
番号
１

府省名
番号
２

制度名 資格者の主な業務内容

1 国家公安委
員会（警察
庁）

警01 警備員指導教育責任者 ①警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書を作成し、その計画書
に基づき警備員を実地に指導、及びその記録の作成を行う業務
②警備員教育に係る実施時期、内容等に関する計画を記載した教育計画書を作成
し、及びそれに基づく警備員教育の実施の管理を行う業務
③警備員の教育の実施に関する記録等の記載についての監督を行う業務

2 国家公安委
員会（警察
庁）

警02 機械警備業務管理者 ①警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒その他の警備業務用機械装
置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき当該装置の運用を
行うように警備員その他の者の監督を行う業務
②指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため当該
業務に従事する警備員の指導を行う業務
③警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行う業務

3 国家公安委
員会（警察
庁）

警03 警備員又は警備員になろ
うとする者の知識及び能
力に関する検定に係る合
格証明書の交付を受けた
者

空港保安警備業務等の特定の種別の警備を行う業務

4 国家公安委
員会（警察
庁）

警04 射撃指導員 指定射撃場等において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行う業務

5 国家公安委
員会（警察
庁）

警05 駐車監視員資格者 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務を行う業務

6 国家公安委
員会（警察
庁）

警06 運転免許 自動車等の運転

7 国家公安委
員会（警察
庁）

警07 技能検定員 指定自動車教習所において行う自動車の技能検定を行う業務

8 国家公安委
員会（警察
庁）

警08 教習指導員 指定自動車教習所において行う自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行う
業務

9 金融庁 金01 公認会計士 ①他人の求めに応じ、報酬を得て、財務書類の監査又は証明を行う業務
②公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じて報酬を得て、財務書類の調製
をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずる業務

10 金融庁 金02 外国公認会計士 外国において我が国の公認会計士の資格に相当する資格を有する者が行う公認会
計士の業務

11 金融庁 金03 貸金業務取扱主任者 営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対す
る助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令（条例を含む）の規定を遵
守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行う業務

12 消費者庁 消01 消費生活専門相談員 各地の消費生活センター等における消費生活相談や消費者啓発・教育を行う業務

13 総務省 総01 無線従事者 無線局の無線設備の操作又はその監督を行う業務

14 総務省 総02 電気通信主任技術者 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督を行う業務

15 総務省 総03 工事担任者 端末設備又は自営電気通信設備を接続する際の工事又は実地監督を行う業務

16 総務省 総04 行政書士 他人の依頼を受け報酬を得て、①官公署に提出する書類（電磁的記録を含む。以
下同じ。）、②権利義務に関する書類、③事実証明に関する書類（実地調査に基
づく図面類を含む。）を作成を行う業務

17 総務省 総05 危険物取扱者 甲種：製造所、貯蔵所及び取扱所において全ての種類の危険物を取り扱い、ま
た、危険物取扱者以外の者の取り扱いに立ち会う業務
乙種：貯蔵所及び取扱所において、乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険
物を取り扱い、また、危険物取扱者以外の者の取り扱いに立ち会う業務
丙種：指定された危険物を取り扱う業務

18 総務省 総06 消防設備士 政令で定める防火対象物の関係者に設置及び維持が義務付けられている消防用設
備等の工事又は整備を行う業務

19 総務省 総07 防火管理者 多数の者が出入りする事業所等において、消防計画の作成、日常の火気管理、収
容人員の把握、消火訓練や避難訓練の実施等を行う業務

20 総務省 総08 消防設備点検資格者 中規模以上の建物に設置されたスプリンクラー等の消防用設備等の点検を行う業
務

21 総務省 総09 防火対象物点検資格者 店舗等が入居する中規模以上の建物・雑居ビルにおける消防計画の作成状況、避
難経路の状況等の点検・報告を行う業務

資料５ 資格制度の概要（資格者の主な業務内容）
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22 総務省 総10 自衛消防組織統括管理者 大規模な建物における火災・地震等発生時の初期消火活動、通報、避難誘導を行
う業務

