
技術者コード表技術者コード表技術者コード表技術者コード表    

区分 コード 資  格  名 備 考 

監理技術者 30101 国家 土木工事監理技術者  

30201 国家 建築工事監理技術者  

30301 国家 大工工事監理技術者  

30401 国家 左官工事監理技術者  

30501 国家 とび･土工･コンクリート工事監理技術者  

30601 国家 石工事監理技術者  

30701 国家 屋根工事監理技術者  

30801 国家 電気工事監理技術者  

30901 国家 管工事監理技術者  

31001 国家 タイル･れんが･ブロック工事監理技術者  

31101 国家 鋼構造物工事監理技術者  

31201 国家 鉄筋工事監理技術者  

31301 国家 ほ装工事監理技術者  

31401 国家 しゅんせつ工事監理技術者  

31501 国家 板金工事監理技術者  

31601 国家 ガラス工事監理技術者  

31701 国家 塗装工事監理技術者  

31801 国家 防水工事監理技術者  

31901 国家 内装仕上工事監理技術者  

32001 国家 機械器具設置工事監理技術者  

32101 国家 熱絶縁工事監理技術者  

32201 国家 電気通信工事監理技術者  

32301 国家 造園工事監理技術者  

32401 国家 さく井工事監理技術者  

32501 国家 建具工事監理技術者  

32601 国家 水道施設工事監理技術者  

32701 国家 消防施設工事監理技術者  

32801 国家 清掃施設工事監理技術者  

32901 国家 解体工事監理技術者  

建設業法 001  法第7条第2号イ該当（実務経験者）  

002  法第7条第2号ロ該当（実務経験者）  

003  法第15条第2号ハ該当（同号イと同等以上）  

004  法第15条第2号ハ該当（同号ロと同等以上）  

施工管理技士 111 国家 一級建設機械施工技士  

212 国家 二級建設機械施工技士(第1種～第6種）  

113 国家 一級土木施工管理技士  

214 国家 二級土木施工管理技士(土木）  

215 国家 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装）  

216 国家 二級土木施工管理技士(薬液注入）  

120 国家 一級建築施工管理技士  

221 国家 二級建築施工管理技士(建築）  

222 国家 二級建築施工管理技士(躯体）  

223 国家 二級建築施工管理技士(仕上げ）  

127 国家 一級電気工事施工管理技士  

228 国家 二級電気工事施工管理技士  

129 国家 一級管工事施工管理技士  

230 国家 二級管工事施工管理技士  

133 国家 一級造園施工管理技士  

234 国家 二級造園施工管理技士  



給水装置工事 

主任者 
265 国家 給水装置工事主任技術者 

 

技能士 171 国家 建築大工(１級）  

271 国家 建築大工(２級）  

172 国家 左官(１級）  

272 国家 左官(２級）  

173 国家 とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(１級）  

273 国家 とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(２級）  

174 国家 空気調和設備配管（１級）  

274 国家 空気調和設備配管（２級）  

175 国家 給排水衛生設備配管(１級）  

275 国家 給排水衛生設備配管(２級）  

176 国家 配管・配管工(１級）  

276 国家 配管・配管工(２級）  

177 国家 タイル張り・タイル張り工（１級）  

277 国家 タイル張り・タイル張り工（２級）  

178 国家 築炉・築炉工(１級）・れんが積み  

278 国家 築炉・築炉工(２級）  

179 国家 ブロック建築・ブロック建築工（１級）・コンクリート積みブロック施工  

279 国家 ブロック建築・ブロック建築工（２級）  

180 国家 石工・石材施工・石積み（１級）  

280 国家 石工・石材施工・石積み（２級）  

181 国家 鉄工・製罐（１級）  

281 国家 鉄工・製罐（２級）  

182 国家 鉄筋組立て・鉄筋施工(１級）  

282 国家 鉄筋組立て・鉄筋施工(２級）  

183 国家 工場板金(１級）  

283 国家 工場板金(２級）  

184 国家 板金｢建築板金作業」・建築板金・板金工｢建築板金作業」（１級）  

284 国家 板金｢建築板金作業」・建築板金・板金工｢建築板金作業」（２級）  

185 国家 板金・板金工・打出し板金（１級）  

285 国家 板金・板金工・打出し板金（２級）  

186 国家 かわらぶき・スレート施工(１級）  

286 国家 かわらぶき・スレート施工(２級）  

187 国家 ガラス施工(１級）  

287 国家 ガラス施工(２級）  

188 国家 塗装・木工塗装・木工塗装工(１級）  

288 国家 塗装・木工塗装・木工塗装工(２級）  

189 国家 建築塗装・建築塗装工（１級）  

289 国家 建築塗装・建築塗装工（２級）  

190 国家 金属塗装・金属塗装工（１級）  

290 国家 金属塗装・金属塗装工（２級）  

191 国家 噴霧塗装(１級）  

291 国家 噴霧塗装(２級）  

192 国家 畳製作・畳工(１級）  

292 国家 畳製作・畳工(２級）  

193 国家 
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施

工・表装・表具・表具工(１級） 
 

293 国家 
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施

工・表装・表具・表具工(２級） 
 

194 国家 熱絶縁施工(１級）  



294 国家 熱絶縁施工(２級）  

195 国家 建具製作・建具工・木工カーテンウォール施工・サッシ施工(１級）  

295 国家 建具製作・建具工・木工カーテンウォール施工・サッシ施工(２級）  

196 国家 造園(１級）  

296 国家 造園(２級）  

197 国家 防水施工(１級）  

297 国家 防水施工(２級）  

198 国家 さく井(１級）  

298 国家 さく井(２級）  

建築士 137 国家 一級建築士  

238 国家 二級建築士  

239 国家 木造建築士  

401 国家 建築設備士  

日本建築積算協

会 
402 民間 建築積算資格者 

 

