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建設キャリアアップシステム

コード表の見方について

登録申請書には、 コード番号を記入する項目がいくつかあります。 コード番号は、 この 「登録申請書コード表」 から、 

該当するコード表とコード番号を探して記入します。

※現在、 登録申請中やその他手続き中の情報を含みます。

コード番号の探し方と申請書への記入について

①	登録申請書の記入する項目にコード番号の欄がある場合、 手引を参照して使用する 

コード表 （◎表 1〜◎表 17） をこの 「登録申請書コード表」 から探します。

②使用するコード表を最後まで一通り見て、 ご自身に該当するコード番号を探します。

③選んだコード番号を登録申請書に記入します。

※	選んだコード番号を、 赤ペンやマーカーなどでチェックしておくと、 登録申請書への記入間違いが減らせます。

該当するコード番号がない場合

それぞれのコード表のコード番号の最後をご覧ください。 「その他」 のコード番号がありますので、 そのコード番号およ

び名称を登録申請書に記入します。

（例）

■技能者情報登録申請書コード表

◎表7	技能士	 コード番号29990〜 29996　その他技能士

◎表8	資格 ・免許	 コード番号39999　その他資格 ・免許

◎表9	技能講習	 コード番号49999　その他技能講習

◎表 10	特別教育	 コード番号59999　その他特別教育

◎表 11	その他安全衛生講習	 コード番号69999　その他安全衛生講習

◎表 12	表彰	 コード番号99999　その他表彰

■事業者情報登録申請書コード表

◎表 14	電子証明書の種類	 コード番号999　その他電子証明書

◎表 15	所属団体	 コード番号900　その他所属団体

	 コード番号910　その他所属団体

	 コード番号920　その他所属団体

	 コード番号930　その他所属団体

	 コード番号940　その他所属団体

	 コード番号950　その他所属団体

	 コード番号960　その他所属団体

	 コード番号970　その他所属団体

	 コード番号980　その他所属団体

	 コード番号990　その他所属団体

	 ※その他所属団体が複数ある場合は、 900から順番にコード番号を記入してください。 	
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建設キャリアアップシステム

技能者情報登録申請書コード表

◎表1	 国籍

コード番号 国名 コード番号 国名 コード番号 国名 コード番号 国名
101 パキスタン 301 エジプト 401 オーストラリア 701 アイスランド
102 インド 302 スーダン 402 ニュージーランド 702 フィンランド
103 ネパール 303 リビア 403 パプアニューギニア 703 スウェーデン
104 バングラデシュ 304 チュニジア 404 フィジー 704 ノルウェー
105 スリランカ 305 アルジェリア 405 パラオ 705 デンマーク
106 ミャンマー 306 マダガスカル 406 マーシャル 706 アイルランド
107 タイ 307 ケニア 407 ミクロネシア 707 英国
108 マレーシア 308 タンザニア 408 サモア独立国 708 ベルギー
109 シンガポール 309 コンゴ民主共和国 409 トンガ 709 ルクセンブルク
110 インドネシア 310 ナイジェリア 410 キリバス 710 オランダ
111 フィリピン 311 ガーナ 411 ナウル 711 ドイツ
112 香港 312 リベリア 412 ソロモン諸島 712 フランス
113 韓国 313 ガボン 413 ツバル 713 スペイン
114 モンゴル 314 コンゴ共和国 414 バヌアツ 714 ポルトガル
115 ベトナム 315 カメルーン 415 クック諸島 715 イタリア
116 中国 316 ザンビア 416 ニウエ 716 マルタ
117 カンボジア 317 コートジボワール 417 トケラウ 717 ギリシャ
118 ブータン 318 モロッコ 418 ニューカレドニア 718 オーストリア
119 ラオス 319 セネガル 451 公海 719 スイス
120 ブルネイ 320 エチオピア 490 その他（大洋州地域） 721 ポーランド
121 マカオ 321 ギニア 722 チェコ
122 台湾 322 ウガンダ コード番号 国名 723 ハンガリー
171 モルディブ 323 ジンバブエ 501 カナダ 724 セルビア・モンテネグロ
172 東ティモール 324 南アフリカ 502 アメリカ合衆国 725 ルーマニア
190 その他（アジア地域） 325 モーリタニア 590 その他（北米地域） 726 ブルガリア

326 トーゴ 727 アルバニア
コード番号 国名 327 中央アフリカ コード番号 国名 728 ロシア

201 イラン 328 ベナン 601 メキシコ 729 エストニア
202 トルコ 329 マラウイ 602 グアテマラ 730 ラトビア
204 シリア 330 ギニアビサウ 603 エルサルバドル 731 リトアニア
205 レバノン 331 エスワティニ 604 ニカラグア 732 スロバキア
206 イスラエル 351 エリトリア 605 コスタリカ 733 ウクライナ
207 ヨルダン 352 コモロ 606 キューバ 734 ウズベキスタン
208 イラク 353 ナミビア 607 ドミニカ共和国 735 カザフスタン
209 クウェート 354 ボツワナ 608 ブラジル 736 ベラルーシ
210 サウジアラビア 355 マリ 609 パラグアイ 737 クロアチア
211 アフガニスタン 356 ニジェール 610 ウルグアイ 738 スロベニア
212 パレスチナ 357 モーリシャス 611 アルゼンチン 739 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
213 イエメン 358 レソト 612 チリ 740 ボスニア・ヘルツェゴビナ
214 アラブ首長国連邦 371 セーシェル 613 ボリビア 741 アンドラ公国
215 バーレーン 372 ソマリア 614 ペルー 751 バチカン
216 オマーン 373 モザンビーク 615 エクアドル 752 キルギス
251 カタール 374 ルワンダ 616 コロンビア 753 アゼルバイジャン
290 その他（中近東地域） 375 シエラレオネ 617 ベネズエラ 754 ジョージア

376 ブルンジ 618 ホンジュラス 755 タジキスタン
377 ジブチ 619 パナマ 756 トルクメニスタン
378 ガンビア 620 ジャマイカ 771 アルメニア
379 チャド 621 トリニダード・トバゴ 772 モルドバ
390 その他（アフリカ地域） 622 バハマ 773 キプロス

623 アンティグア・バーブーダ 790 その他（ヨーロッパ地域）
624 バルバドス
625 ドミニカ国 コード番号 国名
626 グレナダ 801 その他
627 セントクリストファー・ネーヴィス
628 セントルシア
629 セントビンセント
630 スリナム
631 ガイアナ
632 ベリーズ
633 ハイチ
690 その他（中南米地域）
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◎表2	 在留資格

コード番号 在留資格
01 特別永住者
02 外交
03 公用
04 教授
05 芸術
06 宗教
07 報道
08 高度専門職
09 経営･管理
10 法律･会計業務
11 医療
12 研究
13 教育
14 技術･人文知識･国際業務
15 企業内転勤
16 興行
17 技能
18 技能実習
19 文化活動
20 短期滞在
21 留学
22 研修
23 家族滞在
24 特定活動
25 永住者
26 日本人の配偶者等
27 永住者の配偶者等
28 定住者
29 特定技能1号
30 特定技能2号
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◎表3	 社会保険適用除外理由 （技能者）

分類 コード番号 適用除外理由 摘要
健康保険 001 けんぽ適用除外承認済 健康保険適用除外承認事業所（「建設国保」など国民健康保険組合の事業所に

使用される者）
002 ５人未満個人事業所 ※従業員の同意によって健康保険に任意加入することが可
003 常用以外の短時間労働者 短時間労働者のうち、1週間の労働時間および1か月の勤務日数が一般社員の

4分の3未満である者（パート、アルバイト）
004 日雇労働者 日々雇い入れられる者（1か月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く）
005 臨時労働者 2か月以内の期間を定めて使用される者（2か月を超え、引き続き使用される

に至った場合を除く）
006 季節的業務 季節的業務に使用される者（継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除

く）
007 巡業・興業 事業所または事務所で所在地が一定しない（巡業、興行）者に使用される者
008 臨時的事業 臨時的事業の事業所に使用される者（継続して6か月を超えて使用されるべき

場合を除く）
009 個人事業主と家族従事者 事業主、同居親族、家族従事者（任意適用でも事業主は、被保険者となりえない）
010 後期高齢者医療対象者 後期高齢者医療の被保険者（75歳以上）
011 生活保護受給者 生活保護法により医療扶助が現物給付される者

年金保険 021 ５人未満個人事業所 ※従業員の同意によって健康保険に任意加入することが可
022 常用以外の短時間労働者 短時間労働者のうち、1日または1週間の労働時間、および1か月の勤務日数

が一般社員の概ね4分の3未満である者（パート、アルバイト）
023 日雇労働者 日々雇い入れられる者（1か月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く）
024 臨時労働者 2か月以内の期間を定めて使用される者（2か月を超え、引き続き使用される

に至った場合を除く）
025 季節的業務 季節的業務に使用される者（継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除

く）
026 巡業・興業 事業所または事務所で所在地が一定しない（巡業、興行）者に使用される者
027 臨時的事業 臨時的事業の事業所に使用される者（継続して6か月を超えて使用されるべき

場合を除く）
028 個人事業主と家族従事者 事業主、同居親族、家族従事者（任意適用でも事業主は、被保険者となりえない）
029 70歳以上被用者 70歳以上の人は健康保険のみの加入　※高齢任意加入被保険者（70歳以上）

となることも可
雇用保険 041 短期雇用 31日以上継続して雇用される見込みがない（前２か月間の各月において18日

以上雇用された人を除く）。日雇労働被保険者に該当する者を除く
042 短時間雇用 1週間の所定労働時間が20時間未満である
043 季節労働者 季節的業務に使用される者のうち、雇用期間が4か月以下または労働時間が週

30時間未満の者（雇用期間が4か月を超えかつ労働時間が週30時間以上は短
期雇用特例被保険者に該当）

044 学生・生徒等 大学や専修学校の学生・生徒等であって厚生労働省令に定める者
045 事業主、代表者・役員 事業主、同居親族、家族従事者。

※執行権の無い役員は加入できる場合がある



5

◎表4	 健康診断

大分類 コード番号 小分類
一般健康診断 01
特殊健康診断 11 有機溶剤

12 鉛
13 四アルキル鉛
14 特定化学物質
15 高圧室内または潜水
16 放射線
17 除染
18 石綿

じん肺健康診断 21
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大分類
コード
番号

大分類
小分類
コード
番号

小分類

01 特殊作業員 01 特殊作業員
02 コンクリート工
03 コンクリート圧送工
04 コンクリートカッター工
05 あと施工アンカー工
06 さく井工
07 ウェルポイント工
08 ボーリング工
09 アンカー工
10 グラウト工
11 土工
12 山留工
13 地盤改良工
14 ＰＳ工
15 その他く体工
16 連続繊維補強工
17 グラウト工（薬液注入）
18 グラウト工（ジェットグラウト）
19 グラウト工（岩盤注入）

02
　

普通作業員 01 普通作業員
02 掘削工
03 深礎工

03
　
　

軽作業員
　
　

01 軽作業員
02 清掃作業員
03 ハウスクリーニング工
04 除草工
05 片付け工

04
　

造園工
　

01 造園工
02 造園修景工
03 公園設備工
04 植栽工
05 芝張工
06 植木職

05
　
　

法面工
　
　

01 法面工
02 モルタルコンクリート吹付工
03 種子吹付工
04 植生工
05 ラス張工

06
　
　

とび工
　
　

01 とび工
02 足場とび工
03 鉄骨とび工
04 重量とび工
05 建築とび工
06 くい打ち工
07 土止め工

07 石工 01 石工
02 石目地工

08
　
　

ブロック工
　
　

01 ブロック工
02 タイルブロック工
03 特殊ブロック工

09 電工 01 電気工
02 電気通信工
03 送配電線工
04 電気保安工
05 電話・インターネット工
06 防犯装置工
07 放送装置工
08 火災報知器据付工
09 特殊装置工（舞台･音響）
10 ソーラーシステム取付工
11 防火区画工
12 避雷針工

大分類
コード
番号

大分類
小分類
コード
番号

小分類

13 受変電設備工
14 自家発電設備工
15 中央監視盤工
16 普通作業員（電気工）
17 その他電気設備
18 機械搬入工（電気設備）

10
　

鉄筋工
　

01 鉄筋工
02 鉄筋圧接工

11 鉄骨工
　

01 鉄骨工
02 鋼構造物工
03 鉄工
04 リベット工
05 スタッド工

12 塗装工
　
　

01 塗装工
02 金属塗装工
03 吹付塗装工

13 溶接工
　
　

01 溶接工
02 かじ工
03 製缶工

14
　

運転手（特殊）
　

01 運転手（特殊）・建設機械運転工
02 しゅんせつ工
03 コンクリートポンプ車運転工
04 舗装機械運転工
05 海上工事機械運転工
06 掘削機械運転工
07 くい打機運転工
08 クレーン運転工

15
　
　

運転手（一般）
　
　

01 運転手（一般）
02 ダンプカー運転手
03 コンクリートミキサー車運転手
04 建設廃棄物運搬工
05 資材運搬工

16 潜かん工 01 潜かん工
17 潜かん世話役 01 潜かん世話役
18 さく岩工 01 さく岩工
19
　
　

トンネル特殊工
　
　

01 トンネル工（特殊作業員）
02 シールド工（特殊作業員）
03 推進工（特殊作業員）

20
　
　

トンネル作業員
　
　

01 トンネル工（普通作業員）
02 シールド工（普通作業員）
03 推進工（普通作業員）

21
　
　

トンネル世話役
　
　

01 トンネル工（世話役）
02 シールド工（世話役）
03 推進工（世話役）

22 橋りょう特殊工 01 橋りょう特殊工
23 橋りょう塗装工 01 橋りょう塗装工
24 橋りょう世話役 01 橋りょう世話役
25 土木一般世話役 01 土木一般世話役
26 高級船員 01 高級船員
27 普通船員 01 普通船員
28 潜水士 01 潜水士
29 潜水連絡員 01 潜水連絡員
30 潜水送気員 01 潜水送気員
31 山林砂防工 01 山林砂防工
32 軌道工 01 軌道工

02 保線工
33
　

型わく工
　

01 型わく工
02 型枠解体工
03 墨出し大工

34 大工 01 大工
02 宮大工
03 造作大工

◎表5	 技能職種
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大分類
コード
番号

大分類
小分類
コード
番号

小分類

04 組立大工
05 営繕大工
06 木工
07 大工（ツーバイフォー工法）
08 外装大工
09 大工（丸太組工法）

35
　

左官
　

01 左官工
02 吹付工
03 外壁仕上工

36
　

配管工
　

01 配管工
02 配管工（給排水・衛生）
03 配管工（冷暖房）
04 配管工（ガス）
05 配管工（プラント）
06 ボイラー設置工
07 ポンプ設置工
08 浄化設備工
09 計装工（給排水衛生設備）
10 水道施設工
11 消防施設工
12 ガス器具取付工
13 冷凍空調設備工

37
　

はつり工
　

01 はつり工
03 ブラスト工

38
　

防水工
　

01 防水工
02 塗膜防水工
03 シート防水工
04 アスファルト防水工
05 シーリング防水工
06 ウレタン防水工
07 セメント防水工

39
　
　

板金工
　
　

01 板金工
02 とい工
03 金物工
04 装飾鉄工
05 金属工

40 タイル工 01 タイル工
02 タイル目地工

41 サッシ工 01 サッシ工
42
　

屋根ふき工
　

01 屋根工
02 かわらぶき工
03 スレート工

43
　

内装工
　

01 内装工
02 内装仕上工
03 畳工
04 軽鉄工
05 表装工
06 ボード張り工
07 床張り工
08 壁装（クロス）工
09 ユニット工
10 インテリア工
11 フローリング工
12 二重床工
13 表具師
14 経師
15 ブラインド工
16 家具工
17 ふすま工

44 ガラス工 01 ガラス工
02 ガラスブロック工

大分類
コード
番号

大分類
小分類
コード
番号

小分類

45
　
　

建具工
　
　

01 建具工
02 シャッター工
03 鋼製建具工
04 カーテンウォール工
05 家具工
06 ふすま工

46 ダクト工 01 ダクト工（空気調和設備）
02 保温工（空気調和設備）
03 塗装工（空気調和設備）
04 計装工（空気調和設備）
05 普通作業員（空気調和設備）
06 その他空気調和設備工
07 機械搬入工（空気調和設備）
08 冷暖房設備工

47
　
　

保温工
　
　

01 保温工
02 熱絶縁工
04 防露工
05 耐火被覆工（湿式）
06 耐火被覆工（乾式）
07 耐火被覆工（塗装）
08 インサルマット断熱・防音工

48 建築ブロック
工

01 建築ブロック工
02 レンガ工
03 ＡＬＣ工

49
　
　

設備機械工
　
　

01 設備機械工
02 機械器具設置工
04 計装工
09 厨房設備工
10 冷凍空調設備工
11 昇降機技能工（エレベータ工）
12 昇降機技能工（エスカレータ工）
13 機械駐車設備工
14 ゴンドラ工（本設）

50 交通誘導警備
員Ａ

01 交通誘導警備員（検定合格者）
02 列車見張り員

51 交通誘導警備
員Ｂ

01 交通誘導警備員

52 その他（施工）01 舗装工
02 アスファルト舗装工
03 コンクリート舗装工
04 舗装ブロック工
05 道路標識設置工
06 路面標示設置工（区画線工）
07 道路付帯設備工
08 信号装置据付工
09 フェンス工
10 エクステリア工（外構工）
11 運動施設工
12 サイディング工
13 プレハブ工
14 仮設ハウス工
15 仮設トイレ工
16 広告物設置工
17 看板工
18 ディスプレイ造型工
19 ネオンサイン工
20 テント工
23 清掃施設工
24 ユニットバス工
26 解体工
27 解体工（コンクリート工作物）

◎表5　技能職種 （続き）
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大分類
コード
番号

大分類
小分類
コード
番号

小分類

28 解体工（木造建築物）
29 ひき家工
30 木材防腐処理工
31 研磨
32 粗朶沈床工
33 築炉工
34 ＰＣ工
35 ＰＣＬ工
36 ウッドデッキ工
37 切断穿孔工
38 洗い工
39 その他仕上工
40 仕上多能工
41 アスベスト除去工
42 移動・揚重工（場内小運搬）
43 仮設電気工
44 仮設空気調和設備工
45 仮設給排水衛生工
46 その他仮設工
48 建築測量工
47 その他

53 その他（管理）01 その他
02 現場監督（建築）
03 現場監督（土木）
04 現場監督（電気）
05 現場監督（空調衛生その他設備）
06 設計担当者
07 インテリアデザイナー
08 現場監督（機械）