23 総務省 総11 防災管理者 大規模な建物における自衛消防組織の設置、地震災害等に対応した消防計画の作
成、避難訓練の実施等を行う業務

24 総務省 総12 防災管理点検資格者 大規模な建物における防災管理者の選任及び消防計画作成の届出、自衛消防組織
設置の届出、避難施設等の適切な管理等についての点検等を行う業務

25 法務省 法01 弁護士 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訴訟事件及
び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行
為その他一般の法律事務を行うこと。

26 法務省 法02 外国法事務弁護士 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、原資格国法に関する法律
事務を行うこと等

27 法務省 法03 司法書士 ①登記又は供託に関する手続の代理業務
②裁判所，検察庁又は（地方）法務局に提出する書類の作成業務等

28 法務省 法04 土地家屋調査士 ①不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又測量を
行う業務
②不動産の表示に関する登記の申請手続の代理業務等

29 法務省 法05 申請取次者 在留資格認定証明書の交付、在留資格の変更、在留期間の更新等の申請を行おう
とする外国人に代わって、申請書等を提出を行う業務

30 法務省 法06 公証人 当事者その他の関係人の嘱託により、①法律行為その他私権に関する事実につい
て公正証書を作成する業務、②私署証書に認証を与える業務及び③株式会社等の
定款に認証を与える業務等

31 財務省 財01 税理士 他人の求めに応じ、税務代理、税務書類の作成、税務相談等を行う業務

32 財務省 財02 通関士 他人の依頼に応じて税関官署に提出する申告書類等の内容の審査を行う業務

33 文部科学省 文01 技術士 科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する高等の専門的応用能力を
必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関
する指導を行う業務

34 文部科学省 文02 原子炉主任技術者※
＜経済産業省と共管＞

原子炉の運転に関して保安の監督を行う業務

35 文部科学省 文03 放射線取扱主任者 放射線障害の防止についての監督を行う業務

36 文部科学省 文04 教育職員 教諭：幼児の保育及び児童生徒の教育をつかさどる業務
助教諭：教諭の職務を助ける業務
講師：教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する業務
養護教諭：児童の養護をつかさどる業務
養護助教諭：養護教諭の職務を助ける業務
栄養教諭：児童の栄養の指導及び管理をつかさどる業務

37 文部科学省 文05 司書 図書館サービスの立案、収集方針の立案、資料の選択、分類の決定、参考業務、
読書会の運営等、図書館の専門的事務に従事する業務

38 文部科学省 文06 学校図書館司書教諭 学校図書館資料の選択・収集・提供などの学校図書館の学習・情報センターとし
ての機能が最大限に発揮されるよう学校図書館の運営・活用について中心的な役
割を担うとともに、子どもの読書活動に対する指導等を行う業務

39 文部科学省 文07 学芸員 博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業について
の専門的事項をつかさどる業務

40 文部科学省 文08 社会教育主事 地域の学習課題やニーズの把握・分析、企画立案やその企画の運営を通じた地域
における仕組みづくり、関係者・関係機関との広域的な連絡・調整、当該活動に
参画する地域の人材の確保・育成、情報収集・提供、相談・助言等を行う業務

41 厚生労働省 厚01 精神保健福祉士 精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院そ
の他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促
進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応
じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う業務

42 厚生労働省 厚02 外出介護員（ガイドヘル
パー）

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行う業務

43 厚生労働省 厚03 医師 医療及び保健指導を行う業務

44 厚生労働省 厚04 臨床検査技師 微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検
査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行う業務
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45 厚生労働省 厚05 診療放射線技師 ①放射線を人体に照射する業務
②磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令
で定めるものを用いた検査を行う業務

46 厚生労働省 厚06 衛生検査技師 細菌学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査、原虫・寄生虫
学的検査その他政令で定める検査を行う業務

