鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補
１． 主

認定基準

旨

（財） 益富 地学 会館 が認 定する 鉱物 鑑定 士・ 鉱物 鑑定 士補 制度は 、鉱 物の 肉眼 鑑定 能力 を養う こと を
目的とす る。こ の認定 基準に 基づき 、鉱物 鑑定検 定を 実施す る。
鉱物の 肉眼 鑑定 は、 野外 での鉱 物採 集や 調査 研究 にお いて 重要な 地学 的情 報処 理能 力で ある。 鉱物 名
はもち ろん のこ と、 鉱物 の特徴 や地 質の 状況 もそ の場 で予測 し、 把握 する こと がで きるの であ る。 鉱物
の組合せ ででき ている 岩石に ついて も同様 のこと が言 える。
肉眼に よる 鉱物 の観 察を 通して 、鉱 物の 魅力 に触 れ、 自然 に親し み、 自然 科学 の楽 しさ を多く の方 々
に実感 して もら いた い。 この（ 財） 益富 地学 会館 認定 の鉱物 鑑定 士・ 鉱物 鑑定 士補 認定制 度が 、生 涯学
習の一助 となり 、鉱物 愛好の 輪が広 がって いくこ とを 期待す る。

２．

益富地 学会 館が認 定す る鉱物 鑑定 士・鉱 物鑑 定士 補の等 級
等

級

鉱 物鑑定 士・ 鉱物鑑 定士 補
・下記５ の認定 資格・ 認定基 準を満 たす者 。
・鉱物と は何か ・鉱物 と岩石 の違い ・鉱物 採集の マナ ーやル ール・ 鉱物の 分

鉱物鑑 定士補

４〜９ 級

類や整 理の仕 方など を理解 してい る者。
・肉眼（ ルーペ ）の観 察で、 鉱物や 岩石の 識別が でき 、その 鉱物や 岩石の 性
質や産 地の特 徴につ いて理 解して いる者 。
・ 下記５の 認定資 格・認 定基準 を満た す者。

鉱物鑑定 士

１〜３ 級

・鉱物と は何か ・鉱物 と岩石 の違い ・鉱物 採集の マナ ーやル ール・ 鉱物の 分
類や整 理の仕 方など を理解 してい る者。
・肉眼（ ルーペ ）の観 察で、 鉱物や 岩石等 の識別 に優 れ、そ の鉱物 や岩石 の
の性質や 産地の 特徴に ついて 理解し 、説明 できる 者。

名誉鉱物鑑定 士

・（財 ）益富 地学会 館の運 営に貢 献し、 鉱物鑑 定士 ・鉱物 鑑定士 補認定 制度
の普及に 携わっ た者。

特別鉱物鑑定 士

鉱物学に 精通し 、（ 財）益 富地学 会館に 貢献し た者 。

３． （財） 益富 地学 会館 が認定 する 鉱物 鑑定 士・鉱 物鑑 定士 補の 認定 取得に より 、指 導に
当たる ことが でき る活動 内容
下記のす べての 活動内 容は 、（財 ）益富 地学会 館を通 じて 、鉱 物鑑定 士・鉱物鑑 定士補 として 指導に 当た
ることと する。
区

分

鉱物鑑 定士補

認定取 得に よる鉱 物鑑 定士・ 鉱物 鑑定士 補の活 動内 容
・
（財 ）益富 地学会 館主催 の『か わら の石観 察研究 会』等 の鉱物 の肉眼 鑑定に 関わる
研修会 や採集 会に指 導に当 たるこ とがで きる。
・（財 ）益富 地学会 館主催 の『か わらの 石観察 研究 会』『鉱物 鑑定会 』等の 鉱物の 肉
眼鑑定 に関わ る研修 会や採 集会に 指導に 当たる こと ができ る。

鉱物鑑 定士

・鉱物鑑 定士補 の鉱物 鑑定検 定や講 習会等 に指導 に当 たるこ とがで きる。

（名誉 鉱物鑑 定士 ） ・（財 ）益富 地学会 館に鉱 物鑑定 の依頼 があれ ば、 鉱物鑑 定に当 たるこ とがで きる。
（特別 鉱物鑑 定士 ） ・
（財 ）益富 地学会 館に鉱 物や 岩石に 関する 講義や 授業な どの依 頼があ れば指 導教育
に当たる ことが できる 。
・ 鉱物鑑定 士とし ての指 導経験 や指導 実績は 、鉱物 鑑定 士２級 以上の 認定に 活か
すことが できる 。（ 鉱物鑑 定士２ 級以上 の昇級 あり 。下記 ５の認 定基準 ②）

