(第
(今 回

溶接技能者評価試験

1報 )2020年 4月 11日

:範 2報 ) 2020年 4月 23日

受験者各位
一 般社 回法人

日本溶 接協会

溶接技能者評価試験の 中止 期 間 の延 長 の 件
(中 止 期間

謹啓

:2020年 4月 13日 〜5月 31日 )

平素は格別の ご高配 を賜 り、厚 く御礼申 し上げます。新型 コロナウイルス感染拡大の

影響 を受けた皆様に心よ りお見舞 い申し上げます。
さて、先般、新型 コロナウイルスの感染拡大状況や 日本政府か らの「緊急事態宣言」の発
出を受け、2020年 4月 11付 文書によ り、当協会が実施 している溶接技能者評価試験 を 4月
13日 〜5月 6日 まで全面的に中止することを告知 してお りま した。

今回、 この全面中止期間を更に 5月 31日 まで延長す る ことといた しま したので、再 度お
知 らせいた します。
この 中止期間での受験のためにお支払い頂 いている受験料金 につきま しては、返金や次
回受験へ の振替等 で対応 させて頂 きます。詳細は追 ってお知 らせいた します。また、現有適
格性証明書の有効期限が切れる方等への対応 について も、同 じく詳細は追 つてお知 らせい
た します。
今後の新型 コロナウイルスの感染拡大状況や政府の対応によっては、更 に中止 期間 を延
長する可能性 もあ ります。恐れ入 りますが、併せて ご承知置 き頂 きた くお願 いいた します。
以上、受験者および関係 され る皆様におかれま しては大変な ご迷惑 とご不便 をおか け し
て誠 に申 し訳 ございませんが、新型 コロナウイル スの感染拡大防止のため、何卒 ご理 解 とご
協力を賜 りた く、宜 しくお願い申 し上げます。
謹白

記

溶接技能者評価試験の 中止期間の延長

1中 止期間 :2020年 4月

13日

(月

)〜 5月 31日

(日

)

※ 第 1回 目告知での中止期限は 5月 6日 で したが、今回 5月 31日 に延長 しま した。
※ 今後の感染拡大状況や政府の対応によつては、更に延長する可能性もあります。
2.中 止 種 目 :全 種 目
3.中 止地 域 ・ 会場 :全 都 道府県の全ての試験 会場での評価試験

※ 受験料金の取扱 い (返 金や次 回受験 へ の振替等 )や 、現有適格性証明書 の有効 期 限が切
れ る方 へ の対応 は追 って別途 お知 らせ いた します 。

以上
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外国人技能評価試験 (溶 接職種 )
受験者 日実習実施者 日監理 団体各位
一 般社 団法人

日本溶接協会

外国人技能評価試験 (溶 接職種 )の 中止期間の延長 の 件
(中 止 期間

謹啓

:2020年 4月 13日 〜5月 31日 )

平素は格別のご高配 を賜 り、厚 く御礼申 し上げます。新型 コロナウイルス感染拡大の

影響 を受けた皆様に心よ りお見舞 い 申し上げます。
さて、先般、新型 コロナウイルスの感染拡大状況や 日本政府か らの「緊急事態宣言」の発
出を受け、2020年 4月 11付 文書によ り、当協会が実施 している外国人技能評価試験 (溶 接
職種 )を 4月 13日 〜5月 6日 まで全面的に中止することを告知 してお りま した。
今回、 この全面中止期間を更に 5月 31日 まで延長す る ことといた しま したので、再度お
知 らせいた します。
この 中止期間での受験のためにお支払い頂 いてい る受験料金 につきま しては、返金や次
回受験へ の振替等で対応 させて頂 きます。詳細は追 って お知 らせいた します。また、在留期
限の延長等については.厚 生労働省 をは じめ と した関連諸官庁や外国人技能実習機構 にお
問 い合わせや ご相談を頂 きた くお願 いいた します。
今後の新型 コロナウイルスの感染拡大状況や政府の対応によ っては、更 に中止期間 を延
長する可能性 もあ ります。恐れ入 りますが、併せて ご承知置 き頂 きた くお願 いいた します。
以上 、受験者・実習実施者・監理団体の皆様 におかれ ま しては大変な ご迷惑 とご不便 をお
か け して誠に申 し訳 ございませんが 、新型 コロナウイルスの感染拡大防止のため、何卒 ご理
解 とご協力 を賜 りた く、宣 しくお願 い申 し上げます。
謹白
記
外国人技能評価試験 (溶 接職種 )の 中止期間の延長
1.中 止 期間 :2020年 4月 13日

(月

)〜 5月 31日

(日

)

※ 第 1回 目告知での中止期限は 5月 6日 で したが、今回 5月 31日 に延長 しま した。
※ 今後の感染拡大状況や政府の対応によっては、更に延長する可能性もあります。
2.中 止 等級 H種 目 :全 等級

(初 級

H専 門級 ・ 上級 )の 全作業・ 種 目

3.中 止地域 口会場 :全 都 道府県の全ての試験会場での評価試験

※ 受験料金の取扱 い (返 金や次回受験 へ の振替等 )は 、追 って別途お知 らせ いた します。
※ 在 留期 間の延長等 については 、厚生労働 省 をは じめ と した関連諸官庁や外 国人技能
実習機構 にお問 い合わせや ご相談 を頂 きた くお願 いいた します。

以上