47 厚生労働省 厚07 歯科医師 歯科医療及び保健指導行う業務

48 厚生労働省 厚08 歯科技工士 特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の作成、
修理、又は加工を行う業務

49 厚生労働省 厚09 歯科衛生士 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈殿物を機械的操作によって
除去すること、歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること等歯科診療の補助、歯
科保健指導を行う業務

50 厚生労働省 厚10 義肢装具士 義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行
う業務

51 厚生労働省 厚11 臨床工学技士 生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う業務

52 厚生労働省 厚12 柔道整復師 柔道整復を行う業務

53 厚生労働省 厚13 あん摩マッサージ指圧師 あん摩、マッサージ若しくは指圧を行う業務

54 厚生労働省 厚14 はり師 はりを行う業務

55 厚生労働省 厚15 きゅう師 きゅうを行う業務

56 厚生労働省 厚16 保健師 保健指導に従事する業務

57 厚生労働省 厚17 助産師 助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行う業務

58 厚生労働省 厚18 看護師 傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行う業務

59 厚生労働省 厚19 准看護師 傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行う業務

60 厚生労働省 厚20 看護師等確保推進者 病院の管理者を補佐し、看護師等の配置及び業務の改善に関する計画の策定その
他看護師等の確保に関する事項の処理を行う業務

61 厚生労働省 厚21 理学療法士 体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療
体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手
段を加える業務

62 厚生労働省 厚22 作業療法士 身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適
応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせる業務

63 厚生労働省 厚23 視能訓練士 両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及び
これに必要な検査を行う業務

64 厚生労働省 厚24 救急救命士 医師の指示の下に、救急救命処置を行う業務

65 厚生労働省 厚25 言語聴覚士 音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図る
ため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を
行う業務

66 厚生労働省 厚26 栄養士 栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事する業務

67 厚生労働省 厚27 管理栄養士 管理栄養士の名称を用いて、病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の
身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持
増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設
における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必
要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行う業務

68 厚生労働省 厚28 調理師 調理師の名称を用いて調理の業務に従事する者

資－134



番号
１

府省名
番号
２

制度名 資格者の主な業務内容

69 厚生労働省 厚29 専門調理師 技術審査の実技試験選択した試験科目に応じ、日本料理専門調理師、西洋料理専
門調理師、麺料理専門調理師、すし料理専門調理師、中国料理専門調理師、給食
用特殊料理専門調理師を称することができるもの

70 厚生労働省 厚30 建築物環境衛生管理技術
者

特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督を行う業務

71 厚生労働省 厚31 クリーニング師 溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯
する業務

72 厚生労働省 厚32 管理理容師 理容師である従業員の数が常時二人以上の理容所において、当該理容所の衛生的
な管理を行う業務

73 厚生労働省 厚33 管理美容師 美容師である従業員の数が常時二人以上の美容所において、当該美容所の衛生的
な管理を行う業務

74 厚生労働省 厚34 理容師 頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整える業務

75 厚生労働省 厚35 美容師 パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくする業務

76 厚生労働省 厚36 給水装置工事主任技術者 給水装置工事に関する技術上の管理、給水装置工事に従事する者の技術上の指導
監督、給水装置の基準適合性確認等を行う業務

77 厚生労働省 厚37 清掃作業監督者 登録営業所において清掃作業の監督を行う業務

78 厚生労働省 厚38 空気環境測定実施者 登録営業所において空気環境の測定を行う業務

79 厚生労働省 厚39 空調給排水管理監督者 登録営業所において空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検
査の監督を行う業務

80 厚生労働省 厚40 貯水槽清掃作業監督者 登録営業所において飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う業務

81 厚生労働省 厚41 防除作業監督者 登録営業所においてねずみ、昆虫等の防除作業の監督を行う業務

82 厚生労働省 厚42 統括管理者 登録営業所において建築物環境衛生総合管理業の業務全般の統括を行う業務

83 厚生労働省 厚43 ダクト清掃作業監督者 登録営業所において建築物の空気調和用のダクトの清掃作業の監督を行う業務

84 厚生労働省 厚44 ダクト清掃作業従事者 登録営業所において建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う業務

