
（別表）
【国家資格】

【技能検定】

【その他資格】

配水管技能者 非破壊試験技術者

溶接技能者 下水道管路管理技士

給水装置工事配管技能検定

対象となる資格一覧
建築士 不整地運搬車運転技能講習修了 乾燥設備作業主任者 不動産鑑定士

建築設備士 高所作業車運転技能講習修了 はい作業主任者 測量士

管工事施工管理技士 電気工事士 作業環境測定士 土地家屋調査士

給水装置工事主任技術者 電気主任技術者 清掃作業監督者 情報処理技術者

建築施工管理技士 技術士 衛生管理者 測量士補

建築基準適合判定資格者 技術士補 高圧室内作業主任者 土地区画整理士

特殊建築物等調査資格者 電気工事施行管理技士 貯水槽清掃作業監督者 無線従事者(総合無線通信士)

建築設備検査資格者 ダム水路主任技術者 排管清掃作業監督者 無線従事者(陸上無線技術士)

浄化槽設備士 特殊電気工事適格者 空気環境測定実施者 電気通信主任技術者

石綿作業主任者 認定電気工事従事者 ダクト清掃作業監督者 工事担任者

建築物環境衛生管理技術者 ガス消費機器設置工事監督者 空調給排水管理監督者

土木施行管理技士 高圧ガス製造保安責任者 自動車整備士

精神保健福祉士

昇降機検査資格者 エネルギー管理士 防除作業監督者 無線従事者(陸上特殊無線技士)

消防設備士 ガス主任技術者 統括管理者 社会福祉士

管理栄養士

採石のための掘削作業主任者 ボイラー技士 大型特殊自動車二種免許

調理師

建設機械施工技士 高圧ガス販売主任者 自動車運送業運行管理者

救急救命士

造園施工管理技士 液化石油ガス設備士 自動車検査員

手話通訳士

砂利採取業務主任者 ボイラー溶接士 大型自動車免許

専門調理師

コンクリート破砕器作業主任者 ボイラー整備士 大型自動車二種免許

食品衛生管理者

砕石業務管理者 第一種圧力容器取扱作業主任者 大型特殊自動車免許

クリーニング師

型わく支保工の組立等作業主任者 鉛作業主任者 牽引免許

警備業務検定(警備員検定)

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 ボイラー取扱者技能講習修了 中型自動車免許

食鳥処理衛生管理者

ずい道等の覆工作業主任者 エックス線作業主任者 中型自動車二種免許

製菓衛生士

足場の組立て等作業主任者 特定化学物質･四アルキル鉛等作業主任者 牽引二種免許

警備員指導教育責任者

木造建築物の組立て等作業主任者 有機溶剤作業主任者 技能検定員

機械警備業務管理者

ずい道等の掘削等作業主任者 ガンマ線透過写真撮影作業主任者 普通自動車二種免許

貸金業務取扱主任者

コンクリート橋架設等作業主任者 火薬類製造保安責任者 弁理士

計量士

建築物等の鉄骨組立て等作業主任者 毒物劇物取扱者 教習指導員

旅行業務取扱管理者

鋼橋架設等作業主任者 発破技士 司法書士

通訳案内士

クレーン・デリック運転士 危険物取扱者 中小企業診断士

公害防止管理者等

床上操作式クレーン運転技能講習修了 ガス溶接作業主任者 税理士

浄化槽管理士

コンクリート造の工作物解体等作業主任者 火薬類取扱保安責任者 行政書士

狩猟免許

フォークリフト運転技能講習修了 林業架線作業主任者 マンション管理士

準中型自動車免許（※普通自動車免許部分は除く）

移動式クレーン運転士 ガス溶接技能講習修了 社会保険労務士

浄化槽技術管理者

小型移動式クレーン運転技能講習修了 酸素欠乏危険作業主任者 労働安全コンサルタント

臭気判定士

ショベルローダー等運転技能講習修了 木材加工用機械作業主任者 管理業務主任者

車両系建設機械運転技能講習修了 プレス機械作業主任者 宅地建物取引主任者

玉掛け技能講習修了者 酸素欠乏･硫化水素危険作業主任者 労働衛生コンサルタント

造園 ダイカスト 婦人子供服製造 水産練り製品製造 産業洗浄

園芸装飾 機械検査 ニット製品製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 写真

カーテンウォール施工

熱絶縁施工

金属溶解 電子回路接続 和裁 酒造 フラワー装飾

さく井 機械保全 紳士服製造 みそ製造 商品装飾展示

自動ドア施工

サッシ施工

鍛造 電気機器組立て 帆布製品製造 枠組壁建築 キャリア・コンサルティング

鋳造 電子機器組立て 寝具製作 建築大工 ウェブデザイン

ガラス施工

バルコニー施工

粉末冶金 プリント配線板製造 機械木工 とび 知的財産管理

金属熱処理 半導体製品製造 布はく縫製 かわらぶき ファイナンシャル・プランニング

テクニカルイラストレーション

ウェルポイント施工

放電加工 産業車両整備 家具製作 築炉 着付け

機械加工 自動販売機調整 木型製作 左官 金融窓口サービス

電気製図

機械・プラント製図

金属プレス加工 時計修理 紙器・段ボール箱製造 エーエルシーパネル施工 情報配線施工

金型製作 鉄道車両製造・整備 建具製作 ブロック建築 レストランサービス

金属材料試験

化学分析

建築板金 複写機組立て 印刷 畳製作 ビル設備管理

鉄工 光学機器製造 製版 タイル張り ガラス用フィルム施工

印章彫刻

貴金属装身具製作

めっき 空気圧装置組立て プラスチック成形 厨房設備施工 調理

工場板金 内燃機関組立て 製本 配管 ビルクリーニング

塗装

表装

溶射 縫製機械整備 陶磁器製造 鉄筋施工 ピアノ調律

アルミニウム陽極酸化処理 油圧装置調整 強化プラスチック成形 型枠施工 ハウスクリーニング

塗料調色

路面標示施工

ロープ加工 農業機械整備 パン製造 防水施工

金属ばね製造 建設機械整備 石材施工 コンクリート圧送施工

義肢・装具製作

広告美術仕上げ

切削工具研削 染色 製麺 内装仕上げ施工

仕上げ 冷凍空気調和機器施工 菓子製造 樹脂接着剤注入施工

工業包装

舞台機構調整

防火対象物点検資格者 溶接管理技術者

舗装施工管理技術者 冷媒フロン類取扱技術者

産業用マルチローターオペレータ免許 免震部建築施工監理技術者 免震建物点検技術者

あと施工アンカー施工士 解体工事施工技士 建設業経理士 建築鉄骨検査技術者

消防設備点検資格者 鉄骨製作管理技術者 登録販売者 のり面施工管理技術者