国土交通省国土

地理院 

403 国家 測量士  

404 国家 測量士補  

経済産業省産業

技術環境局 
405 国家 環境計量士 

 

国土交通省 406 国家 不動産鑑定士  

407 国家 不動産鑑定士補  

法務省 408 国家 土地家屋調査士  

法務省 409 国家 司法書士  

総務省 412 国家 第一種伝送交換主任技術者  

413 国家 線路主任技術者  

建設コンサルタン

ツ協会 

414 民間 RCCM(河川、砂防及び海岸部門）  

415 民間 RCCM(港湾及び空港部門）  

416 民間 RCCM(電力土木部門）  

417 民間 RCCM(道路部門）  

418 民間 RCCM(鉄道部門）  

419 民間 RCCM(上水道及び工業用水道部門）  

420 民間 RCCM(下水道部門）  

421 民間 RCCM(農業土木部門）  

422 民間 RCCM(森林土木部門）  

423 民間 RCCM(水産土木部門）  

424 民間 RCCM(廃棄物部門）  

425 民間 RCCM(造園部門）  

426 民間 RCCM(都市及び地方計画部門）  

427 民間 RCCM(地質部門）  

428 民間 RCCM(土質及び基礎部門）  

429 民間 RCCM(鋼構造及びコンクリート部門）  

430 民間 RCCM(トンネル部門）  

431 民間 RCCM(施工計画、施工設備及び積算部門)  

432 民間 RCCM(建設環境部門)  

433 民間 RCCM(建設機械部門)  

434 民間 RCCM(電気電子部門)  

435 民間 RCCM(建設情報部門)  

全国地質調査業

協会連合会 
436 民間 地質調査技士 

 



日 本 補 償 コンサ

ルタンツ協会 437 民間 補償業務管理士 
 

国・自治体 438  公共用地経験者（２０年以上の用地経験者等）  

全国建設研修セ

ンター 
439 国家 土地区画整理士 

 

 400  その他技術士  

(財)日本消防設

備安全センター 
501  消防設備点検資格者 

 

建築保全業務関

係 

502  危険物取扱者  

503  危険物施設保安員  

504  ボイラー整備士  

505  建築物環境衛生管理技術者  

506  昇降機検査資格者  

507  浄化槽管理士  

508  清掃作業監督者（技能審査又は検定合格者で講習修了者）  

509  
清掃作業監督者（建築物環境衛生管理技術者免状を有し、所定

の訓練を受け、かつ指定講習の修了者） 
 

510  空気環境測定実施者（指定講習修了者）  

511  
空気環境測定実施者（建築物環境衛生管理技術者免状を有し、

指定講習を修了した者） 
 

512  
水質検査実施者（大学又は旧専門学校の理科系の学科を卒業

後、実務経験1年以上の者） 
 

513  
水質検査実施者（衛生検査技師又は臨床検査技師で、実務経験

1年以上の者） 
 

514  
水質検査実施者（短大又は高等専門学校において生物又は工業

化学の学科を卒業後、実務経験２年以上の者） 
 

515  
水質検査実施者（４１８～４２０と同等以上の知識、技能を有する

と認められる者） 
 

516  貯水槽清掃作業監督者（指定講習を修了した者）  

517  
貯水槽清掃作業監督者（建築物環境衛生管理技術者の免状を有

する者で、指定講習を修了した者） 
 

518  防除作業監督者（指定講習修了者）  

519  毒物･劇物取扱責任者  

520  
統括管理者（建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者で、

指定講習を修了した者） 
 

521  浄化槽設備士  

522  建築物排水管清掃作業監督者  

523  浄化槽技術管理者  

524  自動ドア施工技能士  

技術士 141 国家 建設総合技術監理部門  

142 国家 機械部門  

143 国家 船舶・海洋部門  

144 国家 航空･宇宙部門  

145 国家 電気電子部門  

146 国家 化学部門  

147 国家 繊維部門  

148 国家 金属部門  

149 国家 資源工学部門  



150 国家 建設部門  

151 国家 上下水道部門  

152 国家 衛生工学部門  

153 国家 農業部門  

154 国家 森林部門  

156 国家 水産部門  

157 国家 経営工学部門  

158 国家 情報工学部門  

159 国家 応用理学部門  

160 国家 生物工学部門  

161 国家 環境部門  

162 国家 原子力・放射線部門  

360 国家 その他技術士（                     ）  

電気工事士 155  第一種電気工事士  

256  第二種電気工事士  

電気主任技術者 258  電気主任技術者(第１種～第３種）  

259  電気通信主任技術者  

消防設備士 168  甲種消防設備士  

169  乙種消防設備士  

その他の技術者 601  デジタル第１種工事担当者  

602  アナログ第１種工事担当者  

603  し尿処理施設技術管理者  

604  クレーン運転士  

605  酸欠講習修了者  

606  河川ポンプ施設管理者  

607  小型船舶整備士  

608  ボイラー技士（特級）  

609  ボイラー技士（１級）  

610  ボイラー技士（２級）  

611  給水工事技能者  

612  冷凍機械保安責任者  

613  第１種情報処理技術者  

614  プロジェクトマネージャー  

615  アプリケーションマネージャー  

616  ネットワークスペシャリスト  

617  システム運用管理者  

618  薬剤師  

619  廃棄物処理施設技術管理者  

620  その他(                           )  

 