85 厚生労働省 厚45 水道技術管理者 ①水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査を行う業務
②給水を開始する際の水質検査及び施設検査を行う業務
③給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかどうかの検査を行う業務 等

86 厚生労働省 厚46 清掃作業従事者 登録営業所において建築物において床、内壁及びカーペット等の清掃作業を行う
業務

87 厚生労働省 厚47 貯水槽清掃作業従事者 登録営業所において受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う業
務

88 厚生労働省 厚48 排水管清掃作業監督者 登録営業所において建築物の排水管の清掃作業の監督を行う業務

89 厚生労働省 厚49 排水管清掃作業従事者 登録営業所において建築物の排水管の清掃を行う業務

90 厚生労働省 厚50 防除作業従事者 登録営業所において建築物におけるねずみ、昆虫等の防除を行う業務

91 厚生労働省 厚51 食品衛生管理者 ①乳製品、食品添加物等の製造・加工を行う施設において、食品衛生法等に係る
違反が行われないように、当該食品等の製造・加工に従事する者の監督を行う業
務
②法令違反又は食品衛生上の危害の発生防止のため、当該施設における衛生管理
の方法その他食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者
に対して必要な意見を述べる業務

92 厚生労働省 厚52 製菓衛生師 都道府県知事の免許を受けることで、菓子製造業に従事する際に名乗ることがで
きるもの
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93 厚生労働省 厚53 食鳥処理衛生管理者 食鳥処理に関して、食鳥検査に関する法律又は食鳥検査に関する法律に基づく命
令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監督
し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意を行う
業務

94 厚生労働省 厚54 薬剤師 調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる業務

95 厚生労働省 厚55 登録販売者 第２類医薬品及び第３類医薬品について、厚生労働省令で定めるところにより販
売又は授与し、またその適正な使用のために必要な情報を提供すること等の業務

96 厚生労働省 厚56 向精神薬取扱責任者 向精神薬営業所において、その管理に係る向精神薬に関して法の規定等に違反す
る行為が行われないように、その向精神薬に関する業務に従事する者の監督を行
う業務

97 厚生労働省 厚57 毒物劇物取扱責任者 毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる業務

98 厚生労働省 厚58 医療機器の総括製造販売
責任者

医療機器の製造の実地管理を行う業務

99 厚生労働省 厚59 医療機器販売営業管理者 高度管理医療機器等の販売若しくは賃貸の実地管理を行う業務

100 厚生労働省 厚60 医療機器修理業責任技術
者

医療機器の修理の実地管理を行う業務

101 厚生労働省 厚61 社会福祉士 専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境
上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助
言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供
する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行う業務

102 厚生労働省 厚62 介護福祉士 専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生
活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者
及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務

103 厚生労働省 厚63 難病ホームヘルパー 難病患者等の家庭等において、入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要
な手助けを行う業務

104 厚生労働省 厚64 介護支援専門員 要介護者又は要支援者からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ
適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又
は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行
う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業
を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者との連絡調整等を行う業務

105 厚生労働省 厚65 居宅介護従業者 在宅の障がい児（者）の身体介護及び移動介護等を行う業務

106 厚生労働省 厚66 重度訪問介護従業者 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者につき、居宅における入
浴、排泄又は食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相
談及び助言その他生活全般にわたる援助及び外出時における移動中の介護を総合
的に行う業務

107 厚生労働省 厚67 行動援護従業者 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者等であって、常
時介護を要するものにつき、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避
するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行う業務

108 厚生労働省 厚68 福祉用具専門相談員 指定事業者が介護保険における福祉用具貸与及び販売を提供する際に、居宅要介
護者等が福祉用具を選定するに当たり、福祉用具に関する専門的知識に基づく助
言を行う業務

109 厚生労働省 厚69 訪問介護員 居宅において介護を受ける要介護者について、その者の居宅において入浴、排せ
つ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行う業務

