を感じる方は係員までお声がけください。
咳・くしゃみ・ふらつき等の症状をお見受けした場合、係員よりお声がけさせていただく場合があります。

8. その他

本留意事項に記載した事項を厳守いただけない場合や、当日試験会場で係員の指示に従っていただ
けない場合、他人に迷惑をかける行為が認められた場合、受験をお断りすることがありますので、予
めご注意ください。

【 P. 5 】