４． 鉱物鑑 定士・ 鉱物 鑑定士 補認 定制度 の組 織

鉱物鑑定 士委員 会は、 以下の 者で組 織する 。

鉱物鑑 定士委 員会

・委員 長

：（財 ）益富 地学会 館

・副委 員長：（財 ）益富 地学会 館

理 事長
常 務理事 ・相 談役理 事

・実行 委員：（財 ）益富 地学会 館研究 委員２ 名・ 鉱物鑑 定士４ 名
・認定料 ・鉱物 鑑定検 定料・ 会場等 の運営 に関す る決 定
・「鉱 物鑑定 検定」 の実施
・特別鉱 物鑑定 士・名 誉鉱物 鑑定士 ・鉱物 鑑定士 ・鉱 物鑑定 士補の 認定
・機関誌 の発行

事

務

局

事務局は 、（ 財）益 富地学 会館内 に置く 。
・「鉱 物鑑定 検定」 の出願 や認定 申込の 受付
・「鉱 物鑑定 検定」 の結果 や認定 証の送 付
・問合せ の受付 （下記 ８）

５．

鉱物鑑 定士・ 鉱物 鑑定士 補の 認定資 格・ 認定基 準

以下の 認定 基準 ①② ③の どれか １つ の項 目す べて を満 たす者 。認 定さ れた 者に は、 鉱物鑑 定士 ・鉱 物鑑
定士補の 認定証 を発行 する。
等級

鉱
物
鑑
定
士
補

認定基 準①（ 検定 合格）

９

・８級を 受講し た者。

級

（認 定 料は 検 定料 に 含ま れ る）

８

・８級検 定に合 格した 者。

級

（認 定 料は 検 定料 に 含ま れ る）

７
級
６
級
５
級
４
級

・７級検 定に合 格した 者。
・規定の 認定申 請書を 提出し
認定料 を納め た者。
・６級検 定に合 格した 者。
・規定の 認定申 請書を 提出し
認定料 を納め た者。
・５級検 定に合 格した 者。
・規定の 認定申 請書を 提出し
認定料 を納め た者。
・４級検 定に合 格した 者。
・規定の 認定申 請書を 提出し
認定料 を納め た者。

認定基 準②（ 申請 ・指導 実績 ）

認定基 準③（ 申請 ・推薦 ）

・３級検 定に合 格し、 規定の

・規定 の認定 申請書 を提出 した

認定申 請書を 提出し た者。

者。（鉱物 鑑定士 ２名の 推薦

・鉱物鑑 定士委 員会で 承認さ

が必要 である ）
・４０ ０種以 上の鉱 物標本 を所

れ、認 定登録 料①を 納めた
３

者。

有して いる者 、ま たは管 理し
ている 者。

級

・鉱物鑑 定士委 員会で 承認さ

鉱

れ、認 定登録 料③を 納めた
者。
・２級を 取得す るには
②また は③

物

・鉱物鑑 定士３ 級に登 録され

・鉱物 鑑定士 ３級に 登録さ れて

ており 、規定 の認定 申請書

おり 、規定 の認定 申請書 を提

を提出 した者 。

出した 者。（鉱物 鑑定士 ２名

・ 鉱物鑑定 士３級 として（財 ）
鑑

定

２
級

の推薦 が必要 である ）

益富地学 会館主 催の「鉱物 鑑

・『地 学研究 』など に、鉱 物に

定検定 」や野 外採集 会など の

関する 研究発 表を１ 回以上

指導実績 がある 者。（ポイ ン

行って いる者 。

ト制で合 計１０ ０点以 上）

・５０ ０種以 上の鉱 物標本 を所

「鉱物鑑 定検定 講師」 １０点

有して いる者 、ま たは管 理し

「鉱物鑑 定検定 補助」 ５点

ている 者。

「研究会 や採集 会講師 」５点

・鉱物鑑 定士委 員会で 承認さ

「地学研 究など の報文 」５点

れ、認定 登録料 ③を納 めた者 。

「地学研 究など の論文 」１ ０〜
１００点

士

・ 鉱物 鑑定 や 指導 内容 の すべ
ては、
（ 財）益富 地学会 館を
通じて行 うこと とする 。
・ 鉱物鑑定 士委員 会で承 認さ
れ、認 定登録 料②を 納めた
者。
・１級を 取得す るには
②また は③