54　 その他（技師）
　

01 その他
02 製図工
03 測量工
04 調査工
05 家屋調査工
06 地質調査工
07 水質調査工
08 コンクリート試験工
09 アスファルト試験工
10 非破壊検査技術者

55　 その他
　

01 その他
02 事務担当者
03 事務助手
04 賄い

◎表5　技能職種 （続き）
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◎表6	 登録基幹技能者

職種 コード番号 登録基幹技能者名
電気工事業、電気通信工事業 00001 登録電気工事基幹技能者
とび・土工工事業、鋼構造物工事業 00002 登録橋梁基幹技能者
造園工事業 00003 登録造園基幹技能者
とび・土工工事業 00004 登録コンクリート圧送基幹技能者
防水工事業 00005 登録防水基幹技能者
土木工事業、とび・土工工事業 00006 登録トンネル基幹技能者
塗装工事業 00007 登録建設塗装基幹技能者
左官工事業 00008 登録左官基幹技能者
土木工事業、とび・土工工事業 00009 登録機械土工基幹技能者
土木工事業、しゅんせつ工事業 00010 登録海上起重基幹技能者
土木工事業、とび・土工工事業、鉄筋工事業 00011 登録プレストレスト・コンクリート工事基幹技能者
鉄筋工事業 00012 登録鉄筋基幹技能者
鉄筋工事業 00013 登録圧接基幹技能者
大工工事業 00014 登録型枠基幹技能者
管工事業 00015 登録配管基幹技能者
とび・土工工事業 00016 登録鳶・土工基幹技能者
とび・土工工事業 00017 登録切断穿孔基幹技能者
内装仕上工事業 00018 登録内装仕上工事基幹技能者
建具工事業 00019 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者
とび・土工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業 00020 登録エクステリア基幹技能者
屋根工事業、板金工事業 00021 登録建築板金基幹技能者
左官工事業、塗装工事業、防水工事業 00022 登録外壁仕上基幹技能者
管工事業 00023 登録ダクト基幹技能者
熱絶縁工事業 00024 登録保温保冷基幹技能者
とび・土工工事業 00025 登録グラウト基幹技能者
管工事業 00026 登録冷凍空調基幹技能者
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、造園工事業 00027 登録運動施設基幹技能者
土木工事業、とび・土工工事業 00028 登録基礎工基幹技能者
タイル・れんが・ブロック工事業 00029 登録タイル張り基幹技能者
とび・土工工事業、塗装工事業 00030 登録標識・路面標示基幹技能者
消防施設工事業 00031 登録消火設備基幹技能者
大工工事業 00032 登録建築大工基幹技能者
ガラス工事業 00033 登録硝子工事基幹技能者
タイル・れんが・ブロック工事業 00034 登録ALC基幹技能者
土木工事業、とび・土工工事業 00035 登録土工基幹技能者
熱絶縁工事業 00036 登録ウレタン断熱基幹技能者
とび・土工工事業 00037 登録発破・破砕基幹技能者
大工工事業 00038 登録建築測量基幹技能者
解体工事業 00039 登録解体基幹技能者
とび・土工工事業 00040 登録圧入工基幹技能者
送電線工事業 00041 登録送電線工事基幹技能者
さく井工事業 00042 登録さく井基幹技能者
とび・土工工事業 00043 登録あと施工アンカー基幹技能者
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◎表7	 技能士

技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
造園 10101 1級造園工事作業技能士
造園 10102 2級造園工事作業技能士
造園 10103 3級造園工事作業技能士
さく井 10201 1級パーカッション式さく井工事作業技能士
さく井 10202 2級パーカッション式さく井工事作業技能士
さく井 10203 3級パーカッション式さく井工事作業技能士
さく井 10204 随時2級パーカッション式さく井工事作業技能士
さく井 10205 随時3級パーカッション式さく井工事作業技能士
さく井 10206 基礎級パーカッション式さく井工事作業技能士
さく井 10211 1級ロータリー式さく井工事作業技能士
さく井 10212 2級ロータリー式さく井工事作業技能士
さく井 10213 3級ロータリー式さく井工事作業技能士
さく井 10214 随時2級ロータリー式さく井工事作業技能士
さく井 10215 随時3級ロータリー式さく井工事作業技能士
さく井 10216 基礎級ロータリー式さく井工事作業技能士
建築板金 10301 1級内外装板金作業技能士
建築板金 10302 2級内外装板金作業技能士
建築板金 10303 3級内外装板金作業技能士
建築板金 10304 随時2級内外装板金作業技能士
建築板金 10305 随時3級内外装板金作業技能士
建築板金 10306 基礎級内外装板金作業技能士
建築板金 10311 1級ダクト板金作業技能士
建築板金 10312 2級ダクト板金作業技能士
建築板金 10313 3級ダクト板金作業技能士
建築板金 10314 随時2級ダクト板金作業技能士
建築板金 10315 随時3級ダクト板金作業技能士
建築板金 10316 基礎級ダクト板金作業技能士
冷凍空気調和機器施工 10401 1級冷凍空気調和機器施工作業技能士
冷凍空気調和機器施工 10402 2級冷凍空気調和機器施工作業技能士
冷凍空気調和機器施工 10403 3級冷凍空気調和機器施工作業技能士
冷凍空気調和機器施工 10404 随時2級冷凍空気調和機器施工作業技能士
冷凍空気調和機器施工 10405 随時3級冷凍空気調和機器施工作業技能士
冷凍空気調和機器施工 10406 基礎級冷凍空気調和機器施工作業技能士
石材施工 10501 1級石材加工作業技能士
石材施工 10502 2級石材加工作業技能士
石材施工 10503 3級石材加工作業技能士
石材施工 10504 随時2級石材加工作業技能士
石材施工 10505 随時3級石材加工作業技能士
石材施工 10506 基礎級石材加工作業技能士
石材施工 10511 1級石張り作業技能士
石材施工 10512 2級石張り作業技能士
石材施工 10513 3級石張り作業技能士
石材施工 10514 随時2級石張り作業技能士
石材施工 10515 随時3級石張り作業技能士
石材施工 10516 基礎級石張り作業技能士
石材施工 10521 1級石積み作業技能士
石材施工 10522 2級石積み作業技能士
建築大工 10601 1級大工工事作業技能士
建築大工 10602 2級大工工事作業技能士
建築大工 10603 3級大工工事作業技能士
建築大工 10604 随時2級大工工事作業技能士
建築大工 10605 随時3級大工工事作業技能士
建築大工 10606 基礎級大工工事作業技能士
枠組壁建築 10701 単一等級枠組壁工事作業技能士
かわらぶき 10801 1級かわらぶき作業技能士
かわらぶき 10802 2級かわらぶき作業技能士
かわらぶき 10803 3級かわらぶき作業技能士
かわらぶき 10804 随時2級かわらぶき作業技能士
かわらぶき 10805 随時3級かわらぶき作業技能士
かわらぶき 10806 基礎級かわらぶき作業技能士
とび 10901 1級とび作業技能士
とび 10902 2級とび作業技能士
とび 10903 3級とび作業技能士
とび 10904 随時2級とび作業技能士
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技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
とび 10905 随時3級とび作業技能士
とび 10906 基礎級とび作業技能士
左官 11001 1級左官作業技能士
左官 11002 2級左官作業技能士
左官 11003 3級左官作業技能士
左官 11004 随時2級左官作業技能士
左官 11005 随時3級左官作業技能士
左官 11006 基礎級左官作業技能士
築炉 11101 1級築炉作業技能士
築炉 11102 2級築炉作業技能士
築炉 11104 随時2級築炉作業技能士
築炉 11105 随時3級築炉作業技能士
築炉 11106 基礎級築炉作業技能士
ブロック建築 11201 1級コンクリートブロック工事作業技能士
ブロック建築 11202 2級コンクリートブロック工事作業技能士
ブロック建築 11203 3級コンクリートブロック工事作業技能士
エ―エルシーパネル施工 11301 単一等級エーエルシーパネル工事作業技能士
タイル張り 11401 1級タイル張り作業技能士
タイル張り 11402 2級タイル張り作業技能士
タイル張り 11403 3級タイル張り作業技能士
タイル張り 11404 随時2級タイル張り作業技能士
タイル張り 11405 随時3級タイル張り作業技能士
タイル張り 11406 基礎級タイル張り作業技能士
配管 11501 1級建築配管作業技能士
配管 11502 2級建築配管作業技能士
配管 11503 3級建築配管作業技能士
配管 11504 随時2級建築配管作業技能士
配管 11505 随時3級建築配管作業技能士
配管 11506 基礎級建築配管作業技能士
配管 11511 1級プラント配管作業技能士
配管 11512 2級プラント配管作業技能士
配管 11513 3級プラント配管作業技能士
配管 11514 随時2級プラント配管作業技能士
配管 11515 随時3級プラント配管作業技能士
配管 11516 基礎級プラント配管作業技能士
厨房設備施工 11601 1級厨房設備施工作業技能士
厨房設備施工 11602 2級厨房設備施工作業技能士
型枠施工 11701 1級型枠施工技能士
型枠施工 11702 2級型枠施工技能士
型枠施工 11703 3級型枠施工技能士
型枠施工 11704 随時2級型枠施工技能士
型枠施工 11705 随時3級型枠施工技能士
型枠施工 11706 基礎級型枠施工技能士
鉄筋施工 11801 1級鉄筋施工図作成作業技能士
鉄筋施工 11802 2級鉄筋施工図作成作業技能士
鉄筋施工 11811 1級鉄筋組立て作業技能士
鉄筋施工 11812 2級鉄筋組立て作業技能士
鉄筋施工 11813 3級鉄筋組立て作業技能士
鉄筋施工 11814 随時2級鉄筋組立て作業技能士
鉄筋施工 11815 随時3級鉄筋組立て作業技能士
鉄筋施工 11816 基礎級鉄筋組立て作業技能士
コンクリート圧送施工 11901 1級コンクリート圧送工事作業技能士
コンクリート圧送施工 11902 2級コンクリート圧送工事作業技能士
コンクリート圧送施工 11903 3級コンクリート圧送工事作業技能士
コンクリート圧送施工 11904 随時2級コンクリート圧送工事作業技能士
コンクリート圧送施工 11905 随時3級コンクリート圧送工事作業技能士
コンクリート圧送施工 11906 基礎級コンクリート圧送工事作業技能士
防水施工 12001 1級アスファルト防水工事作業技能士
防水施工 12002 2級アスファルト防水工事作業技能士
防水施工 12011 1級ウレタンゴム系塗膜防水工事作業技能士
防水施工 12012 2級ウレタンゴム系塗膜防水工事作業技能士
防水施工 12021 1級アクリルゴム系塗膜防水工事作業技能士
防水施工 12022 2級アクリルゴム系塗膜防水工事作業技能士
防水施工 12031 1級合成ゴム系シート防水工事作業技能士
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防水施工 12032 2級合成ゴム系シート防水工事作業技能士
防水施工 12041 1級塩化ビニル系シート防水工事作業技能士
防水施工 12042 2級塩化ビニル系シート防水工事作業技能士
防水施工 12051 1級セメント系防水工事作業技能士
防水施工 12052 2級セメント系防水工事作業技能士
防水施工 12061 1級シーリング防水工事作業技能士
防水施工 12062 2級シーリング防水工事作業技能士
防水施工 12063 3級シーリング防水工事作業技能士
防水施工 12064 随時2級シーリング防水工事作業技能士
防水施工 12065 随時3級シーリング防水工事作業技能士
防水施工 12066 基礎級シーリング防水工事作業技能士
防水施工 12071 1級改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業技能士
防水施工 12072 2級改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業技能士
防水施工 12073 1級改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業技能士
防水施工 12074 2級改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業技能士
防水施工 12081 1級ＦＲＰ防水工事作業技能士
防水施工 12082 2級ＦＲＰ防水工事作業技能士
樹脂接着剤注入施工 12101 単一等級樹脂接着剤注入工事作業技能士
樹脂接着剤注入施工 12102 1級樹脂接着剤注入工事作業技能士
樹脂接着剤注入施工 12103 2級樹脂接着剤注入工事作業技能士
内装仕上げ施工 12201 1級プラスチック系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12202 2級プラスチック系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12203 3級プラスチック系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12204 随時2級プラスチック系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12205 随時3級プラスチック系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12206 基礎級プラスチック系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12211 1級カーペット系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12212 2級カーペット系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12213 3級カーペット系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12214 随時2級カーペット系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12215 随時3級カーペット系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12216 基礎級カーペット系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12221 1級木質系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12222 2級木質系床仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12231 1級鋼製下地工事作業技能士
内装仕上げ施工 12232 2級鋼製下地工事作業技能士
内装仕上げ施工 12233 3級鋼製下地工事作業技能士
内装仕上げ施工 12234 随時2級鋼製下地工事作業技能士
内装仕上げ施工 12235 随時3級鋼製下地工事作業技能士
内装仕上げ施工 12236 基礎級鋼製下地工事作業技能士
内装仕上げ施工 12241 1級ボード仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12242 2級ボード仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12243 3級ボード仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12244 随時2級ボード仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12245 随時3級ボード仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12246 基礎級ボード仕上げ工事作業技能士
内装仕上げ施工 12251 1級カーテン工事作業技能士
内装仕上げ施工 12252 2級カーテン工事作業技能士
内装仕上げ施工 12253 3級カーテン工事作業技能士
内装仕上げ施工 12254 随時2級カーテン工事作業技能士
内装仕上げ施工 12255 随時3級カーテン工事作業技能士
内装仕上げ施工 12256 基礎級カーテン工事作業技能士
内装仕上げ施工 12261 1級化粧フィルム工事作業技能士
内装仕上げ施工 12262 2級化粧フィルム工事作業技能士
熱絶縁施工 12301 1級保温保冷工事作業技能士
熱絶縁施工 12302 2級保温保冷工事作業技能士
熱絶縁施工 12303 3級保温保冷工事作業技能士
熱絶縁施工 12304 随時2級保温保冷工事作業技能士
熱絶縁施工 12305 随時3級保温保冷工事作業技能士
熱絶縁施工 12306 基礎級保温保冷工事作業技能士
熱絶縁施工 12311 1級吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業技能士
熱絶縁施工 12312 2級吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業技能士
カーテンウォール施工 12401 1級金属製カーテンウォール工事作業技能士
カーテンウォール施工 12402 2級金属製カーテンウォール工事作業技能士
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サッシ施工 12501 1級ビル用サッシ施工作業技能士
サッシ施工 12502 2級ビル用サッシ施工作業技能士
サッシ施工 12503 3級ビル用サッシ施工作業技能士
サッシ施工 12504 随時2級ビル用サッシ施工作業技能士
サッシ施工 12505 随時3級ビル用サッシ施工作業技能士
サッシ施工 12506 基礎級ビル用サッシ施工作業技能士
自動ドア施工 12601 1級自動ドア施工作業技能士
自動ドア施工 12602 2級自動ドア施工作業技能士
バルコニー施工 12701 単一等級金属製バルコニー工事作業技能士
ガラス施工 12801 1級ガラス工事作業技能士
ガラス施工 12802 2級ガラス工事作業技能士
ウェルポイント施工 12901 1級ウェルポイント工事作業技能士
ウェルポイント施工 12902 2級ウェルポイント工事作業技能士
ウェルポイント施工 12903 3級ウェルポイント工事作業技能士
ウェルポイント施工 12904 随時2級ウェルポイント工事作業技能士
ウェルポイント施工 12905 随時3級ウェルポイント工事作業技能士
ウェルポイント施工 12906 基礎級ウェルポイント工事作業技能士
塗装 13001 1級木工塗装作業技能士
塗装 13002 2級木工塗装作業技能士
塗装 13003 3級木工塗装作業技能士
塗装 13011 1級建築塗装作業技能士
塗装 13012 2級建築塗装作業技能士
塗装 13013 3級建築塗装作業技能士
塗装 13014 随時2級建築塗装作業技能士
塗装 13015 随時3級建築塗装作業技能士
塗装 13016 基礎級建築塗装作業技能士
塗装 13021 1級金属塗装作業技能士
塗装 13022 2級金属塗装作業技能士
塗装 13023 3級金属塗装作業技能士
塗装 13024 随時2級金属塗装作業技能士
塗装 13025 随時3級金属塗装作業技能士
塗装 13026 基礎級金属塗装作業技能士
塗装 13031 1級鋼橋塗装作業技能士
塗装 13032 2級鋼橋塗装作業技能士
塗装 13033 3級鋼橋塗装作業技能士
塗装 13034 随時2級鋼橋塗装作業技能士
塗装 13035 随時3級鋼橋塗装作業技能士
塗装 13036 基礎級鋼橋塗装作業技能士
塗装 13041 1級噴霧塗装作業技能士
塗装 13042 2級噴霧塗装作業技能士
塗装 13043 3級噴霧塗装作業技能士
塗装 13044 随時2級噴霧塗装作業技能士
塗装 13045 随時3級噴霧塗装作業技能士
塗装 13046 基礎級噴霧塗装作業技能士
路面標示施工 13101 単一等級溶融ペイントハンドマーカー工事作業技能士
路面標示施工 13111 単一等級加熱ペイントマシンマーカー工事作業技能士
広告美術仕上げ 13201 1級広告面ペイント仕上げ作業技能士
広告美術仕上げ 13202 2級広告面ペイント仕上げ作業技能士
広告美術仕上げ 13211 1級広告面プラスチック仕上げ作業技能士
広告美術仕上げ 13212 2級広告面プラスチック仕上げ作業技能士
広告美術仕上げ 13221 1級広告面粘着シート仕上げ作業技能士
広告美術仕上げ 13222 2級広告面粘着シート仕上げ作業技能士
広告美術仕上げ 13223 3級広告面粘着シート仕上げ作業技能士
園芸装飾 14101 1級室内園芸装飾作業技能士
園芸装飾 14102 2級室内園芸装飾作業技能士
園芸装飾 14103 3級室内園芸装飾作業技能士
建設機械整備 14200 特級建設機械整備作業技能士
建設機械整備 14201 1級建設機械整備作業技能士
建設機械整備 14202 2級建設機械整備作業技能士
機械木工 14301 1級機械木工作業技能士
機械木工 14302 2級機械木工作業技能士
機械木工 14311 1級木工機械整備作業技能士
機械木工 14312 2級木工機械整備作業技能士
家具製作 14401 1級家具手加工作業技能士
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家具製作 14402 2級家具手加工作業技能士
家具製作 14403 3級家具手加工作業技能士
家具製作 14404 随時2級家具手加工作業技能士
家具製作 14405 随時3級家具手加工作業技能士
家具製作 14406 基礎級家具手加工作業技能士
家具製作 14411 1級家具機械加工作業技能士
家具製作 14412 2級家具機械加工作業技能士
家具製作 14421 1級いす張り作業技能士
家具製作 14422 2級いす張り作業技能士
建具製作 14501 1級木製建具手加工作業技能士
建具製作 14502 2級木製建具手加工作業技能士
建具製作 14503 3級木製建具手加工作業技能士
建具製作 14504 随時2級木製建具手加工作業技能士
建具製作 14505 随時3級木製建具手加工作業技能士
建具製作 14506 基礎級木製建具手加工作業技能士
建具製作 14511 1級木製建具機械加工作業技能士
建具製作 14512 2級木製建具機械加工作業技能士
畳製作 14601 1級畳製作作業技能士
畳製作 14602 2級畳製作作業技能士
表装 14701 1級表具作業技能士
表装 14702 2級表具作業技能士
表装 14711 1級壁装作業技能士
表装 14712 2級壁装作業技能士
表装 14713 3級壁装作業技能士
表装 14714 随時2級壁装作業技能士
表装 14715 随時3級壁装作業技能士
表装 14716 基礎級壁装作業技能士
舞台機構調整 14801 1級音響機構調整作業技能士
舞台機構調整 14802 2級音響機構調整作業技能士
舞台機構調整 14803 3級音響機構調整作業技能士
金属溶解 16101 1級鋳鉄溶解作業技能士
金属溶解 16102 2級鋳鉄溶解作業技能士
金属溶解 16111 1級鋳鋼溶解作業技能士
金属溶解 16112 2級鋳鋼溶解作業技能士
金属溶解 16121 1級軽合金溶解炉溶解作業技能士
金属溶解 16122 2級軽合金溶解炉溶解作業技能士
鋳造 16200 特級鋳鉄鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16201 1級鋳鉄鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16202 2級鋳鉄鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16203 3級鋳鉄鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16204 随時2級鋳鉄鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16205 随時3級鋳鉄鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16206 基礎級鋳鉄鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16210 特級鋳鋼鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16211 1級鋳鋼鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16212 2級鋳鋼鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16220 特級非鉄金属鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16221 1級非鉄金属鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16222 2級非鉄金属鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16223 3級非鉄金属鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16224 随時2級非鉄金属鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16225 随時3級非鉄金属鋳物鋳造作業技能士
鋳造 16226 基礎級非鉄金属鋳物鋳造作業技能士
鍛造 16301 1級自由鍛造作業技能士
鍛造 16302 2級自由鍛造作業技能士
鍛造 16311 1級ハンマ型鍛造作業技能士
鍛造 16312 2級ハンマ型鍛造作業技能士
鍛造 16313 3級ハンマ型鍛造作業技能士
鍛造 16314 随時2級ハンマ型鍛造作業技能士
鍛造 16315 随時3級ハンマ型鍛造作業技能士
鍛造 16316 基礎級ハンマ型鍛造作業技能士
鍛造 16321 1級プレス型鍛造作業技能士
鍛造 16322 2級プレス型鍛造作業技能士
鍛造 16323 3級プレス型鍛造作業技能士
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鍛造 16324 随時2級プレス型鍛造作業技能士
鍛造 16325 随時3級プレス型鍛造作業技能士
鍛造 16326 基礎級プレス型鍛造作業技能士
金属熱処理 16400 特級一般熱処理作業技能士
金属熱処理 16401 1級一般熱処理作業技能士
金属熱処理 16402 2級一般熱処理作業技能士
金属熱処理 16403 3級一般熱処理作業技能士
金属熱処理 16410 特級浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業技能士
金属熱処理 16411 1級浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業技能士
金属熱処理 16412 2級浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業技能士
金属熱処理 16413 3級浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業技能士
金属熱処理 16420 特級高周波・炎熱処理作業技能士
金属熱処理 16421 1級高周波・炎熱処理作業技能士
金属熱処理 16422 2級高周波・炎熱処理作業技能士
金属熱処理 16423 3級高周波・炎熱処理作業技能士
粉末冶金 16501 1級成形・再圧縮作業技能士
粉末冶金 16502 2級成形・再圧縮作業技能士
粉末冶金 16511 1級焼結作業技能士
粉末冶金 16512 2級焼結作業技能士
機械加工 16600 特級普通旋盤作業技能士
機械加工 16601 1級普通旋盤作業技能士
機械加工 16602 2級普通旋盤作業技能士
機械加工 16603 3級普通旋盤作業技能士
機械加工 16604 随時2級普通旋盤作業技能士
機械加工 16605 随時3級普通旋盤作業技能士
機械加工 16606 基礎級普通旋盤作業技能士
機械加工 16610 特級数値制御旋盤作業技能士
機械加工 16611 1級数値制御旋盤作業技能士
機械加工 16612 2級数値制御旋盤作業技能士
機械加工 16613 3級数値制御旋盤作業技能士
機械加工 16614 随時2級数値制御旋盤作業技能士
機械加工 16615 随時3級数値制御旋盤作業技能士
機械加工 16616 基礎級数値制御旋盤作業技能士
機械加工 16620 特級立旋盤作業技能士
機械加工 16621 1級立旋盤作業技能士
機械加工 16622 2級立旋盤作業技能士
機械加工 16630 特級フライス盤作業技能士
機械加工 16631 1級フライス盤作業技能士
機械加工 16632 2級フライス盤作業技能士
機械加工 16633 3級フライス盤作業技能士
機械加工 16634 随時2級フライス盤作業技能士
機械加工 16635 随時3級フライス盤作業技能士
機械加工 16636 基礎級フライス盤作業技能士
機械加工 16640 特級数値制御フライス盤作業技能士
機械加工 16641 1級数値制御フライス盤作業技能士
機械加工 16642 2級数値制御フライス盤作業技能士
機械加工 16650 特級ブローチ盤作業技能士
機械加工 16651 1級ブローチ盤作業技能士
機械加工 16652 2級ブローチ盤作業技能士
機械加工 16660 特級ボール盤作業技能士
機械加工 16661 1級ボール盤作業技能士
機械加工 16662 2級ボール盤作業技能士
機械加工 16670 特級数値制御ボール盤作業技能士
機械加工 16671 1級数値制御ボール盤作業技能士
機械加工 16672 2級数値制御ボール盤作業技能士
機械加工 16680 特級横中ぐり盤作業技能士
機械加工 16681 1級横中ぐり盤作業技能士
機械加工 16682 2級横中ぐり盤作業技能士
機械加工 16690 特級ジグ中ぐり盤作業技能士
機械加工 16691 1級ジグ中ぐり盤作業技能士
機械加工 16692 2級ジグ中ぐり盤作業技能士
機械加工 16700 特級平面研削盤作業技能士
機械加工 16701 1級平面研削盤作業技能士
機械加工 16702 2級平面研削盤作業技能士