110 厚生労働省 厚70 受胎調節実地指導員 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指
導を行う業務

111 厚生労働省 厚71 保育士 専門的知識及び技術を用いて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関し
て指導を行う業務

112 厚生労働省 厚72 年金数理人 厚生年金基金（連合会を含む。）、国民年金基金（連合会を含む。）及び確定給
付企業年金が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類が、適正
な年金数理に基づいて作成されていることの確認を行う業務

113 厚生労働省 厚73 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿の作成、申請書等の提出代行、申
請等についての事務代理、労務管理その他労働及び社会保険に関する事項につい
ての相談及び指導を行う業務

114 厚生労働省 厚74 勤労青少年福祉推進者 勤労青少年が職場に適応することを容易にするため、事業場にあって必要な指
導、相談、レクリエーション等の事項を担当する業務

115 厚生労働省 厚75 ボイラー技士 ボイラー（小型ボイラーを除く。）の取扱いの業務
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116 厚生労働省 厚76 ボイラー溶接士 ①ボイラー（小型ボイラーを除く。）の溶接業務
②第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボ
イラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力
以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務

117 厚生労働省 厚77 ボイラー整備士 ①ボイラー（小型ボイラー等を除く。）の整備を行う業務
②第一種圧力容器の整備を行う業務

118 厚生労働省 厚78 クレーン・デリック運転
士

つり上げ荷重が５トン以上のクレーン（跨線テルハを除く。）の運転を行う業務

119 厚生労働省 厚79 移動式クレーン運転士 つり上げ荷重が１トン以上の移動式クレーンの運転（道路交通法第２条第１項第
１号に規定する道路上を走行させる運転を除く。）を行うの業務

120 厚生労働省 厚80 揚貨装置運転士 制限荷重が５トン以上の揚貨装置の運転を行う業務

121 厚生労働省 厚81 発破技士 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点
検及び処理を行う業務

122 厚生労働省 厚82 潜水士 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機、手押しポンプによる送気やボンベからの給気
を受けて、水中において行う業務

123 厚生労働省 厚83 林業架線作業主任者 ①機械集材装置等の組立、解体作業等の方法及び労働者の配置を決定し、作業の
直接の指揮を行う業務
②材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除く業務
③作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況の監視を行う業務

124 厚生労働省 厚84 ガス溶接作業主任者 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加
熱の作業全般の責任者として作業方法の決定、作業者の指揮等を行う業務

125 厚生労働省 厚85 高圧室内作業主任者 高圧室内作業（潜かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作
業室又はシャフトの内部で行う作業に限る。）を行う場合は、高気圧障害を防止
する直接責任者として作業方法の決定、作業者の指揮等を行う業務

126 厚生労働省 厚86 エックス線作業主任者 エックス線装置などを使用する作業を行う際、技術的管理を行う業務

127 厚生労働省 厚87 ガンマ線透過写真撮影作
業主任者

ガンマ線照射装置を使って透過写真を撮影し、鋳物や溶接部分の内部の欠陥を探
し出す作業の安全を図るための器具の点検、立入禁止区域への侵入の有無の確認
等を行う業務

128 厚生労働省 厚88 特定第一種圧力容器取扱
作業主任者

①作業の方法を決定し、高圧室内作業者の直接の指揮を行う業務
②炭酸ガス及び有毒ガス（一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以
外のガスであって、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのある
ものをいう。）の濃度を測定するための測定器具の点検を行う業務
③高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は退出させるときに、当該高圧室内作
業者の人数の点検を行う業務

129 厚生労働省 厚89 衛生管理者 以下の事項のうち、衛生に係る技術的事項の管理を行う業務
①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること

130 厚生労働省 厚90 木材加工用機械作業主任
者

木材加工用機械が５台以上設置されている事業場等において作業の指揮監督を行
う業務

131 厚生労働省 厚91 プレス機械作業主任者 動力プレス機械を５台以上有する事業場で労働災害等が発生したないよう指揮監
督を行う業務

132 厚生労働省 厚92 乾燥設備作業主任者 乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で労働災害等が発生しないよう指揮監督を
行う業務