・鉱物鑑 定士２ 級に登 録され
ており 、規 定の認 定申請 書を

おり 、規定 の認定 申請書 を提

提出し た者。

出した 者。（鉱物 鑑定士 ２名

・ 鉱物鑑定 士２級 として 、
（財）益 富地 学会館 主催の「鉱

１
級

・鉱物 鑑定士 ２級に 登録さ れて

の推薦 が必要 である ）
・『地 学研究 』など に、鉱 物に

物鑑定検 定」や野外 採集会 な

関する 研究発 表を３ 回以上

どの指導 実績が ある者 。（ ポ

行って いる者 。

イント制 で合計 １００ 点以

・６０ ０種以 上の鉱 物標本 を所

上、各 指導内 容とポ イント 数

有して いる者 、ま たは管 理し

は２級と 同じ 。）

ている 者。

・ 鉱物 鑑定 や 指導 内容 の すべ

・鉱物鑑 定士委 員会で 承認さ

ては、
（ 財）益富 地学会 館を

れ、認 定登録 料③を 納めた

通じて行 うこと とする 。

者。

・鉱物鑑 定士委 員会で 承認さ
れ、認定 登録料 ②を納 めた者 。

６．

鉱物鑑 定検定 料・ 鉱物鑑 定士 補の認 定料 ・鉱物 鑑定 士の 認定登 録料 （ 消費税を 含む）

・鉱物鑑 定検定 料・鉱 物鑑定 士補の 認定料 ・鉱物 鑑定 士の認 定登録 料は、 以下の 通りで ある。
・
（ 財 ）益富 地学会 館認定 の鉱物 鑑定士 ・鉱 物鑑定 士補の 認定 を希望 するも のは 、下記 の認定 料や認 定登
録料を 納める 必要が ある。
・認定の 申請は 、任意 である 。
・鉱物鑑 定士補 や鉱物 鑑定士 の認定 を希望 しなく ても 、「 鉱物鑑 定検定 」は受 験でき る。
但し 、
「鉱 物鑑定 検定」に合格 してい ても 、認定 申請を 受理さ れなけ れば「 鉱物鑑 定士・鉱物鑑 定 士補」
は名乗 れない 。
・認定申 請の期 限は、 検定合 格から １年以 内。
・認定の 取り消 しは 、「鉱 物鑑定 士・鉱 物鑑定 士補 」を名 乗り 、（財 ）益富 地学会 館に不 利益を もた らす
場合は 認定を 取り消 す場合 がある 。
鉱物鑑 定検定 料・ 鉱物鑑 定士 補の認 定料 ・鉱物 鑑定士 の認 定登録 料（ 消費税 を含 む）
鉱物鑑 定士

鉱物鑑 定士

鉱物鑑 定士

認定料

認定登 録料①

認定料 登録料 ②

認定料 登録料 ③

￥３，０ ００

検定料に 含まれ る

−

−

−

７

￥３，０ ００

￥３，０ ００

−

−

−

６

￥３，０ ００

￥３，０ ００

−

−

−

５

￥５，０ ００

￥５，０ ００

−

−

−

４

￥５，０ ００

￥５，０ ００

−

−

−

３

￥１０， ０００

−

￥２０， ０００

−

￥１００ ，００ ０

２

−

−

−

￥２０， ０００

￥１５０ ，００ ０

１

−

−

−

￥３０， ０００

￥２００ ，００ ０

等級

鉱物鑑 定検定 料

８

７．

鉱物鑑 定士補

個人情 報の取 り扱 いにつ いて

（財） 益富 地学 会館 認定 の鉱物 鑑定 士・ 鉱物 鑑定 士補 の認定 申請 によ って 取得 した 個人情 報は 、認 定証
の送付や 鉱物鑑 定士・ 鉱物鑑 定士補 の当該 認定目 的の 遂行に 必要な 範囲で 使用す る。
鉱物鑑定 士・鑑 定士補 認定の 業務に 関して 得た個 人情 報は、 原則と して公 開しな い。
但し、以 下に該 当する 場合は 本人の 同意な く当該 第三 者に情 報の提 供をす ること がある 。
１．

法令に基 づき、 警察、 裁判所 等の国 や地方 の諸機 関よ り、個 人情報 の開示 が求め られた 場合

２．

（財）益 富地学 会館の 権利や 財産を 保護す るため に開 示が必 要な場 合

３．

その他、 正当な 事由が ある場 合

本認定の 申請者 は、上 記の事 項につ いて同 意して いる ものと みなす 。

８．

鉱物鑑 定士・ 鉱物 鑑定士 補の 認定申 請に 関する 問合 せ

（ 財 ）益富地学会館内
〒６ ０２− ８０１ ２

「鉱物鑑定士委員会」事務局
京 都市上 京区出 水通 烏丸西 入

℡：０ ７５− ４４１ −３２ ８０
http://www.masutomi.or.jp

中 出水町 ３９４

Fax：０７５ −４４ １−６ ８９７
E-mail:
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