◎表7　技能士 （続き）
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技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
機械加工 16703 3級平面研削盤作業技能士
機械加工 16710 特級数値制御平面研削盤作業技能士
機械加工 16711 1級数値制御平面研削盤作業技能士
機械加工 16712 2級数値制御平面研削盤作業技能士
機械加工 16720 特級円筒研削盤作業技能士
機械加工 16721 1級円筒研削盤作業技能士
機械加工 16722 2級円筒研削盤作業技能士
機械加工 16730 特級数値制御円筒研削盤作業技能士
機械加工 16731 1級数値制御円筒研削盤作業技能士
機械加工 16732 2級数値制御円筒研削盤作業技能士
機械加工 16740 特級心無し研削盤作業技能士
機械加工 16741 1級心無し研削盤作業技能士
機械加工 16742 2級心無し研削盤作業技能士
機械加工 16750 特級ホブ盤作業技能士
機械加工 16751 1級ホブ盤作業技能士
機械加工 16752 2級ホブ盤作業技能士
機械加工 16760 特級数値制御ホブ盤作業技能士
機械加工 16761 1級数値制御ホブ盤作業技能士
機械加工 16762 2級数値制御ホブ盤作業技能士
機械加工 16770 特級歯車形削り盤作業技能士
機械加工 16771 1級歯車形削り盤作業技能士
機械加工 16772 2級歯車形削り盤作業技能士
機械加工 16780 特級かさ歯車歯切り盤作業技能士
機械加工 16781 1級かさ歯車歯切り盤作業技能士
機械加工 16782 2級かさ歯車歯切り盤作業技能士
機械加工 16790 特級ホーニング盤作業技能士
機械加工 16791 1級ホーニング盤作業技能士
機械加工 16792 2級ホーニング盤作業技能士
機械加工 16800 特級マシニングセンタ作業技能士
機械加工 16801 1級マシニングセンタ作業技能士
機械加工 16802 2級マシニングセンタ作業技能士
機械加工 16803 3級マシニングセンタ作業技能士
機械加工 16804 随時2級マシニングセンタ作業技能士
機械加工 16805 随時3級マシニングセンタ作業技能士
機械加工 16806 基礎級マシニングセンタ作業技能士
機械加工 16810 特級精密器具製作作業技能士
機械加工 16811 1級精密器具製作作業技能士
機械加工 16812 2級精密器具製作作業技能士
機械加工 16820 特級けがき作業技能士
機械加工 16821 1級けがき作業技能士
機械加工 16822 2級けがき作業技能士
機械加工 16823 3級けがき作業技能士
放電加工 16900 特級形彫り放電加工作業技能士
放電加工 16901 1級形彫り放電加工作業技能士
放電加工 16902 2級形彫り放電加工作業技能士
放電加工 16910 特級数値制御形彫り放電加工作業技能士
放電加工 16911 1級数値制御形彫り放電加工作業技能士
放電加工 16912 2級数値制御形彫り放電加工作業技能士
放電加工 16920 特級ワイヤ放電加工作業技能士
放電加工 16921 1級ワイヤ放電加工作業技能士
放電加工 16922 2級ワイヤ放電加工作業技能士
金型製作 17000 特級プレス金型製作作業技能士
金型製作 17001 1級プレス金型製作作業技能士
金型製作 17002 2級プレス金型製作作業技能士
金型製作 17010 特級プラスチック成形用金型製作作業技能士
金型製作 17011 1級プラスチック成形用金型製作作業技能士
金型製作 17012 2級プラスチック成形用金型製作作業技能士
金属プレス加工 17100 特級金属プレス作業技能士
金属プレス加工 17101 1級金属プレス作業技能士
金属プレス加工 17102 2級金属プレス作業技能士
金属プレス加工 17103 3級金属プレス作業技能士
金属プレス加工 17104 随時2級金属プレス作業技能士
金属プレス加工 17105 随時3級金属プレス作業技能士
金属プレス加工 17106 基礎級金属プレス作業技能士

◎表7　技能士 （続き）
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技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
鉄工 17201 1級製缶作業技能士
鉄工 17202 2級製缶作業技能士
鉄工 17211 1級構造物鉄工作業技能士
鉄工 17212 2級構造物鉄工作業技能士
鉄工 17213 3級構造物鉄工作業技能士
鉄工 17214 随時2級構造物鉄工作業技能士
鉄工 17215 随時3級構造物鉄工作業技能士
鉄工 17216 基礎級構造物鉄工作業技能士
鉄工 17221 1級構造物現図作業技能士
鉄工 17222 2級構造物現図作業技能士
工場板金 17300 特級曲げ板金作業技能士
工場板金 17301 1級曲げ板金作業技能士
工場板金 17302 2級曲げ板金作業技能士
工場板金 17303 3級曲げ板金作業技能士
工場板金 17310 特級打出し板金作業技能士
工場板金 17311 1級打出し板金作業技能士
工場板金 17312 2級打出し板金作業技能士
工場板金 17313 3級打出し板金作業技能士
工場板金 17320 特級機械板金作業技能士
工場板金 17321 1級機械板金作業技能士
工場板金 17322 2級機械板金作業技能士
工場板金 17324 随時2級機械板金作業技能士
工場板金 17325 随時3級機械板金作業技能士
工場板金 17326 基礎級機械板金作業技能士
工場板金 17330 特級数値制御タレットパンチプレス板金作業技能士
工場板金 17331 1級数値制御タレットパンチプレス板金作業技能士
工場板金 17332 2級数値制御タレットパンチプレス板金作業技能士
めっき 17400 特級電気めっき作業技能士
めっき 17401 1級電気めっき作業技能士
めっき 17402 2級電気めっき作業技能士
めっき 17403 3級電気めっき作業技能士
めっき 17404 随時2級電気めっき作業技能士
めっき 17405 随時3級電気めっき作業技能士
めっき 17406 基礎級電気めっき作業技能士
めっき 17410 特級溶融亜鉛めっき作業技能士
めっき 17411 1級溶融亜鉛めっき作業技能士
めっき 17412 2級溶融亜鉛めっき作業技能士
めっき 17414 随時2級溶融亜鉛めっき作業技能士
めっき 17415 随時3級溶融亜鉛めっき作業技能士
めっき 17416 基礎級溶融亜鉛めっき作業技能士
アルミニウム陽極酸化処理 17501 1級陽極酸化処理作業技能士
アルミニウム陽極酸化処理 17502 2級陽極酸化処理作業技能士
アルミニウム陽極酸化処理 17503 3級陽極酸化処理作業技能士
アルミニウム陽極酸化処理 17504 随時2級陽極酸化処理作業技能士
アルミニウム陽極酸化処理 17505 随時3級陽極酸化処理作業技能士
アルミニウム陽極酸化処理 17506 基礎級陽極酸化処理作業技能士
溶射 17601 単一等級防食溶射作業技能士
溶射 17611 単一等級肉盛溶射作業技能士
金属ばね製造 17701 1級線ばね製造作業技能士
金属ばね製造 17702 2級線ばね製造作業技能士
金属ばね製造 17711 1級薄板ばね製造作業技能士
金属ばね製造 17712 2級薄板ばね製造作業技能士
ロープ加工 17801 1級ロープ加工作業技能士
ロープ加工 17802 2級ロープ加工作業技能士
仕上げ 17900 特級治工具仕上げ作業技能士
仕上げ 17901 1級治工具仕上げ作業技能士
仕上げ 17902 2級治工具仕上げ作業技能士
仕上げ 17903 3級治工具仕上げ作業技能士
仕上げ 17904 随時2級治工具仕上げ作業技能士
仕上げ 17905 随時3級治工具仕上げ作業技能士
仕上げ 17906 基礎級治工具仕上げ作業技能士
仕上げ 17910 特級金型仕上げ作業技能士
仕上げ 17911 1級金型仕上げ作業技能士
仕上げ 17912 2級金型仕上げ作業技能士
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◎表7　技能士 （続き）

技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
仕上げ 17913 3級金型仕上げ作業技能士
仕上げ 17914 随時2級金型仕上げ作業技能士
仕上げ 17915 随時3級金型仕上げ作業技能士
仕上げ 17916 基礎級金型仕上げ作業技能士
仕上げ 17920 特級機械組立仕上げ作業技能士
仕上げ 17921 1級機械組立仕上げ作業技能士
仕上げ 17922 2級機械組立仕上げ作業技能士
仕上げ 17923 3級機械組立仕上げ作業技能士
仕上げ 17924 随時2級機械組立仕上げ作業技能士
仕上げ 17925 随時3級機械組立仕上げ作業技能士
仕上げ 17926 基礎級機械組立仕上げ作業技能士
切削工具研削 18001 1級工作機械用切削工具研削作業技能士
切削工具研削 18002 2級工作機械用切削工具研削作業技能士
切削工具研削 18011 1級超硬刃物研磨作業技能士
切削工具研削 18012 2級超硬刃物研磨作業技能士
機械検査 18100 特級機械検査作業技能士
機械検査 18101 1級機械検査作業技能士
機械検査 18102 2級機械検査作業技能士
機械検査 18103 3級機械検査作業技能士
機械検査 18104 随時2級機械検査作業技能士
機械検査 18105 随時3級機械検査作業技能士
機械検査 18106 基礎級機械検査作業技能士
ダイカスト 18200 特級ホットチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18201 1級ホットチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18202 2級ホットチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18203 3級ホットチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18204 随時2級ホットチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18205 随時3級ホットチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18206 基礎級ホットチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18210 特級コールドチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18211 1級コールドチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18212 2級コールドチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18213 3級コールドチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18214 随時2級コールドチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18215 随時3級コールドチャンバダイカスト作業技能士
ダイカスト 18216 基礎級コールドチャンバダイカスト作業技能士
電子回路接続 18301 単一等級電子回路接続作業技能士
電子機器組立て 18400 特級電子機器組立て作業技能士
電子機器組立て 18401 1級電子機器組立て作業技能士
電子機器組立て 18402 2級電子機器組立て作業技能士
電子機器組立て 18403 3級電子機器組立て作業技能士
電子機器組立て 18404 随時2級電子機器組立て作業技能士
電子機器組立て 18405 随時3級電子機器組立て作業技能士
電子機器組立て 18406 基礎級電子機器組立て作業技能士
電気機器組立て 18500 特級回転電機組立て作業技能士
電気機器組立て 18501 1級回転電機組立て作業技能士
電気機器組立て 18502 2級回転電機組立て作業技能士
電気機器組立て 18503 3級回転電機組立て作業技能士
電気機器組立て 18504 随時2級回転電機組立て作業技能士
電気機器組立て 18505 随時3級回転電機組立て作業技能士
電気機器組立て 18506 基礎級回転電機組立て作業技能士
電気機器組立て 18510 特級変圧器組立て作業技能士
電気機器組立て 18511 1級変圧器組立て作業技能士
電気機器組立て 18512 2級変圧器組立て作業技能士
電気機器組立て 18513 3級変圧器組立て作業技能士
電気機器組立て 18514 随時2級変圧器組立て作業技能士
電気機器組立て 18515 随時3級変圧器組立て作業技能士
電気機器組立て 18516 基礎級変圧器組立て作業技能士
電気機器組立て 18520 特級配電盤・制御盤組立て作業技能士
電気機器組立て 18521 1級配電盤・制御盤組立て作業技能士
電気機器組立て 18522 2級配電盤・制御盤組立て作業技能士
電気機器組立て 18523 3級配電盤・制御盤組立て作業技能士
電気機器組立て 18524 随時2級配電盤・制御盤組立て作業技能士
電気機器組立て 18525 随時3級配電盤・制御盤組立て作業技能士
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技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
電気機器組立て 18526 基礎級配電盤・制御盤組立て作業技能士
電気機器組立て 18530 特級開閉制御器具組立て作業技能士
電気機器組立て 18531 1級開閉制御器具組立て作業技能士
電気機器組立て 18532 2級開閉制御器具組立て作業技能士
電気機器組立て 18533 3級開閉制御器具組立て作業技能士
電気機器組立て 18534 随時2級開閉制御器具組立て作業技能士
電気機器組立て 18535 随時3級開閉制御器具組立て作業技能士
電気機器組立て 18536 基礎級開閉制御器具組立て作業技能士
電気機器組立て 18540 特級回転電機巻線製作作業技能士
電気機器組立て 18541 1級回転電機巻線製作作業技能士
電気機器組立て 18542 2級回転電機巻線製作作業技能士
電気機器組立て 18543 3級回転電機巻線製作作業技能士
電気機器組立て 18544 随時2級回転電機巻線製作作業技能士
電気機器組立て 18545 随時3級回転電機巻線製作作業技能士
電気機器組立て 18546 基礎級回転電機巻線製作作業技能士
電気機器組立て 18550 特級シーケンス制御作業技能士
電気機器組立て 18551 1級シーケンス制御作業技能士
電気機器組立て 18552 2級シーケンス制御作業技能士
電気機器組立て 18553 3級シーケンス制御作業技能士
半導体製品製造 18600 特級集積回路チップ製造作業技能士
半導体製品製造 18601 1級集積回路チップ製造作業技能士
半導体製品製造 18602 2級集積回路チップ製造作業技能士
半導体製品製造 18610 特級集積回路組立て作業技能士
半導体製品製造 18611 1級集積回路組立て作業技能士
半導体製品製造 18612 2級集積回路組立て作業技能士
プリント配線板製造 18700 特級プリント配線板設計作業技能士
プリント配線板製造 18701 1級プリント配線板設計作業技能士
プリント配線板製造 18702 2級プリント配線板設計作業技能士
プリント配線板製造 18703 3級プリント配線板設計作業技能士
プリント配線板製造 18704 随時2級プリント配線板設計作業技能士
プリント配線板製造 18705 随時3級プリント配線板設計作業技能士
プリント配線板製造 18706 基礎級プリント配線板設計作業技能士
プリント配線板製造 18710 特級プリント配線板製造作業技能士
プリント配線板製造 18711 1級プリント配線板製造作業技能士
プリント配線板製造 18712 2級プリント配線板製造作業技能士
プリント配線板製造 18713 3級プリント配線板製造作業技能士
プリント配線板製造 18714 随時2級プリント配線板製造作業技能士
プリント配線板製造 18715 随時3級プリント配線板製造作業技能士
プリント配線板製造 18716 基礎級プリント配線板製造作業技能士
自動販売機調整 18800 特級自動販売機調整作業技能士
自動販売機調整 18801 1級自動販売機調整作業技能士
自動販売機調整 18802 2級自動販売機調整作業技能士
産業車両整備 18901 1級産業車両整備作業技能士
産業車両整備 18902 2級産業車両整備作業技能士
鉄道車両製造・整備 19001 1級機器ぎ装作業技能士
鉄道車両製造・整備 19002 2級機器ぎ装作業技能士
鉄道車両製造・整備 19011 1級内部ぎ装作業技能士
鉄道車両製造・整備 19012 2級内部ぎ装作業技能士
鉄道車両製造・整備 19021 1級配管ぎ装作業技能士
鉄道車両製造・整備 19022 2級配管ぎ装作業技能士
鉄道車両製造・整備 19031 1級電気ぎ装作業技能士
鉄道車両製造・整備 19032 2級電気ぎ装作業技能士
鉄道車両製造・整備 19041 1級鉄道車両現図作業技能士
鉄道車両製造・整備 19042 2級鉄道車両現図作業技能士
鉄道車両製造・整備 19051 1級走行装置整備作業技能士
鉄道車両製造・整備 19052 2級走行装置整備作業技能士
鉄道車両製造・整備 19061 1級原動機整備作業技能士
鉄道車両製造・整備 19062 2級原動機整備作業技能士
鉄道車両製造・整備 19071 1級鉄道車両点検・調整作業技能士
鉄道車両製造・整備 19072 2級鉄道車両点検・調整作業技能士
時計修理 19101 1級時計修理作業技能士
時計修理 19102 2級時計修理作業技能士
時計修理 19103 3級時計修理作業技能士
光学機器製造 19200 特級光学ガラス研磨作業技能士

◎表7　技能士 （続き）
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◎表7　技能士 （続き）

技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
光学機器製造 19201 1級光学ガラス研磨作業技能士
光学機器製造 19202 2級光学ガラス研磨作業技能士
光学機器製造 19210 特級光学機器組立て作業技能士
光学機器製造 19211 1級光学機器組立て作業技能士
光学機器製造 19212 2級光学機器組立て作業技能士
内燃機関組立て 19300 特級量産形内燃機関組立て作業技能士
内燃機関組立て 19301 1級量産形内燃機関組立て作業技能士
内燃機関組立て 19302 2級量産形内燃機関組立て作業技能士
内燃機関組立て 19303 3級量産形内燃機関組立て作業技能士
空気圧装置組立て 19400 特級空気圧装置組立て作業技能士
空気圧装置組立て 19401 1級空気圧装置組立て作業技能士
空気圧装置組立て 19402 2級空気圧装置組立て作業技能士
油圧装置調整 19500 特級油圧装置調整作業技能士
油圧装置調整 19501 1級油圧装置調整作業技能士
油圧装置調整 19502 2級油圧装置調整作業技能士
縫製機械整備 19511 1級縫製機械整備作業技能士
縫製機械整備 19512 2級縫製機械整備作業技能士
農業機械整備 19601 1級農業機械整備作業技能士
農業機械整備 19602 2級農業機械整備作業技能士
染色 19701 1級糸浸染作業技能士
染色 19702 2級糸浸染作業技能士
染色 19703 3級糸浸染作業技能士
染色 19704 随時2級糸浸染作業技能士
染色 19705 随時3級糸浸染作業技能士
染色 19706 基礎級糸浸染作業技能士
染色 19711 1級織物・ニット浸染作業技能士
染色 19712 2級織物・ニット浸染作業技能士
染色 19713 3級織物・ニット浸染作業技能士
染色 19714 随時2級織物・ニット浸染作業技能士
染色 19715 随時3級織物・ニット浸染作業技能士
染色 19716 基礎級織物・ニット浸染作業技能士
染色 19721 1級型紙なせん作業技能士
染色 19722 2級型紙なせん作業技能士
染色 19731 1級スクリーンなせん作業技能士
染色 19732 2級スクリーンなせん作業技能士
染色 19741 1級染色補正作業技能士
染色 19742 2級染色補正作業技能士
ニット製品製造 19801 1級丸編みニット製造作業技能士
ニット製品製造 19802 2級丸編みニット製造作業技能士
ニット製品製造 19803 3級丸編みニット製造作業技能士
ニット製品製造 19804 随時2級丸編みニット製造作業技能士
ニット製品製造 19805 随時3級丸編みニット製造作業技能士
ニット製品製造 19806 基礎級丸編みニット製造作業技能士
ニット製品製造 19811 1級靴下製造作業技能士
ニット製品製造 19812 2級靴下製造作業技能士
ニット製品製造 19813 3級靴下製造作業技能士
ニット製品製造 19814 随時2級靴下製造作業技能士
ニット製品製造 19815 随時3級靴下製造作業技能士
ニット製品製造 19816 基礎級靴下製造作業技能士
婦人子供服製造 19900 特級婦人子供注文服製作作業技能士
婦人子供服製造 19901 1級婦人子供注文服製作作業技能士
婦人子供服製造 19902 2級婦人子供注文服製作作業技能士
婦人子供服製造 19910 特級婦人子供既製服パターンメーキング作業技能士
婦人子供服製造 19911 1級婦人子供既製服パターンメーキング作業技能士
婦人子供服製造 19912 2級婦人子供既製服パターンメーキング作業技能士
婦人子供服製造 19920 特級婦人子供既製服縫製作業技能士
婦人子供服製造 19921 1級婦人子供既製服縫製作業技能士
婦人子供服製造 19922 2級婦人子供既製服縫製作業技能士
婦人子供服製造 19923 3級婦人子供既製服縫製作業技能士
婦人子供服製造 19934 随時2級婦人子供既製服製造作業技能士
婦人子供服製造 19935 随時3級婦人子供既製服製造作業技能士
婦人子供服製造 19936 基礎級婦人子供既製服製造作業技能士
紳士服製造 20000 特級紳士注文服製作作業技能士
紳士服製造 20001 1級紳士注文服製作作業技能士
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◎表7　技能士 （続き）

技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
紳士服製造 20002 2級紳士注文服製作作業技能士
紳士服製造 20010 特級紳士既製服製造作業技能士
紳士服製造 20011 1級紳士既製服製造作業技能士
紳士服製造 20012 2級紳士既製服製造作業技能士
紳士服製造 20013 3級紳士既製服製造作業技能士
紳士服製造 20014 随時2級紳士既製服製造作業技能士
紳士服製造 20015 随時3級紳士既製服製造作業技能士
紳士服製造 20016 基礎級紳士既製服製造作業技能士
和裁 20101 1級和服製作作業技能士
和裁 20102 2級和服製作作業技能士
和裁 20103 3級和服製作作業技能士
寝具製作 20201 1級寝具製作作業技能士
寝具製作 20202 2級寝具製作作業技能士
寝具製作 20203 3級寝具製作作業技能士
寝具製作 20204 随時2級寝具製作作業技能士
寝具製作 20205 随時3級寝具製作作業技能士
寝具製作 20206 基礎級寝具製作作業技能士
帆布製品製造 20301 1級帆布製品製造作業技能士
帆布製品製造 20302 2級帆布製品製造作業技能士
帆布製品製造 20304 随時2級帆布製品製造作業技能士
帆布製品製造 20305 随時3級帆布製品製造作業技能士
帆布製品製造 20306 基礎級帆布製品製造作業技能士
布はく縫製 20401 1級ワイシャツ製造作業技能士
布はく縫製 20402 2級ワイシャツ製造作業技能士
布はく縫製 20403 3級ワイシャツ製造作業技能士
布はく縫製 20404 随時2級ワイシャツ製造作業技能士
布はく縫製 20405 随時3級ワイシャツ製造作業技能士
布はく縫製 20406 基礎級ワイシャツ製造作業技能士
布はく縫製 20411 1級衛生白衣製造作業技能士
布はく縫製 20412 2級衛生白衣製造作業技能士
木型製作 20501 1級模型製作作業技能士
木型製作 20502 2級模型製作作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20601 1級印刷箱打抜き作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20602 2級印刷箱打抜き作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20603 3級印刷箱打抜き作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20604 随時2級印刷箱打抜き作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20605 随時3級印刷箱打抜き作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20606 基礎級印刷箱打抜き作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20611 1級印刷箱製箱作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20612 2級印刷箱製箱作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20613 3級印刷箱製箱作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20614 随時2級印刷箱製箱作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20615 随時3級印刷箱製箱作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20616 基礎級印刷箱製箱作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20621 1級貼箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20622 2級貼箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20623 3級貼箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20624 随時2級貼箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20625 随時3級貼箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20626 基礎級貼箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20631 1級段ボール箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20632 2級段ボール箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20633 3級段ボール箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20634 随時2級段ボール箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20635 随時3級段ボール箱製造作業技能士
紙器・段ボール箱製造 20636 基礎級段ボール箱製造作業技能士
製版 20701 1級ＤＴＰ作業技能士
製版 20702 2級ＤＴＰ作業技能士
印刷 20801 1級オフセット印刷作業技能士
印刷 20802 2級オフセット印刷作業技能士
印刷 20803 3級オフセット印刷作業技能士
印刷 20804 随時2級オフセット印刷作業技能士
印刷 20805 随時3級オフセット印刷作業技能士
印刷 20806 基礎級オフセット印刷作業技能士
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技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
製本 20901 1級製本作業技能士
製本 20902 2級製本作業技能士
製本 20903 3級製本作業技能士
製本 20904 随時2級製本作業技能士
製本 20905 随時3級製本作業技能士
製本 20906 基礎級製本作業技能士
プラスチック成形 21000 特級圧縮成形作業技能士
プラスチック成形 21001 1級圧縮成形作業技能士
プラスチック成形 21002 2級圧縮成形作業技能士
プラスチック成形 21003 3級圧縮成形作業技能士
プラスチック成形 21004 随時2級圧縮成形作業技能士
プラスチック成形 21005 随時3級圧縮成形作業技能士
プラスチック成形 21006 基礎級圧縮成形作業技能士
プラスチック成形 21010 特級射出成形作業技能士
プラスチック成形 21011 1級射出成形作業技能士
プラスチック成形 21012 2級射出成形作業技能士
プラスチック成形 21013 3級射出成形作業技能士
プラスチック成形 21014 随時2級射出成形作業技能士
プラスチック成形 21015 随時3級射出成形作業技能士
プラスチック成形 21016 基礎級射出成形作業技能士
プラスチック成形 21020 特級インフレーション成形作業技能士
プラスチック成形 21021 1級インフレーション成形作業技能士
プラスチック成形 21022 2級インフレーション成形作業技能士
プラスチック成形 21023 3級インフレーション成形作業技能士
プラスチック成形 21024 随時2級インフレーション成形作業技能士
プラスチック成形 21025 随時3級インフレーション成形作業技能士
プラスチック成形 21026 基礎級インフレーション成形作業技能士
プラスチック成形 21030 特級ブロー成形作業技能士
プラスチック成形 21031 1級ブロー成形作業技能士
プラスチック成形 21032 2級ブロー成形作業技能士
プラスチック成形 21033 3級ブロー成形作業技能士
プラスチック成形 21034 随時2級ブロー成形作業技能士
プラスチック成形 21035 随時3級ブロー成形作業技能士
プラスチック成形 21036 基礎級ブロー成形作業技能士
強化プラスチック成形 21101 1級手積み積層成形作業技能士
強化プラスチック成形 21102 2級手積み積層成形作業技能士
強化プラスチック成形 21103 3級手積み積層成形作業技能士
強化プラスチック成形 21104 随時2級手積み積層成形作業技能士
強化プラスチック成形 21105 随時3級手積み積層成形作業技能士
強化プラスチック成形 21106 基礎級手積み積層成形作業技能士
強化プラスチック成形 21111 1級エポキシ樹脂積層防食作業技能士
強化プラスチック成形 21112 2級エポキシ樹脂積層防食作業技能士
強化プラスチック成形 21121 1級ビニルエステル樹脂積層防食作業技能士
強化プラスチック成形 21122 2級ビニルエステル樹脂積層防食作業技能士
陶磁器製造 21201 1級手ろくろ成形作業技能士
陶磁器製造 21202 2級手ろくろ成形作業技能士
陶磁器製造 21231 1級絵付け作業技能士
陶磁器製造 21232 2級絵付け作業技能士
陶磁器製造 21241 1級原型製作作業技能士
陶磁器製造 21242 2級原型製作作業技能士
パン製造 21300 特級パン製造作業技能士
パン製造 21301 1級パン製造作業技能士
パン製造 21302 2級パン製造作業技能士
パン製造 21303 3級パン製造作業技能士
パン製造 21304 随時2級パン製造作業技能士
パン製造 21305 随時3級パン製造作業技能士
パン製造 21306 基礎級パン製造作業技能士
菓子製造 21401 1級洋菓子製造作業技能士
菓子製造 21402 2級洋菓子製造作業技能士
菓子製造 21411 1級和菓子製造作業技能士
菓子製造 21412 2級和菓子製造作業技能士
製麺 21501 単一等級機械生麺製造作業技能士
製麺 21502 1級機械生麺製造作業技能士
製麺 21503 2級機械生麺製造作業技能士
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技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
製麺 21511 単一等級機械乾麺製造作業技能士
製麺 21512 1級機械乾麺製造作業技能士
製麺 21513 2級機械乾麺製造作業技能士
製麺 21521 単一等級手延べ干し麺製造作業技能士
製麺 21522 1級手延べ干し麺製造作業技能士
製麺 21523 2級手延べ干し麺製造作業技能士
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 21601 1級ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業技能士
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 21602 2級ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業技能士
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 21603 3級ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業技能士
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 21604 随時2級ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業技能士
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 21605 随時3級ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業技能士
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 21606 基礎級ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業技能士
水産練り製品製造 21701 1級かまぼこ製品製造作業技能士
水産練り製品製造 21702 2級かまぼこ製品製造作業技能士
水産練り製品製造 21703 3級かまぼこ製品製造作業技能士
水産練り製品製造 21704 随時2級かまぼこ製品製造作業技能士
水産練り製品製造 21705 随時3級かまぼこ製品製造作業技能士
水産練り製品製造 21706 基礎級かまぼこ製品製造作業技能士
みそ製造 21801 1級みそ製造作業技能士
みそ製造 21802 2級みそ製造作業技能士
酒造 21901 1級清酒製造作業技能士
酒造 21902 2級清酒製造作業技能士
テクニカルイラストレーション 22001 1級テクニカルイラストレーション手書き作業技能士
テクニカルイラストレーション 22002 2級テクニカルイラストレーション手書き作業技能士
テクニカルイラストレーション 22003 3級テクニカルイラストレーション手書き作業技能士
テクニカルイラストレーション 22011 1級テクニカルイラストレーションＣＡＤ作業技能士
テクニカルイラストレーション 22012 2級テクニカルイラストレーションＣＡＤ作業技能士
テクニカルイラストレーション 22013 3級テクニカルイラストレーションＣＡＤ作業技能士
機械・プラント製図 22101 1級機械製図手書き作業技能士
機械・プラント製図 22102 2級機械製図手書き作業技能士
機械・プラント製図 22103 3級機械製図手書き作業技能士
機械・プラント製図 22111 1級機械製図ＣＡＤ作業技能士
機械・プラント製図 22112 2級機械製図ＣＡＤ作業技能士
機械・プラント製図 22113 3級機械製図ＣＡＤ作業技能士
機械・プラント製図 22121 1級プラント配管製図作業技能士
機械・プラント製図 22122 2級プラント配管製図作業技能士
電気製図 22201 1級配電盤・制御盤製図作業技能士
電気製図 22202 2級配電盤・制御盤製図作業技能士
電気製図 22203 3級配電盤・制御盤製図作業技能士
化学分析 22301 1級化学分析作業技能士
化学分析 22302 2級化学分析作業技能士
化学分析 22303 3級化学分析作業技能士
金属材料試験 22401 1級機械試験作業技能士
金属材料試験 22402 2級機械試験作業技能士
金属材料試験 22411 1級組織試験作業技能士
金属材料試験 22412 2級組織試験作業技能士
貴金属装身具製作 22501 1級貴金属装身具製作作業技能士
貴金属装身具製作 22502 2級貴金属装身具製作作業技能士
貴金属装身具製作 22503 3級貴金属装身具製作作業技能士
印章彫刻 22601 1級木口彫刻作業技能士
印章彫刻 22602 2級木口彫刻作業技能士
印章彫刻 22611 1級ゴム印彫刻作業技能士
印章彫刻 22612 2級ゴム印彫刻作業技能士
塗料調色 22701 単一等級調色作業技能士
義肢・装具製作 22801 1級義肢製作作業技能士
義肢・装具製作 22802 2級義肢製作作業技能士
義肢・装具製作 22811 1級装具製作作業技能士
義肢・装具製作 22812 2級装具製作作業技能士
工業包装 22901 1級工業包装作業技能士
工業包装 22902 2級工業包装作業技能士
工業包装 22903 3級工業包装作業技能士
工業包装 22904 随時2級工業包装作業技能士
工業包装 22905 随時3級工業包装作業技能士
工業包装 22906 基礎級工業包装作業技能士
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技能検定職種 コード番号 保有資格/技能士名
写真 23001 1級肖像写真銀塩作業技能士
写真 23002 2級肖像写真銀塩作業技能士
写真 23011 1級肖像写真デジタル作業技能士
写真 23012 2級肖像写真デジタル作業技能士
写真 23013 3級肖像写真デジタル作業技能士
産業洗浄 23101 単一等級高圧洗浄作業技能士
産業洗浄 23111 単一等級化学洗浄作業技能士
商品装飾展示 23201 1級商品装飾展示作業技能士
商品装飾展示 23202 2級商品装飾展示作業技能士
商品装飾展示 23203 3級商品装飾展示作業技能士
フラワー装飾 23301 1級フラワー装飾作業技能士
フラワー装飾 23302 2級フラワー装飾作業技能士
フラワー装飾 23303 3級フラワー装飾作業技能士
その他技能士 29990 その他技能士（特級）
その他技能士 29991 その他技能士（1級･単一等級）
その他技能士 29992 その他技能士（2級）
その他技能士 29993 その他技能士（3級）
その他技能士 29994 その他技能士（随時2級）
その他技能士 29995 その他技能士（随時3級）
その他技能士 29996 その他技能士（基礎級）

◎表7　技能士 （続き）
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分類 コード番号 保有資格/免許・資格名
土木建築管理関係 30001 監理技術者資格者証

30002 1級建築士
30003 2級建築士
30004 木造建築士
30005 1級土木施工管理技士
30102 1級土木施工管理技士補
30006 2級土木施工管理技士
30103 2級土木施工管理技士補
30007 1級建築施工管理技士
30104 1級建築施工管理技士補
30008 2級建築施工管理技士
30105 2級建築施工管理技士補
30009 1級建設機械施工管理技士
30106 1級建設機械施工管理技士補
30010 2級建設機械施工管理技士
30107 2級建設機械施工管理技士補
30011 1級造園施工管理技士
30108 1級造園施工管理技士補
30012 2級造園施工管理技士
30109 2級造園施工管理技士補
30013 1級管工事施工管理技士
30110 1級管工事施工管理技士補
30014 2級管工事施工管理技士
30111 2級管工事施工管理技士補
30015 技術士（総合技術監理部門）
30016 技術士（機械部門）
30017 技術士（船舶・海洋部門）
30018 技術士（航空・宇宙部門）
30019 技術士（電気電子部門）
30020 技術士（化学部門）
30021 技術士（繊維部門）
30022 技術士（金属部門）
30023 技術士（資源工学部門）
30024 技術士（建設部門）
30025 技術士（上下水道部門）
30026 技術士（衛生工学部門）
30027 技術士（農業部門）
30028 技術士（森林部門）
30029 技術士（水産部門）
30030 技術士（経営工学部門）
30031 技術士（情報工学部門）
30032 技術士（応用理学部門）
30033 技術士（生物工学部門）
30034 技術士（環境部門）
30035 技術士（原子力・放射線部門）
30036 技術士補（機械部門）
30037 技術士補（船舶・海洋部門）
30038 技術士補（航空・宇宙部門）
30039 技術士補（電気電子部門）
30040 技術士補（化学部門）
30041 技術士補（繊維部門）
30042 技術士補（金属部門）
30043 技術士補（資源工学部門）
30044 技術士補（建設部門）
30045 技術士補（上下水道部門）
30046 技術士補（衛生工学部門）
30047 技術士補（農業部門）
30048 技術士補（森林部門）
30049 技術士補（水産部門）
30050 技術士補（経営工学部門）
30051 技術士補（情報工学部門）
30052 技術士補（応用理学部門）
30053 技術士補（生物工学部門）
30054 技術士補（環境部門）
30055 技術士補（原子力・放射線部門）
30056 コンクリート主任技士
30057 コンクリート技士
30058 コンクリート診断士

分類 コード番号 保有資格/免許・資格名
30059 プレストレストコンクリート技士
30060 フレシネー技士
30061 地すベり防止工事士
30062 推進工事技士
30063 第1種下水道技術検定
30064 第2種下水道技術検定
30065 第3種下水道技術検定
30066 ダム工事総括管理技術者
30067 小規模ダム工事総括管理技術者
30068 鉄骨工事管理責任者
30069 解体工事施工技士
30070 海上起重作業管理技士
30071 あと施工アンカー技術管理士
30072 認定コンストラクションマネージャー
30073 CASBEE建築評価員
30074 CFT造施工管理技術者
30075 免震部建築施工管理技術者
30076 応急危険度判定士
30077 建築コスト管理士
30078 建築積算士
30079 建築基準適合判定資格者
30080 特定建築物調査員
30081 海上工事施工管理技術者
30082 水産工学技士
30083 マンション改修施工管理技術者
30084 グラウンドアンカー施工士
30085 木製建具施工士一級
30086 木製建具施工士二級
30087 木製建具施工士三級
30088 木製建具施工士四級
30089 あと施工アンカー主任技士
30090 連続繊維施工管理士
30091 職業訓練指導員(建築科・枠組壁建築科・

プレハブ建築科)
30092 プレハブ建築マイスター
30093 認定ログビルダー
30094 道路標識点検診断士
30095 職業訓練指導員(建設機械科、建設機械

運転科、土木科)
30096 建築仕上げ改修施工管理技術者
30097 基礎杭溶接管理技術者
30098 1級エクステリアプランナー
30099 2級エクステリアプランナー
30100 建築コンクリートブロック工事士
30101 あと施工アンカー施工技術管理士

 30112 日本ウレタン断熱協会品質管理責任者
30113 あと施工アンカー点検士
30114 登録解体工事講習
30115 コンクリート打込み・締固め工1級
30116 コンクリート打込み・締固め工2級

電気・設備関係 31001 建築設備士
31058 消防設備士甲種特類
31002 消防設備士甲種第1類
31003 消防設備士甲種第2類
31004 消防設備士甲種第3類
31005 消防設備士甲種第4類
31006 消防設備士甲種第5類
31059 消防設備士乙種第1類
31060 消防設備士乙種第2類
31061 消防設備士乙種第3類
31062 消防設備士乙種第4類
31063 消防設備士乙種第5類
31071 消防設備士乙種第6類
31072 消防設備士乙種第7類
31009 第1種消防設備点検資格者
31010 第2種消防設備点検資格者
31011 給水装置工事主任技術者
31012 給水装置工事配管技能者

◎表8	 資格 ・免許
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分類 コード番号 保有資格/免許・資格名
31013 排水設備工事責任技術者
31082 排水設備主任技術者
31014 建築設備検査員
31015 昇降機等検査員
31016 1級電気工事施工管理技士
31076 1級電気工事施工管理技士補
31017 2級電気工事施工管理技士
31077 2級電気工事施工管理技士補
31078 1級電気通信工事施工管理技士
31079 1級電気通信工事施工管理技士補
31080 2級電気通信工事施工管理技士
31081 2級電気通信工事施工管理技士補
31018 第1種電気工事士
31019 第2種電気工事士
31020 第1種電気主任技術者
31021 第2種電気主任技術者
31022 第3種電気主任技術者
31023 電気通信主任技術者（伝送交換）
31064 電気通信主任技術者（線路）
31024 電気通信設備工事担任者（ＡＩ･ＤＤ総合種）
31065 電気通信設備工事担任者（ＡＩ第１種）
31066 電気通信設備工事担任者（ＡＩ第２種）
31067 電気通信設備工事担任者（ＡＩ第３種）
31068 電気通信設備工事担任者（ＤＤ第１種）
31069 電気通信設備工事担任者（ＤＤ第２種）
31070 電気通信設備工事担任者（ＤＤ第３種）
31025 1級計装士
31026 2級計装士
31027 特殊電気工事資格者（ネオン）
31028 特殊電気工事資格者（非常用予備発電装置）
31029 蓄電池設備整備資格者
31030 可搬消防ポンプ等整備資格者
31031 特級ボイラー技士
31032 1級ボイラー技士
31033 2級ボイラー技士
31034 特別ボイラー溶接士
31035 普通ボイラー溶接士
31036 ボイラー整備士
31037 第1種冷凍機械責任者
31038 第2種冷凍機械責任者
31039 第3種冷凍機械責任者
31040 高圧ガス製造保安責任者
31041 高圧ガス販売主任者
31042 液化石油ガス設備士
31043 第1種冷凍空調技士
31044 第2種冷凍空調技士
31045 第一種冷媒フロン類取扱技術者
31046 第二種冷媒フロン類取扱技術者
31047 冷媒回収技術者
31048 冷凍空調工事保安管理者　資格区分S
31049 冷凍空調工事保安管理者　資格区分Sp
31050 冷凍空調工事保安管理者　資格区分A
31051 冷凍空調工事保安管理者　資格区分B
31052 冷凍空調工事保安管理者　資格区分C
31053 第1種放射線取扱主任者
31054 第2種放射線取扱主任者
31055 核燃料取扱主任者
31056 原子炉主任技術者
31057 放射線取扱主任者
31073 第1種電気工事士試験合格者
31074 認定電気工事従事者
31075 配水管工技能者
31083 1級厨房設備士
31084 2級厨房設備士

不動産関係 32001 不動産鑑定士
32002 不動産鑑定士補
32003 宅地建物取引士
32004 マンション管理士

分類 コード番号 保有資格/免許・資格名
32005 管理業務主任者
32006 ビル経営管理士
32007 土地家屋調査士
32008 土地区画整理士
32009 土地改良換地士
32010 賃貸不動産経営管理士
32011 再開発プランナー
32012 不動産コンサルティングマスター
32013 ＣＡＳＢＥＥ不動産評価員

施工関係 33001 測量士
33002 測量士補
33003 潜水士
33004 1級港湾潜水技士
33005 2級港湾潜水技士
33006 3級港湾潜水技士
33007 高圧室内作業主任者
33008 エックス線作業主任者
33009 ガンマ線透過写真撮影作業主任者
33010 1級鉄骨製作管理技術者
33011 2級鉄骨製作管理技術者
33012 特別級溶接管理技術者
33013 1級溶接管理技術者
33014 2級溶接管理技術者
33015 建築鉄骨製品検査技術者
33016 建築鉄骨超音波検査技術者
33017 継手管理技士
33018 手動ガス圧接1種
33019 手動ガス圧接2種
33020 手動ガス圧接3種
33021 手動ガス圧接4種
33022 自動ガス圧接4種
33023 熱間押抜ガス圧接1種
33024 熱間押抜ガス圧接2種
33025 熱間押抜ガス圧接3種
33026 熱間押抜ガス圧接4種
33027 天然ガス圧接3種
33028 天然ガス圧接4種
33029 高分子天然ガス圧接1種
33030 高分子天然ガス圧接2種
33031 高分子天然ガス圧接3種
33032 高分子天然ガス圧接4種
33033 水素エチレン混合ガス圧接1種
33034 水素エチレン混合ガス圧接2種
33035 水素エチレン混合ガス圧接3種
33036 水素エチレン混合ガス圧接4種
33037 非破壊検査技術者（レベル1）
33038 非破壊検査技術者（レベル2）
33039 非破壊検査技術者（レベル3）
33040 建築高力ボルト接合管理技術者
33041 あと施工アンカー第2種施工士
33042 あと施工アンカー第1種施工士
33043 あと施工アンカー特2種施工士
33044 第一級総合無線通信士
33045 第二級総合無線通信士
33046 第三級総合無線通信士
33047 第一級海上無線通信士
33048 第二級海上無線通信士
33049 第三級海上無線通信士
33050 第四級海上無線通信士
33051 航空無線通信士
33052 第一級陸上無線技術士
33053 第二級陸上無線技術士
33054 第一級海上特殊無線技士
33055 第二級海上特殊無線技士
33056 第三級海上特殊無線技士
33057 レーダー級海上特殊無線技士
33058 航空特殊無線技士
33059 第一級陸上特殊無線技士

◎表8　資格 ・免許 （続き）
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分類 コード番号 保有資格/免許・資格名
33060 第二級陸上特殊無線技士
33061 第三級陸上特殊無線技士
33062 国内電信級陸上特殊無線技士
33063 第一級アマチュア無線技士
33064 第二級アマチュア無線技士
33065 第三級アマチュア無線技士
33066 第四級アマチュア無線技士
33067 基礎施工士
33068 のり面施工管理技術者
33069 のり面ノズルマン技能者
33070 街路樹剪定士
33071 植栽基盤診断士
33072 瓦屋根工事技士
33073 （一社）全瓦連瓦屋根診断技士
33074 一級圧入施工技士
33075 二級圧入施工技士
33076 連続繊維施工士
33077 コンクリート等切断穿孔技士
33078 金属屋根工事技士
33079 ジェットグラウト技士
33080 鉄筋継手部検査技術者1G種
33081 鉄筋継手部検査技術者1W種
33082 鉄筋継手部検査技術者1M種
33083 鉄筋継手部検査技術者2種
33084 鉄筋継手部検査技術者3種
33085 熱間押抜検査技術者
33086 機械式継手主任技術者
33087 鉄筋継手管理技士
33088 圧接継手管理技士
33089 溶接継手管理技士
33090 機械式継手管理技士
33091 外壁仕上一級技能者
33092 基礎杭溶接技能者
33093 あと施工アンカー施工技術士A種
33094 あと施工アンカー施工技術士B種
33095 運動施設施工技士
33096 日本窯業外装材協会社内検定窯業系

サイディング施工士
33097 JIS溶接技能者（手溶接）
33098 JIS溶接技能者（半自動溶接）
33099 AW検定溶接技能者
33100 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技術者
33101 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技能者
33102 SUK超速硬化ウレタンスプレー施工1級
33103 SUK超速硬化ウレタンスプレー施工2級
33104 1級建築測量技能者
33105 2級建築測量技能者
33106 接着系注入方式カートリッジ型あと施工

アンカー施工士
保安関係 34001 甲種火薬取扱保安責任者

34002 乙種火薬取扱保安責任者
34003 発破技士
34004 甲種危険物取扱者
34005 乙種危険物取扱者
34006 丙種危険物取扱者
34007 甲種上級鉱山保安技術職員
34008 乙種上級鉱山保安技術職員
34009 丙種上級鉱山保安技術職員
34010 丁種上級鉱山保安技術職員
34011 甲種坑外保安係員
34012 丁種坑外保安係員
34013 鉱場保安係員
34014 甲種坑内保安係員
34015 乙種坑内保安係員
34016 丁種坑内保安係員
34017 機械保安係員
34018 甲種電気保安係員
34019 乙種電気保安係員

分類 コード番号 保有資格/免許・資格名
34020 甲種鉱害防止係員
34021 乙種鉱害防止係員
34022 汽缶係員
34023 火薬係員
34024 甲種発破係員
34025 乙種発破係員
34026 溶接係員
34027 砂利採取業務主任
34028 採石業務管理者
34029 防火管理者
34030 防火対象物点検資格者
34031 防災管理者
34032 交通誘導警備業務検定1級
34033 交通誘導警備業務検定2級
34034 施設警備業務検定1級
34035 施設警備業務検定2級
34036 雑踏警備業務検定1級
34037 雑踏警備業務検定2級
34038 空港保安警備業務1級
34039 空港保安警備業務2級

鉄道関係 35001 工事管理者（在来線）
35002 工事管理者（新幹線）
35003 軌道工事管理者（在来線）
35004 軌道工事管理者（新幹線）
35005 軌道作業責任者（在来線）
35006 軌道作業責任者（新幹線）
35007 軌道工事管理者（機械施工）（在来線）
35008 軌道工事管理者（機械施工）（新幹線）
35009 軌道機械操作者
35010 線路検修責任者（在来線）
35011 線路検修責任者（新幹線）
35012 線閉責任者
35013 土木検修責任者
35014 軌陸作業責任者
35015 特殊運転者
35016 重機械運転者
35017 列車見張員
35018 踏切監視員
35019 見張員（新幹線）
35020 鉄道建設工事技術講習
35021 民間鉄道会社　工事指揮者・工事責任者等

運転整備関係 36001 大型自動車
36002 中型自動車
36035　 準中型自動車
36003 普通自動車
36004 大型特殊自動車
36005 大型自動二輪車
36006 普通自動二輪車
36007 小型特殊自動車
36008 原動機付自転車
36009 けん引
36010 大型第二種
36011 中型第二種
36012 普通第二種
36013 大型特殊第二種
36014 けん引第二種
36015 1級自動車整備士
36016 2級自動車整備士
36017 3級自動車整備士
36018 特殊整備士
36019 クレーン・デリック運転士
36020 クレーン・デリック運転士（クレーン

限定）
36021 クレーン・デリック運転士（床上運転

式クレーン限定）
36022 移動式クレーン運転士
36023 揚貨装置運転士
36024 一級小型船舶操縦士

◎表8　資格 ・免許 （続き）
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◎表8　資格 ・免許 （続き）

分類 コード番号 保有資格/免許・資格名
36025 二級小型船舶操縦士
36026 二級小型船舶操縦士（湖川小出力限定）
36027 特殊小型船舶操縦士
36028 特定自主検査（フォークリフト）

事業内検査者・検査業所属検査者
36029 特定自主検査（不整地運搬車）

事業内検査者・検査業所属検査者
36030 特定自主検査（整地・運搬・積込　

掘削用および解体用機械）
事業内検査者・検査業所属検査者

36031 特定自主検査（基礎工事用機械）
事業内検査者・検査業所属検査者

36032 特定自主検査（締固め用機械）
事業内検査者・検査業所属検査者

36033 特定自主検査（コンクリート打設用機械）
事業内検査者・検査業所属検査者

36034 特定自主検査（高所作業車）
事業内検査者・検査業所属検査者

環境衛生関係 37001 公害防止主任管理者
37002 公害防止管理者大気第1種
37003 公害防止管理者大気第2種
37004 公害防止管理者大気第3種
37005 公害防止管理者大気第4種
37006 公害防止管理者水質第1種
37007 公害防止管理者水質第2種
37008 公害防止管理者水質第3種
37009 公害防止管理者水質第4種
37010 公害防止管理者騒音
37011 公害防止管理者特定粉じん
37012 公害防止管理者一般粉じん
37013 公害防止管理者振動
37014 公害防止管理者ダイオキシン関係
37015 特別管理産業廃棄物管理責任者
37016 廃棄物処理施設技術管理者
37017 土壌汚染調査技術管理者
37018 土壌環境監理士
37019 土壌環境保全士
37020 土壌環境リスク管理者
37021 環境社会検定
37022 環境計量士
37023 地質調査技士
37024 応用地形判読士
37025 地質情報管理士
37026 建築物環境衛生管理技術者
37027 貯水槽清掃作業監督者
37028 清掃作業監督者
37029 空気環境測定実施者
37030 防除作業監督者
37031 統括管理者
37032 ダクト清掃作業監督者
37033 排水管清掃作業監督者
37034 空調給排水管理監督者
37035 水質検査実施者
37036 港湾海洋調査士
37037 港湾海洋調査士補
37038 特定建築物石綿含有建材調査者
37039 建築物石綿含有建材調査者

事務関係・その他 38001 建設業経理士1級
38002 建設業経理士2級
38003 建設業経理事務士3級
38004 建設業経理事務士4級
38005 情報処理技術者特種
38006 情報処理技術者1種
38007 情報処理技術者2種
38008 ITパスポート
38009 日商簿記1級
38010 日商簿記2級
38011 日商簿記3級
38012 エネルギー管理士

分類 コード番号 保有資格/免許・資格名
38013 福祉住環境コーディネーター
38014 インテリアコーディネーター
38015 インテリアプランナー
38024 1級インテリア設計士
38025 2級インテリア設計士
38016 マンションリフォームマネージャー
38017 増改築相談員
38018 屋外広告士
38019 日本語能力検定Ｎ1
38020 日本語能力検定Ｎ2
38021 日本語能力検定Ｎ3
38022 日本語能力検定Ｎ4
38023 日本語能力検定Ｎ5
39999 その他資格・免許
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◎表9	 技能講習

コード番号 保有資格/技能講習名
40001 木材加工用機械作業主任者
40002 プレス機械作業主任者
40003 乾燥設備作業主任者
40004 コンクリート破砕機器作業主任者
40005 地山の掘削および土止め支保工作業主任者
40006 地山の掘削作業主任者（旧）
40007 土止め支保工作業主任者（旧）
40008 ずい道等の掘削等作業主任者
40009 ずい道等の覆工作業主任者
40010 型枠支保工の組立て等作業主任者
40011 足場の組立て等作業主任者
40012 建築物の鉄骨の組立て等作業主任者
40013 鋼橋架設等作業主任者
40014 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
40015 コンクリート橋架設等作業主任者
40016 採石のための掘削作業主任者
40017 はい作業主任者
40018 船内荷役作業主任者
40019 木造建築物の組立て等作業主任者
40020 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者
40021 普通第一種圧力容器取扱作業主任者
40022 特定化学物質および四アルキル鉛等作業主任者
40023 特定化学物質等作業主任者（旧）
40024 四アルキル鉛等作業主任者（旧）
40025 鉛作業主任者
40026 有機溶剤作業主任者
40027 石綿作業主任者
40028 酸素欠乏危険作業主任者（第1種）
40029 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（第2種）
40030 床上操作式クレーン運転（つり上げ荷重5t以上）
40031 小型移動式クレーン運転（つり上げ荷重1t以上5t未満）
40032 ガス溶接技能講習
40033 フォークリフト運転（最大荷重1t以上）
40034 ショベルローダー等運転（最大荷重1t以上）
40035 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用および掘削用）運転（機体重量3t以上）
40036 車両系建設機械（解体用）運転（機体重量3t以上）
40037 車両系建設機械（基礎工事用）運転（機体重量3t以上）
40038 不整地運搬車運転（最大積載量1t以上）
40039 高所作業車運転（作業床の高さ10m以上）
40040 玉掛け（つり上げ荷重1t以上のクレーン等）
40041 ボイラー取扱
40042 ボイラー据付け工事作業主任者（旧）
49999 その他技能講習
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◎表 10	特別教育

コード番号 保有資格/特別教育名
50001 研削といし・自由研削といしの取替・取替時試運転
50002 動力プレス機の金型等の取付け、取外し調整
50003 アーク溶接
50005 フォークリフトの運転（最大荷重1t未満）
50006 ショベルローダー等の運転（最大荷重1t未満）
50007 不整地運搬車の運転（最大積載量1t未満）
50008 揚貨装置の運転（制限荷重5t未満）
50009 機械集材装置の運転
50010 立木伐木（胸高直径70cm以上、胸高直径20cm以上重心偏・つりきり・かかり木）
50011 チェーンソーを用いての立木伐木・かかり木処理または造材
50012 小型車両系建設機械（整地運搬積込機・掘削機・基礎工事機・解体用機械）の運転（機体重量3t未満）
50013 基礎工事用機械の運転（非自走式）
50014 基礎工事用機械の作業装置の操作（自走式）
50015 締固め用機械（ローラー）の運転
50016 コンクリート打設用機械の作業装置の操作
50017 コンクリート打設用機械の作業装置の操作（再教育）
50018 ボーリングマシンの運転
50019 ジャッキ式つり上げ機械の調整または運転
50020 高所作業車の運転（作業床の高さ10m未満）
50021 巻上げ機の運転
50022 軌道装置の動力車の運転
50023 小型ボイラーの取扱
50024 クレーンの運転（つり上げ荷重5t未満およびつり上げ荷重5t以上の跨線テルハ）
50025 移動式クレーンの運転（つり上げ荷重1t未満）
50026 デリックの運転（つり上げ荷重5t未満）
50027 建設用リフトの運転
50028 玉掛の業務（つり上げ荷重1t未満のクレーン等）
50029 ゴンドラの操作
50030 作業室・気閘室への送気のための空気圧縮機の運転
50031 高圧室への送気の調節を行うためのバルブまたはコックの操作
50032 気閘室への送気、排気の調を行うためのバルブまたはコックの操作
50033 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブまたはコックの操作
50034 再圧室の操作
50035 高圧室内作業
50036 四アルキル鉛等の業務
50037 酸素欠乏危険作業
50038 特殊化学設備の取扱い、整備、修理
50039 エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影
50040 加工施設、再処理施設、使用施設等の管理区域における核燃料物質、使用済燃料（汚染物含む）取扱い業務
50041 原子炉施設の管理区域における核燃料物質、使用済燃料（汚染物含む）取扱い業務
50042 特定粉じん作業
50043 ずい道等の掘削・運搬・覆工等の作業
50044 産業用ロボットの教示等の業務
50045 産業用ロボットの検査・修理・調整等の業務
50046 空気圧縮機を用いて自動車（２輪自動車を除く）のタイヤの空気充填業務
50047 ダイオキシン類対策特別措置法に掲げる廃棄物の焼却施設を有する廃棄物焼却施設におけるばいじんおよび焼却灰等を取扱う業務
50048 ダイオキシン類対策特別措置法に掲げる廃棄物の焼却施設を有する廃棄物焼却施設の焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
50049 ダイオキシン類対策特別措置法に掲げる廃棄物の焼却施設を有する廃棄物焼却施設の焼却炉、集じん機等の設備の解体および 

これに伴うばいじんおよび焼却灰等を取扱う業務
50050 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業、封じ込めまたは囲い込みの作業
50051 土壌等を除染するための業務
50052 足場の組立て、解体または変更の作業（地上または堅固な床上における補助作業の業務を除く）
50053 ロープ高所作業
50054 電気取扱い業務（高圧・特別高圧電気取扱業務）
50055 電気取扱い業務（低圧電気取扱業務）
50056 杭圧入引抜機
50057 硬質地盤圧入機
50058 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業（ロープ高所作業を除く）
59999 その他特別教育



31

◎表 11	その他安全衛生講習

コード番号 保有資格/特別教育名
60001 職長教育（労働安全衛生法第60条）
60002 安全管理者（労働安全衛生法第11条）
60003 安全衛生推進者（労働安全衛生法第12条）
60004 統括安全衛生責任者（労働安全衛生法第15条）
60005 安全衛生責任者（労働安全衛生法第16条）
60006 ずい道等救護技術管理者（労働安全衛生法第25条）
60007 移動式クレーン運転士安全衛生教育（労働安全衛生法第60条）
60008 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転業務従事者安全衛生教育（労働安全衛生法第60条）
60009 ローラー運転業務従事者安全衛生教育（労働安全衛生法第60条）
60010 丸のこ等取扱い作業従事者教育（労働安全衛生法第60条）
60011 職長・安全衛生責任者教育（労働安全衛生法第16 条及び第60条）
60012 能力向上教育（労働安全衛生法第19条）
60013 車両系建設機械（基礎工事用）運転業務従事者安全衛生教育（労働安全衛生法第60条）
60014 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
60015 チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育
60016 木造建築物の解体工事の作業指揮者等に対する安全教育
69999 その他安全衛生講習
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◎表 12	表彰

コード番号 表　彰　名 大分類 小分類
91001 優秀施工者国土交通大臣顕彰 躯体工事関連 大工
91002 優秀施工者国土交通大臣顕彰 躯体工事関連 とび工
91003 優秀施工者国土交通大臣顕彰 躯体工事関連 土工
91004 優秀施工者国土交通大臣顕彰 躯体工事関連 コンクリート工
91005 優秀施工者国土交通大臣顕彰 躯体工事関連 鋼構造物工
91006 優秀施工者国土交通大臣顕彰 躯体工事関連 鉄筋工
91007 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 左官工
91008 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 石工
91009 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 屋根工
91010 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 タイル工
91011 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 レンガ工
91012 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 ブロック工
91013 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 板金工
91014 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 ガラス工
91015 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 塗装工
91016 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 防水工
91017 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 内装仕上工
91018 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 建具工
91019 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 法面工
91020 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 道路標識設置工
91021 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 畳工
91022 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 ＡＬＣ工
91023 優秀施工者国土交通大臣顕彰 仕上工事業関連 広告物設置工
91024 優秀施工者国土交通大臣顕彰 設備工事業関連 電気工
91025 優秀施工者国土交通大臣顕彰 設備工事業関連 配管工
91026 優秀施工者国土交通大臣顕彰 設備工事業関連 機械器具設置工
91027 優秀施工者国土交通大臣顕彰 設備工事業関連 熱絶縁工
91028 優秀施工者国土交通大臣顕彰 設備工事業関連 さく井工
91029 優秀施工者国土交通大臣顕彰 設備工事業関連 電気通信工
91030 優秀施工者国土交通大臣顕彰 設備工事業関連 水道施設工
91031 優秀施工者国土交通大臣顕彰 設備工事業関連 消防施設工
91032 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 ウェルポイント工
91033 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 アンカー工
91034 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 ボーリング工
91035 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 注入工
91036 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 舗装工
91037 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 しゅんせつ工
91038 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 造園工
91039 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 清掃施設工
91040 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 トンネル工
91041 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 シールド工
91042 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 潜函工
91043 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 潜水士
91044 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 軌道工
91045 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 建設機械運転工
91046 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 推進工
91047 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 解体工
91048 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 はつり工
91049 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 切断穿孔工
91050 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 橋梁特殊工
91051 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 粗朶沈床工
91052 優秀施工者国土交通大臣顕彰 基礎・その他工事業関連 ひき家工
92001 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 躯体工事関連 大工
92002 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 躯体工事関連 とび工
92003 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 躯体工事関連 土工
92004 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 躯体工事関連 コンクリート工
92005 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 躯体工事関連 鋼構造物工
92006 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 躯体工事関連 鉄筋工
92007 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 左官工
92008 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 石工
92009 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 屋根工
92010 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 タイル工
92011 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 レンガ工
92012 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 ブロック工
92013 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 板金工
92014 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 ガラス工
92015 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 塗装工
92016 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 防水工
92017 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 内装仕上工
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コード番号 表　彰　名 大分類 小分類
92018 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 建具工
92019 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 法面工
92020 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 道路標識設置工
92021 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 畳工
92022 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 ＡＬＣ工
92023 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 仕上工事業関連 広告物設置工
92024 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 設備工事業関連 電気工
92025 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 設備工事業関連 配管工
92026 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 設備工事業関連 機械器具設置工
92027 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 設備工事業関連 熱絶縁工
92028 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 設備工事業関連 さく井工
92029 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 設備工事業関連 電気通信工
92030 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 設備工事業関連 水道施設工
92031 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 設備工事業関連 消防施設工
92032 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 ウェルポイント工
92033 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 アンカー工
92034 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 ボーリング工
92035 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 注入工
92036 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 舗装工
92037 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 しゅんせつ工
92038 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 造園工
92039 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 清掃施設工
92040 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 トンネル工
92041 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 シールド工
92042 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 潜函工
92043 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 潜水士
92044 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 軌道工
92045 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 建設機械運転工
92046 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 推進工
92047 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 解体工
92048 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 はつり工
92049 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 切断穿孔工
92050 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 橋梁特殊工
92051 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 粗朶沈床工
92052 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 基礎・その他工事業関連 ひき家工
93001 安全優良職長厚生労働大臣顕彰
94001 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 大工 建築大工
94002 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 大工 宮大工
94003 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 大工 橋りょう大工 等
94004 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 型枠工 型枠大工
94005 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 型枠工 型枠解体工 等
94006 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 鉄筋工 土木鉄筋工
94007 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 鉄筋工 建築鉄筋工
94008 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 とび工 建築とび工
94009 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 とび工 取りこわし作業員 等
94010 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 土木・舗装作業者 建設・土木作業員
94011 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 土木・舗装作業者 舗装作業員 等
94012 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 鉄道線路工事作業者 保線工、軌道工
94013 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 鉄道線路工事作業者 軌条工
94014 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 鉄道線路工事作業者 軌道舗石作業員
94015 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 採鉱員 採鉱従事者
94016 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 採鉱員 ローダー運転工(金属・非金属)
94017 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 採炭員 採炭従事者
94018 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 採炭員 ローダー運転工(石炭)
94019 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 石切出作業者 石切出作業者
94020 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 石切出作業者 じゃり・砂採取作業者
94021 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 石切出作業者 粘土採取作業者
94022 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 じゃり・砂・粘土採取作業者 庭石採取作業者
94023 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 ダム・トンネル掘さく工 ダム・トンネル掘さく工
94024 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 さく井工、採油工、天然ガス採取工 ボーリング工
94025 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 さく井工、採油工、天然ガス採取工 石油・天然ガス採取工 等
94026 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 支柱員 支柱員
94027 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 抗内運搬員 抗内運搬員
94028 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 選鉱員、選炭員 選鉱工
94029 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 選鉱員、選炭員 選炭工
94030 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 選鉱員、選炭員 鉱石類粉砕工
94031 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 他に分類されない採掘の職業 発破員
94032 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 他に分類されない採掘の職業 抗内保守員
94033 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 他に分類されない採掘の職業 鉱石検定員 等

◎表 12　表彰 （続き）
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◎表 12　表彰 （続き）

コード番号 表　彰　名 大分類 小分類
94034 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 れんが積工、タイル張工、ブロック積工 れんが積工
94035 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 れんが積工、タイル張工、ブロック積工 タイル張工
94036 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 れんが積工、タイル張工、ブロック積工 石張工
94037 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 れんが積工、タイル張工、ブロック積工 ブロック積工
94038 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 屋根ふき工 かわらふき工
94039 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 屋根ふき工 スレートふき工
94040 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 屋根ふき工 わら屋根ふき工 等
94041 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 左官 左官
94042 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 左官 木舞工
94043 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 左官 屋根左官
94044 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 配管工、鉛工 配管工
94045 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 配管工、鉛工 鉛工
94046 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 熱絶縁工 耐火皮膜工
94047 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 熱絶縁工 保温工
94048 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 熱絶縁工 保冷工
94049 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 熱絶縁工 防露工 等
94050 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 防水工 土木工事防水工
94051 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 防水工 建築工事防水工 等
94052 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 潜水作業者 潜水作業者
94053 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 その他の建設の職業 井戸手掘工
94054 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 その他の建設の職業 潜かん(函)工
94055 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 その他の建設の職業 水道工事検査工
94056 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 その他の建設の職業 測量員
94057 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 その他の建設の職業 建築塗装工
94058 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 その他の建設の職業 建築板金工
94059 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 建設用機械運転工 建設機械運転工
94060 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 建設用機械運転工 コンクリート機械運転工
94061 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 建設用機械運転工 舗装機械運転工
94062 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 建設用機械運転工 しゅんせつ(浚渫)機械運転工 等
94063 卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰 建具工 建具工
95001 大勲位菊花章
95002 大勲位菊花大綬章 
95003 大勲位菊花章頸飾
95004 桐花大綬章
95005 旭日章
95006 旭日章 旭日大綬章
95007 旭日章 旭日重光章
95008 旭日章 旭日中綬章
95009 旭日章 旭日小綬章
95010 旭日章 旭日双光章
95011 旭日章 旭日単光章
95012 瑞宝章
95013 瑞宝章 瑞宝大綬章
95014 瑞宝章 瑞宝重光章
95015 瑞宝章 瑞宝中綬章
95018 瑞宝章 瑞宝小綬章
95019 瑞宝章 瑞宝双光章
95020 瑞宝章 瑞宝単光章
95024 文化勲章
95025 緑綬褒章
95026 紫綬褒章
95027 紺綬褒章
95028 飾版
95029 紅綬褒章
95030 黄綬褒章
95031 藍綬褒章
95032 褒状
95101 技能グランプリ 金賞（第1位） 建築大工
95102 技能グランプリ 銀賞（第2位） 建築大工
95103 技能グランプリ 銅賞（第3位） 建築大工
95104 技能グランプリ 敢闘賞 建築大工
95201 都道府県、市町村の技能者表彰 大工
95301 建設業団体の表彰 大工
99999 その他表彰
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建設キャリアアップシステム

事業者情報登録申請書コード表

◎表13	社会保険適用除外理由 （事業者）

分類 コード番号 適用除外理由 摘要
健康保険 001 けんぽ適用除外承認済 建設国保に加入し、「健康保険の適用除外承認」を受けている場合

002 ５人未満個人事業所
年金保険 021 ５人未満個人事業所
雇用保険 041 従業員なし 　
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◎表 14	電子証明書の種類

コード番号 分類
001 商業登記に基づく電子認証制度（電子認証登記所）
002 AOSignサービス（NDN 日本電子認証株式会社）
003 TOiNX電子入札対応認証サービス （東北インフォメーション･システムズ株式会社）
004 TDB 電子認証局サービス TypeA（株式会社帝国データバンク）
005 セコムパスポート for G-IDサービス（セコムトラストシステムズ株式会社）
006 電子入札コアシステム用電子認証サービス（ジャパンネット株式会社）
007 公的個人認証サービス（地方公共団体）
008 e-Probatio PS2サービス（株式会社ＮＴＴネオメイト）
009 政府認証基盤(GPKI）の政府共用認証局（官職認証局）
010 地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）の組織認証局（組織認証局）
012 CI-NET電子証明書（CI-Standardサービス2）　（NDN 日本電子認証株式会社）
013 CECSIGN認証サービス(R)　（株式会社コンストラクション･イーシー ･ドットコム）
999 その他電子証明書
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業種 コード番号 団体名
一般土木建築工事業 001 （一社）全国建設業協会

002 （一社）日本建設業連合会
003 （一社）日本建設業経営協会
004 （一社）全国中小建設業協会
005 全国建設業協同組合連合会
006 （一社）海外建設協会

土木工事業（別掲を除く） 007 （公社）日本推進技術協会
008 （一社）斜面防災対策技術協会
009 （一社）日本運動施設建設業協会
010 （一社）日本下水道施設業協会
011 （一社）日本建設機械施工協会
012 （一社）日本海上起重技術協会
013 （一社）土地改良建設協会
014 （一社）日本トンネル専門工事業協会

造園工事業 015 （一社）日本造園建設業協会
016 （一社）日本造園組合連合会

しゅんせつ工事業 017 （一社）日本埋立浚渫協会
018 （一社）全国ポンプ・圧送船協会
019 全国浚渫業協会
020 （一社）日本潜水協会

舗装工事業 021 （一社）日本道路建設業協会
建築工事業（木造建築工事業を除く） 022 （一社）プレハブ建築協会

023 （一社）日本建設組合連合
024 （一社）全国建設産業協会

木造建築工事業 025 （一社）全国中小建築工事業団体連合会
026 （一社）日本建築大工技能士会
121 （一社）JBN・全国工務店協会
122 （一社）全国住宅産業地域活性化協議会
123 （一社）日本ツーバイフォー建築協会
124 （一社）日本ログハウス協会

型枠大工工事業 027 （一社）日本型枠工事業協会
とび工事業 028 （一社）日本鳶工業連合会

029 （一社）日本建設躯体工事業団体連合会
030 （一社）全国基礎工事業団体連合会
031 （一社）全国圧入協会
032 全国仮設安全事業協同組合

土工・コンクリート工事業 033 （一社）日本機械土工協会
034 （一社）日本グラウト協会
035 （一社）日本ウェルポイント協会
036 （一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会
037 （一社）日本アンカー協会
038 （一社）全国特定法面保護協会
039 ダイヤモンド工事業協同組合
120 （一社）日本建築あと施工アンカー協会
127 日本ジェットグラウト協会
128 （一社）繊維補修補強協会
129 あと施工アンカー工事協同組合

特殊コンクリート工事業 040 （一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会
041 （一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会
042 （一社）日本基礎建設協会

鉄骨工事業 043 （一社）鉄骨建設業協会
044 （一社）日本橋梁建設協会

鉄筋工事業 045 （公社）全国鉄筋工事業協会
046 全国圧接業協同組合連合会

タイル工事業 047 （一社）日本タイル煉瓦工事工業会
048 （一社）全国タイル業協会
118 （一社）日本窯業外装材協会
130 全国サイディング事業協同組合連合会

コンクリートブロック工事業 049 （公社）日本エクステリア建設業協会
左官工事業 050 （一社）日本左官業組合連合会

051 日本外壁仕上業協同組合連合会
金属製屋根工事業 052 （一社）日本金属屋根協会
板金工事業 053 （一社）日本建築板金協会
塗装工事業（道路標示・区画線工事業を除く） 054 （一社）日本塗装工業会

055 （一社）日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会
056 全国マスチック事業協同組合連合会

内装工事業 057 日本建設インテリア事業協同組合連合会
058 日本室内装飾事業協同組合連合会
059 （一社）全国建設室内工事業協会
060 （一社）フローリング協会

◎表 15　所属団体
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◎表 15　所属団体 （続き）

業種 コード番号 団体名
061 （一社）日本フローリング工業会
062 （一社）全国フローリング技能協会

ガラス工事業 063 全国板硝子工事協同組合連合会
金属工事業 119 日本金属工事業協同組合
金属製建具工事業 064 （一社）建築開口部協会

065 （一社）日本サッシ協会
066 （一社）日本シャッター・ドア協会

木製建具工事業 067 （一社）全国建具組合連合会
屋根工事業（金属製屋根工事業を除く） 068 （一社）全日本瓦工事業連盟
防水工事業 069 （一社）全国防水工事業協会
はつり・解体工事業 070 （公社）全国解体工事業団体連合会
他に分類されない職別工事業 071 （一社）全国クレーン建設業協会
一般電気工事業 072 全日本電気工事業工業組合連合会

073 （一社）日本電設工業協会
074 （一社）日本内燃力発電設備協会

電気通信工事業（有線テレビジョン放送設備設置
工事業を除く）

075 （一社）情報通信エンジニアリング協会
076 （一社）情報通信設備協会

信号装置工事業 077 消防施設工事協会
一般管工事業 078 全国管工事業協同組合連合会

079 （一社）日本空調衛生工事業協会
080 （一社）日本冷凍空調設備工業連合会
081 （一社）四国電気・管工事業協会
082 （一社）日本配管工事業団体連合会

冷暖房設備工事業 083 （一社）全国ダクト工業団体連合会
給排水・衛生設備工事業 084 （一社）日本厨房工業会

085 （一社）全国浄化槽団体連合会
機械器具設置工事業（昇降設備工事業を除く） 086 （一社）日本計装工業会

087 （一社）ビルディング・オートメーション協会
昇降設備工事業 088 （一社）日本エレベーター協会
熱絶縁工事業 089 （一社）日本ウレタン断熱協会

090 （一社）日本保温保冷工業協会
道路標識・路面標示設置工事業 091 （一社）全国道路標識・標示業協会
さく井工事業 092 （一社）全国さく井協会
木製家具製造業（漆塗りを除く） 093 （一社）日本家具産業振興会
建設用具金属製品製造業 094 （一社）全国鐵構工業協会
建設機械器具賃貸業 095 （一社）日本建設機械レンタル協会

096 （一社）重仮設業協会
097 （一社）軽仮設リース業協会

屋外広告業 098 （一社）日本屋外広告業団体連合会
建築設計業 099 （一社）建設コンサルタンツ協会

100 建設コンサルタンツ協同組合
101 （一社）ランドスケープコンサルタンツ協会
102 （一社）都市計画コンサルタント協会
103 （一社）全国上下水道コンサルタント協会
104 （一社）国際建設技術協会
115 （公社）日本建築家協会
116 （公社）日本建築士会連合会
117 （一社）日本建築士事務所協会連合会

測量業 105 （一社）全国測量設計業協会連合会
106 （一社）地図調製技術協会

その他の土木建築サービス業 107 （一社）全国地質調査業協会連合会
その他 108 （一社）建設産業専門団体連合会

109 （一社）全国建設産業団体連合会
110 建設工業経営研究会
111 （一社）河川ポンプ施設技術協会
112 建設業労働災害防止協会
113 （一社）コンクリートパイル建設技術協会
114 （一社）マンション計画修繕施工協会
125 全国建設労働組合総連合
126 （一社）日本木造住宅産業協会
900 その他所属団体
910 その他所属団体
920 その他所属団体
930 その他所属団体
940 その他所属団体
950 その他所属団体
960 その他所属団体
970 その他所属団体
980 その他所属団体
990 その他所属団体
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◎表 16	建築工事用 /電気 ･空調衛生 ･その他工事用　工事内容

1. 建築物用途 （大分類 ・小分類）

大分類
コード
番号

大分類
小分類
コード
番号

小分類 同類施設として含めるものの例（ガイダンス表示）

01 物流施設 01 交通施設 駅舎/バスターミナル/駐車場/給油所（ガソリンスタンド）/料金所/格納庫/フェ
リーターミナル/港湾施設/空港施設/サービスエリア

02 流通施設 中央卸売市場（青果・水産）/流通センター/トラックターミナル
03 倉庫 倉庫業倉庫/非倉庫業倉庫/危険物の貯蔵、処理/冷蔵倉庫/冷凍倉庫/穀物倉庫
04 農林水産施設 畜舎/養殖場/と畜場/サイロ/タンク
05 他の物流施設 機関車庫/整備格納庫他

02 生産施設 01 組立工場 自動車工場/船舶工場/一般機器具工場/木・家具工場
02 化学工場 化学製品工場/石油化学製品工場/石油精製・製品工場/ゴム製品工場
03 薬品工場 製薬工場
04 食品工場 食料品工場/飲料工場/飼料工場
05 特殊設備を付帯する工場 電気機械工場/電子工業工場/輸送機器工場/精密機器工場
06 他の生産施設 繊維・同製品工場/パルプ・紙加工工場/出版印刷・同関連/窯業・土石製品工場

/鉄鋼工場/非鉄金属工場/金属製品工場他
03 運動施設 01 屋内体育施設 体育館/武道館/屋内スケート場/屋内プール/ドーム球場

02 屋外競技場施設 総合運動場/スタジアム/プール/競馬・競輪・競艇場施設
03 レク・公園施設 レストハウス/クラブハウス/ロッジ/あずまや/屋外劇場/展望塔/公衆トイレ
04 他の運動施設 レジャー施設/ゴルフ場/アスレチッククラブ他

04 業務施設 01 事務所 オフィスビル/商工会議所
02 金融機関 銀行（本店）/金融店舗（銀行・保険・証券）/証券取引所
03 本社ビル 　
04 電算センター 　
05 他の業務施設 会館（農協・医師等）他

05 行政施設 01 庁舎 行政庁舎/裁判所/公館/大使館/郵便局/法務出張所/税務署/保険事務所/運転免
許センター/議事堂

02 保安防災施設 警察署/交番/消防署/防災センター/機動隊施設/自衛隊施設
03 環境保全施設 浄水場/下水処理場/清掃工場/ごみ焼却場/廃棄物リサイクルセンタ－
04 他の行政施設 斎場/火葬場/刑務所/拘置所/動物愛護センター/矯正施設/図書館他

06 商業施設 01 店舗 量販店/コンビニエンスストア/市場/ドライブイン/専門店/地下商店街/薬局/理
容・美容院

02 飲食店 レストラン/食堂/喫茶店/割烹料亭
03 スーパーマーケット 　
04 百貨店 デパート
05 ショッピングセンター 郊外型店舗
06 ショールーム 展示施設
07 他の商業施設 遊戯場/娯楽施設/アミューズメント施設/公衆浴場/結婚式場/撮影施設他

07 共同住宅 01 公営住宅 　
02 社宅 　
03 賃貸共同住宅 ファミリーマンション/ワンルームマンション/リゾートマンション
04 寄宿舎・寮 看護婦宿舎/警察寮
05 分譲共同住宅（居住専用住宅） ファミリーマンション/ワンルームマンション/リゾートマンション
06 アパート併用住宅 　
07 店舗併用住宅 　
08 他の共同住宅 　

08 教育施設 01 幼稚園・保育園 　
02 小学校・中学校・高等学校 　
03 他の教育施設 記念碑/時計台/茶室他

09 専門的教育・研究施設 01 大学 　
02 各種学校 高等専門学校/短大/専修学校/看護学校/警察学校/技能職業学校
03 研究所 　
04 他の専門的教育・研究施設 盲・ろう・養護学校/観測所/気象台/天文台/研修センター/教習所他

10 宿泊施設 01 ホテル リゾートホテル/シティホテル/ビジネスホテル
02 旅館 観光地旅館/都市旅館/小規模宿泊施設
03 保養所 　
04 他の宿泊施設 ペンション/国民宿舎他

建設キャリアアップシステム

現場・契約情報登録申込書コード表
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大分類
コード
番号

大分類
小分類
コード
番号

小分類 同類施設として含めるものの例（ガイダンス表示）

11 医療施設 01 病院 産院/精神病院/総合病院/診療所
02 診療所・医院 　
03 保健所 健診センター/母子健康センター/精神保健センター/保健相談所
04 他の医療施設 リハビリテーション・センター/血液センター/消毒所/動物病院他

12 福祉・厚生施設 01 保育所 乳児院/児童福祉施設/保育園
02 老人福祉施設 養護老人ホーム/ケアハウス（軽費老人ホーム）/老人福祉センター/老人デイサー

ビスセンター/特別養護老人ホーム
03 障害者福祉施設 更正援護施設/療護施設/授産施設/障害者福祉ホーム/点字図書館
04 他の福祉・厚生施設 救護施設/総合福祉センター/母子福祉センター/地域福祉センター/乳児院/児童

福祉施設他
13 文化・交流施設 01 公民館 公会堂

02 集会場 　
03 コミュニティーセンター 　
04 映画館 　
05 劇場・会議場 観覧場/公会堂/講堂/コンサートホール/伝統芸能場/国際会議場
06 美術館 　
07 博物館・資料館 プラネタリウム
08 図書館 公文書館/視聴覚ライブラリー
09 社会教育・研修施設 地区コミュニティ施設/地区センター/農山村センター/生涯学習センター/婦人

会館/少年自然の家/青年の家/児童館/野外活動センター/青少年センター/企業
研修所/自動車教習所/職業訓練施設

10 植物園・水族館 動物園
11 展示場施設 コンベンション施設/博覧会パビリオン
12 他の文化・交流施設 興行所他

14 戸建住宅 01 専用戸建住宅 　
02 賃貸用戸建住宅 　
03 他の戸建住宅 別荘他

15 発電・エネルギー施設 01 火力本館 　
02 原子力本館 　
03 水力 　
04 変電所 　
05 他の発電・エネルギー施設 ガス施設/石油施設/鉄鋼施設/電気供給施設他

16 その他 01 社寺、教会 神社/寺院/教会/修道院/納骨堂/墓苑
02 既設物解体 　
03 地中障害物除去 　
04 整地・外構（環境整備・場内

舗装）
　

05 調査設計 　
06 設備・配管（集中冷暖房施設） 　
07 通信施設 放送局/電話局/無線中継所
08 その他 工作物/葬祭場他

2. 工事種別

コード番号 工事種別
01 新築工事
02 増築工事
03 改築工事
04 リニューアル工事
05 解体工事
06 アフター工事
07 その他

3. 構造

コード番号 工事種別
01 ＲＣ造
02 ＳＲＣ造
03 Ｓ造
04 ＣＦＴ造
05 ＰＣ造
06 ＨＰＣ造
07 ＣＢ造
08 木造軸組工法
09 木質パネル工法
10 2×4工法
11 ＣＬＴ造
12 その他

1. 建築物用途 （大分類 ・小分類） （続き）
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◎表 17	土木工事用　工事内容

工種コード
番号 工種 工法・型式

コード番号 工法・型式 工事の例示

010 土地造成工事 290 土地造成工 土地区画整理工事、市街地開発工事、開発許可による宅地造成
工事（住宅地、工業用地、新市街地、公園、スポーツ・レジャー
用地、墓地、農用地、その他）

020 築堤工事 150 築堤工 築堤工事
030 護岸工事 160 護岸工 護岸工事
040 根固・水制工事 170 根固・水制工 根固工事、水制工事
050 床止工事（落差工，帯工） 200 床止工 床止工事、落差工事、帯工事
060 堰・水門工事 060 堰・水門工 堰工事、水門工事
070 樋門・樋管工事 180 樋門・樋管工 樋門工事、樋管工事
080 伏せ越し工事 190 伏せ越し工 伏せ越し工事（開水路の一部区間に設けられる流水構造物）
090 水路・管路工事 080 水路・管路工 導水路工事、放水路工事、推進以外の管敷設工事（上・下水道

管、ガス管工事等）、大口径水路（2m x 2m、φ=2000mm
より大きい）の場合は、カルバート工（用途:水路）またはト
ンネル工事の該当する工種（種別:水路トンネル）に入力する。

100 管渠推進工事 300 管渠推進工 羽口推進、小口径推進、泥水推進、泥土圧推進、その他推進工
110 揚排水機場工事 070 揚排水機場工 揚水機場工事、排水機場工事
120 砂防工事 051 砂防ダム工 砂防ダム工事

052 砂防流路工 砂防流路工
053 砂防山腹工 山腹階段工、伏工、実播工、植栽工、等高線壕工、自然保護工

など
130 地滑り防止工事 090 地滑り防止工 地表面水・地下水排除工、排土工、押さ盛土工、杭工、シャフ

ト工、擁壁工、アンカー工
140 ニューマチックケーソン工事 021 ニューマチックケーソン工 ニューマチックケーソン工事
150 オープンケーソン工事 022 オープンケーソン工 オープンケーソン工事
160 コンクリート構造物工事 131 カルバート工 カルバート工事 （共同溝、水路（導水路・放水路）を除く。）

132 鉄筋コンクリート橋 鉄筋コンクリート橋（ＰＣ橋を除く。）
133 橋梁下部工 橋台（重力式、箱式、逆Ｔ式、ラーメン中抜き）、橋脚（壁式、

柱式、 ラーメン（一、二層））、ＰＣウェル工
134 鉄筋コンクリート床版工 鈑桁、箱桁、トラス、ＲＣホロースラブ
135 キャブ工 電線管を多数収容する構造物
136 コンクリート擁壁工 コンクリート擁壁工（テールアルメ工法を含む）、 コンクリー

ト擁壁以外は[法面工]に記入する
137 フーチング工
138 情報ボックス 道路管理用光ファイバーケーブルを収容する施設
139 電線共同溝 電線の設置および管理を行う2以上の者の電線を収容するた

め、道路管理者が道路の地下に設ける施設
170 トンネル工事 031 ＮＡＴＭ，矢板トンネル，ＴＢＭ ＮＡＴＭ工法、矢板トンネル工法、ＴＢＭ工法のトンネル工事

032 開放型シールドトンネル 手掘り式、半機械掘り式、機械掘り式のトンネル工事および共
同溝

033 密閉型シールドトンネル 土圧式、泥土圧式、泥水式のトンネル工事および共同溝
034 開削トンネル・半地下 各種トンネル工事および共同溝
035 沈埋トンネル 各種トンネル工事および共同溝
036 非開削特殊工 パイプルーフ工法、ＵＲＴ工法、ＰＣＲ工法、フロンテジャッキン

グ工法、ＥＳＡ工法、ＭＭＳＴ工法のトンネル工事および共同溝
180 ダム工事 041 転流工 仮排水路トンネル、仮排水路開渠、半川締切工、仮締切工

044 重力式コンクリートダム工
045 アーチ式コンクリートダム工
046 ロックフィルダム工
047 表面遮水壁フィルダム工
048 複合ダム工
049 アースダム工

190 ＰＣ橋上部工事 270 ＰＣ橋上部工 床版橋、中空床版橋、ラーメン橋、アーチ橋、斜張橋、トラス
橋、箱桁橋、合成桁橋、Ｔ桁橋、Ｉ桁橋

200 ＰＣ構造物工事 310 ＰＣ構造物工 ＰＣタンク工事、ＰＣサイロ工事、ＰＣ原子炉圧力容器、海洋
構造物、消化槽他　ただしＰＣ橋上部工を除く

210 農業農村整備工事 320 農業農村整備工 農地開発工事、区画整理工事、畑かん施設工事
220 海岸構造物工事 100 海岸構造物工 高潮堤工事、突堤工事、海岸護岸工事、離岸堤工事、緩傾斜護 

岸工、胸壁工、消波堤工、高潮工・津波防波堤工、人工リーフ
工、 人工海浜工、その他、ただしプレキャスト部材の制作、据
付については、「25.港湾・空港・海洋埋立工事」に入力する

230 鉄道・軌道工事 330 鉄道・軌道工 軌道基地、軌道工事、道床バラスト工事、分岐器、踏切工、索道工
240 発電工事 341 水力発電工 取水施設、導水施設、ヘッドタンク、調圧水槽、水圧管路工、

余水管 路工、放水路工、発電所（地上式、半地下式、地下式）
342 火力発電工 取水施設、ポンプ室、放水施設、燃料輸送・貯蔵設備、発電所
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◎表 17　土木工事用　工事内容 （続き）

工種コード
番号 工種 工法・型式

コード番号 工法・型式 工事の例示

343 原子力発電工 取水施設、ポンプ室、放水施設、遮水壁・防潮壁・遮幣壁等、
原子 炉建屋基礎等、廃棄物処理・処理施設

344 地熱発電工 生産井、還元井、蒸気輸送管、サイレンサ、セパレタ、冷却塔
345 海洋，波力等発電工 海洋温度差発電、波力発電、朝夕発電、海流発電、温度差発電、

その他発電（太陽光発電等）
250 港湾・空港・海洋埋立工事 352 裏込・裏埋工 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門・閘門、護岸、堤防、突 堤、

胸壁、その他の外郭施設、岸壁、物揚場、船揚場、けい船浮標、
けい船杭、シーバース、産卵場、人工漁礁、沖合養殖場、その
他けい留施設、公害防止施設、廃棄物処理施設、環境整備施設、
その他施設

353 プレキャスト部材製作工
354 海洋埋立工
355 プレキャスト部材据付工
356 上部・場所打コンクリート工
357 鋼矢板・鋼杭工
359 鋼製セル工
361 敷砂工
362 浮体工
363 基礎工

260 海洋工事 360 海洋工 鋼製石油掘削用プラットフォーム建設工事、コンクリート製石
油掘 削用プラットフォーム建設工事、シーバス建設工事、洋
上プラント設備工事、洋上石油備蓄施設建設工事、マリーナ建
設工事、海洋産卵場建設工事、海洋人工漁礁建設工事（埋立工
事を除く）

270 その他のライフライン工事 370 その他のライフライン工 ガス供給施設、熱供給施設、石油供給施設、ＬＮＧ供給施設、
電力供給施設、上下水道施設、上水道施設、下水道施設

280 産業廃棄物工事 381 中間処理施設工 焼却施設、破砕施設、固化施設、中和処理施設、汚泥脱水施設、
溶融施設、資源化施設、固形燃料化施設、油化施設

382 最終処分場工 安定型処分場、管理型処分場、遮断型処分場
290 塔・タンク・サイロ工事 390 塔・タンク・サイロ工 給水塔、展望塔、ガスホルダ、定温液体貯蔵タンク、コンクリー

ト製タンク、メンブレンタンク、石造サイロ、レンガ造サイロ、
木造サイロ、ＲＣ造サイロ、コンクリートブロック造サイロ、
ＦＲＰ造サイロ、アルミニウム造サイロ、コンクリート製煙突　
ただし鋼製、ＰＣ製を除く

300 その他土木一式工事 400 その他土木一式工 道路改良工事、河川改修工事、農道工事、林道工事、トラフ工
事、縁石工

310 建築一式工事 411 建築一式工 新築、増築、改築（大規模）、修繕（小規模、耐震）、移転、解
体、復元

320 その他建築工事 420 その他建築工事 仮設工、土工、地業工、鉄筋工、コンクリート工、鉄骨工、コ
ンクリートブロック工、ＡＬＣパネル工・押出成形セメント板工、
カーテン ウォール工、防水工、石工、タイル工、木工、屋根工、
とい工、金属工、左官工、建具工、塗装工、内装工、舗装工、
排水工、植栽工、雑工、地盤調査、その他（建物関連工事を含む）

340 軟弱地盤処理工事 011 置換工法 基礎地盤置換工
012 プレローディング工法 沈下+支持力不足に対する安定対策工法（サーチャージ工法以

外）を用いた工事
013 表層混合処理工法 地盤改良工（道路および基礎地盤等）
014 バーチカルドレーン工法 サンドドレーン、袋詰めサンドドレーン、プラスチックボード

ドレーン、グラベルドレーン、ファイバードレーン、その他ド
レーン

015 サンドコンパクション工法 グラベルコンパクションを含む
016 ロッドコンパクション工法
017 バイブロフロテーション工法
018 石灰パイル工法
020 深層混合処理工法 スラリー系機械攪拌、粉体系機械攪拌、高圧噴射攪拌の地盤改 

良工事
028 ＤＣ工（動圧密工法）
029 サーチャージ工法 圧密促進+地盤の強度増加を目的（プレローディング工以外）

とする工事
030 軽量土工法 ＥＰＳ（発泡ウレタン）、気泡混合軽量土、発泡ビーズ混合軽量土

350 軟弱地盤グラウト工事 019 薬液注入工法 二重管ストレーナ（単相式）、二重管（複相式）、ダブルパッカ、
単管ロッドの薬液注入工事

360 ボーリンググラウト工事 440 ボーリンググラウト工 ダム基礎止水グラウト工事、トンネル地山止水グラウト工事
370 土留め・仮締切工事 450 土留め・仮締切工 鋼矢板方式（自立式、切梁式、アースアンカー式、タイロッド式、

その他）、親杭横矢板、二重矢板式、セル式、コンクリート吹付、
ロックボルト方式、鋼管矢板

380 鋼管矢板基礎工事 023 鋼管矢板基礎工 鋼管矢板基礎工事
390 既製杭工事 025 既製杭工 ＲＣ杭、ＰＣ杭、ＰＨＣ杭、ＳＣ杭、鋼管杭、Ｈ鋼・鋼矢板の工事
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◎表 17　土木工事用　工事内容 （続き）

工種コード
番号 工種 工法・型式

コード番号 工法・型式 工事の例示

400 場所打杭等工事 026 場所打杭工 リバース杭工事、オールケーシング杭工事、アースドリル杭工
事、全旋回オールケーシング杭工事、その他（松杭、ＢＨ杭等）

027 深礎杭工
410 地中連続壁工事 024 地中連続壁工 地中連続コンクリート壁、泥水固化壁、地中連続モルタル壁、

ＳＭＷ工法
420 土工事 141 掘削または切土工 盛土工事、根切り工事、掘削工事、浚渫工事（浚渫船以外の工事）

142 盛土または埋戻し工 軟弱地盤処理工法に伴う盛土を含む
430 法面工事 120 法面工 法面植生工、コンクリート吹きつけ工、コンクリート張り工、

コンクリートブロック積み工、擁壁工、アンカー工、井桁積み
工、杭工 （コンクリート擁壁（テールアルメ工法を含む）を除く）

440 落石防止工事 210 落石防止工 落石予防工（切土、浮石・転籍除去、根固め、ワイヤーロープ掛け、
ロックボルト工、排水工、吹付工、編み柵工）、落石防護工、張 工、
法枠工、落石擁壁工、アンカー工、落石覆工事（鋼製、コンク
リート、ＰＣ）

450 なだれ防止工事 220 なだれ防止工 発生予防工（予防杭、予防柵、吊柵、スノーネット、雪庇予防柵）、 
防護施設、スノーシェッド工事（鋼製、コンクリート、ＰＣ）、
擁壁、なだれ割、防護杭

460 その他のとび・土工・コン
クリート工事

460 その他のとび・土工・コン
クリート工

とび工事、鉄骨組み立て工事、コンクリート打設工事、コンク
リート 圧送工事、捨て石工事

470 構造物撤去工事 280 構造物撤去工 橋梁上部、橋梁下部、堰・水門、舗装、海岸構造物、河川構造
物、道路構造物、砂防・地滑り構造物、上水・工業用水道構造物、 
下水構造物、農業農村整備構造物、鉄道・軌道構造物、海洋構
造物、ライフライン構造物、土木構造物、機械、電気、通信

480 道路附属物施設工事 470 道路附属物施設工 防護柵（ガードレール）、遮音壁、路面標示、道路標識設置、街路灯
490 道路清掃作業 480 道路清掃作業 サービス・サービスエリア、公衆便所、防護柵、標識、雨水施

設、トンネル、路面
500 石工事 490 石工 石積み工事、石張り工事、石材加工工事
510 電気工事 500 建設電気設備工 発電設備工事、変電設備工事、受変電設備工事、自家発電設備

工事、特殊高圧受変電設備工事 配送電線工事、引き込み線工事、
配管配線工事、架空電線路工事、地中電線路工事 電気設備（非
常用電気設備を含む）工事、照明設備工事、ネオン装置工事、
該当設置工事、避雷針設置工事 交通信号設備工事、鉄道信号
機設備工事 水車据え付け工事、通水試験工事 電機防食工事の
新設、増設、改築

501 建築電気設備工 建築総合電気設備工事、建築電気通信設備工事、建築受変電設備工
事、建築太陽光発電設備、その他電気設備等の新設、増設、改築

520 給排水衛生設備工事 510 給排水衛生設備工 給排水設備工事、給湯設備工事、揚水ポンプ設備工事、衛生器 
具設備工事、給水・貯水・貯湯タンク設備工事、厨房設備工事、
ガス・水道管工事、冷凍・冷蔵庫工事、都市ガス設備工事、液
化天然ガス設備工事、ガス貯留設備工事等の新設、増設、改築

530 空調設備工事 520 空調設備工 空調設備工事、冷暖房設備工事、ボイラー・温風機設備工事、
冷凍設備工事、空気洗浄設備、全熱交換機設置工事、オイルタ
ンク設備工事、送風機設備工事、空調用ポンプ設備工事、冷却
塔工事、換気設備工事、排煙設備工事、自動制御設備工事等の
新設、増設、改築

540 浄化槽設備等工事 530 浄化槽設備等工 し尿浄化槽工事、汚物浄化槽工事、上下水道管内配管工事、管接
合工事、高圧ガス配管工事、その他管工事の新設、増設、改築

550 タイル・れんが・ブロック
工事

540 タイル・れんが・ブロック
工

建築用コンクリートブロック積み張り工事、れんが積み張り工
事、タイル張り工事、築路工事、石綿スレート張り工事

560 鉄骨・鉄塔・鋼製煙突工事 550 鉄骨・鉄塔・鋼製煙突工 鉄骨工事（製作、建方）、鉄塔・反射板、鋼製煙突、展望台、バッ
クネット、組立局舎　ただし鉄骨鉄筋コンクリート造を含む

570 鋼製橋脚工事 260 鋼製橋脚工 鈑桁橋、箱桁橋、トラス橋、アーチ橋、ラーメン橋、斜張橋、
吊り橋、その他の鋼製橋脚工事

580 鋼橋上部工事 250 鋼橋上部工 鈑桁橋（Ｈビーム含む）、箱桁橋、トラス橋、アーチ橋（ラン
ガー、ローゼ、ニールセンを含む）、ラーメン橋（フィレンディー
ル含む）、斜張橋、吊り橋

590 水門扉等工事 561 河川用水門扉工 水門扉製作工事、鋼製自動堰工事、非常用供水吐きゲート製作・ 
据付工事、発電用水圧鉄管据付工事

562 ダム用水門扉工 放流設備（非常用、常用、維持流量）、取水設備（常用、表面、
発電用）、水位低下設備

563 樋門・樋管扉工 スライドゲート、ローラーゲート
600 プール・水槽・タンク等工

事
570 プール・水槽・タンク等工 鋼製プール工事、鋼製水槽工事、鋼製貯蔵タンク工事、ステン

レス製プール工事、その他の構造物
610 鉄筋工事 580 鉄筋工 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事、機械継手、溶接継手
620 アスファルト舗装工事 230 アスファルト舗装工 アスファルト舗装、再生舗装、特殊舗装（排水性舗装など）
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◎表 17　土木工事用　工事内容 （続き）

工種コード
番号 工種 工法・型式

コード番号 工法・型式 工事の例示

630 セメント・コンクリート舗
装工事

240 セメントコンクリート舗装
工

コンクリート舗装、鉄筋コンクリート舗装、繊維補強コンクリー
ト舗装、プレストレストコンクリート舗装、転圧コンクリート舗
装、プレキャスト版舗装、コンクリート増厚舗装、その他の舗装

641 歩行者系舗装工事 591 歩行者系舗装工 歩道、自転車道、公園および広場
642 路盤路床工事 592 路盤路床工 瀝青安定処理路盤工、セメント安定処理路盤工、石灰安定処理

路 盤工、路上再生路盤工、粒度調整路盤工、粒状路盤工、路
床安定処理工、路床置換工、路床工

650 浚渫・床掘工事 110 浚渫工 浚渫工事（浚渫船等によるもの）
660 塗装工事 600 塗装工 塗装工事、下地調整工事、溶射工事、ライニング工事
670 防水工事 610 防水工 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、目地防水工事、塗

膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事、遮水シート
680 機械器具設置工事 621 施工設備工 骨材貯蔵・輸送設備、骨材生産設備、コンクリート生産設備、

コンクリート輸送設備、コンクリート打設設備、濁水処理設備、
コンクリート加冷熱設備、セメント貯蔵・輸送設備、給水設備

622 ポンプ設備工 利水揚水、内水排除、雨水排水、上水送水、下水処理、空調用 
水、用水発電、地下構造物湧水排水

623 トンネル換気設備工 トンネル換気設備工事、トンネル消火栓設置工事、電気集塵機
設置工事、フィルター式集塵機設置

624 トンネル非常用設備工 消火設備、通信設備（通報装置、非常用電話等）
625 その他機械器具設置工 共同溝付帯設備、散水融雪設備、下水道送風機設備、下水道水 処

理設備、下水道汚泥処理設備、下水道汚泥焼却設備、脱硫設備、脱
臭設備、曝気設備、河川浄化設備、昇降設備、係船設備、除塵機

626 エレベーター設備工
690 熱絶縁工事 640 熱絶縁工 冷暖房設備熱絶縁工事、冷凍冷蔵設備熱絶縁工事、動力設備熱 

絶縁工事、燃料工業熱絶縁工事、化学工業熱絶縁工事
700 通信工事 650 通信工 無線通信設備（多重無線設備、監視制御設備等）、有線通信設備 （光

ケーブル、情報管路等）、観測設備（テレメータ設備（雨量、水位）、
土石流監視設備等）情報提供設備（ダム放流警報設備、河 川情報
表示設備等）、画像設備（ＣＣＴＶ設備、画像処理設備等）、 情報処
理設備（河川情報処理設備、ダム放流処理設備等）、その他の設備

710 造園工事 660 造園工 植栽工事、地被工事、敷地造成工事、石積・擁壁工事、植栽基盤
工事、園路広場工事、修景施設工事、休養施設工事、遊戯施設工
事、運動施設工事、教養施設工事、便益施設工事、管理施設工事、
グラウンド・外柵整備工事、自然育成工事、法面工事、水景工事、
給排水工事、電気工事、維持管理工事、景石工事、地ごしらえ工
事、公園設備工事、広場工事、園路工事、屋上等緑化工事、緑地
育成工事、その他の造園工事

720 さく井工事 670 さく井工 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削井工事、浅井
戸築造工事、さく孔工事、深井戸、揚水設備

730 上水・工業用水道工事 681 取水総合施設工 取水口、取水堰、取水塔、取水門、スクリーン、除塵機設備
682 浄水場施設工 浄水場施設、急速混和池、フロック形成池、沈殿池、濾過池、

沈砂池、排水処理施設、薬品注入施設、消毒施設、高度処理施
設、膜処理施設、脱水設備、着水井、浄水池、管理棟、汚泥処
理施設、受配電施設、送水ポンプ施設、制御施設、オゾン接触
施設、活性炭 吸着施設

683 送配水施設工 送配水管路、配水池、配水ポンプ場、調整池、水道橋、消毒施
設、制御施設、調圧水槽

684 導水施設工 導水管路、調圧水槽、導水ポンプ場、水管橋、制御施設
740 下水道処理施設工事 690 下水道処理施設工 下水処理施設、固形物分離施設、生物処理施設、付着性物処理 

施設、汚泥処理、泥焼却施設
750 消防施設工事 700 消防施設工 自動火災報知設備、非常警報設備、ガス漏れ警報設備、非常用

照明設備、誘導灯設備、防火設備、排煙設備、屋内外消火栓設
備、連結送水管設備、スプリンクラー設備、連結散水設備、泡
消火設備、二酸化炭素消火設備、粉末消火設備

760 清掃施設工事 711 中間処理施設工（清掃施設） 焼却炉、粗大ごみ処理施設、資源化リサイクル施設、廃プラス
チック処理施設、溶融炉、燃料化施設、高速堆肥化施設、屎尿
処理施設

712 最終処分施設工（清掃施設） 貯留構造物、遮水工、浸出水集排施設、地下水集排施設、浸出 
水処理施設、搬入管理施設、防災調整池

770 維持修繕工事 720 維持修繕工 舗装打換工事、舗装版破砕工事、道路（堤防）除草工事、舗装
目 地補修工事、路面切削工事、堤防天端補修工事、建築補修
工事、橋梁補修工事
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