133 厚生労働省 厚93 コンクリート破砕器作業
主任者

コンクリート破砕器による破砕作業に従事する作業者の直接の指揮監督を行う業
務

134 厚生労働省 厚94 地山の掘削及び土止め支
保工作業主任者

地山の掘削及び土止め支保工の組立て、解体等の作業に従事する作業者の直接の
指揮監督を行う業務

135 厚生労働省 厚95 ずい道等の掘削等作業主
任者

ずい道等の掘削等（ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保
工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業）の
作業に従事する労働者の指揮等を行う業務

136 厚生労働省 厚96 ずい道等の覆工作業主任
者

ずい道型枠支保工の組立、移動、解体してコンクリートを打設する作業の指揮監
督を行う業務

137 厚生労働省 厚97 採石のための掘削作業主
任者

掘削高さ２メートル以上の採石のための掘削作業の方法を決定し、作業の直接の
指揮を行う業務

138 厚生労働省 厚98 はい作業主任者 高さ２メートル以上のはい（倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷）のはい付
け又は、はいくずしの作業の指導を行う業務
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139 厚生労働省 厚99 船内荷役作業主任者 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業の直
接の指揮を行う業務

140 厚生労働省 厚100 型わく支保工の組立て等
作業主任者

仮設設備の組立て・解体作業を行う場合、作業の直接指揮を行う業務

141 厚生労働省 厚101 足場の組立て等作業主任
者

つり足場（ゴンドラのつり足場を除くもの）、張り出し足場、及び高さ５メート
ル以上の構造の足場の組立て、解体及び変更の作業の指揮を行う業務

142 厚生労働省 厚102 建築物等の鉄骨の組立て
等作業主任者

建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの（その高さ
が５メートル以上であるものに限る。）の組立て、解体又は変更の作業の指揮を
行う業務

143 厚生労働省 厚103 鋼橋架設等作業主任者 高さ５メートル以上等の鋼製橋梁の架設作業の直接の指揮を行う業務

144 厚生労働省 厚104 木造建築物の組立て等作
業主任者

軒の高さが５メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根
下地若しくは外壁下地の取付け作業の直接の指揮を行う業務

145 厚生労働省 厚105 コンクリート造の工作物
の解体等作業主任者

建設工事におけるコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業の指揮を行う業
務

146 厚生労働省 厚106 コンクリート橋架設等作
業主任者

橋梁の上部構造でコンクリート造のもの（高さが５メートル以上または支間が30
メートル以上の部分）を架設、又は変更の作業をする場合に作業方法、作業者の
配置の決定、直接の指揮を行う業務

147 厚生労働省 厚107 普通第一種圧力容器取扱
作業主任者

第一種圧力容器（蒸煮器、液体加熱器、消毒器等）で、一定規模以上のものの取
扱作業に従事する者の指揮及び設備管理等を行う業務

148 厚生労働省 厚108 化学設備関係第一種圧力
容器取扱作業主任者

第1種圧力容器（内部に大気圧を超える蒸気を受け入れて物を加熱する容器）の
うち、化学設備に関わるものの取扱い業務の直接の指揮を行う業務

149 厚生労働省 厚109 特定化学物質及び四アル
キル鉛等作業主任者

特定化学物質または四アルキル鉛を製造し、又は取扱う作業の直接の指揮を行う
業務

150 厚生労働省 厚110 鉛作業主任者 鉛作業に従事する労働者が鉛や鉛化合物により汚染されないよう労働者の指揮を
行う業務

151 厚生労働省 厚111 酸素欠乏危険作業主任者 酸素欠乏危険場所において作業を行う際に、中毒や欠乏にかかる事を防止し、傷
病者への応急手当等を行う業務

152 厚生労働省 厚112 酸素欠乏・硫化水素危険
作業主任者

マンホール内での作業や汚水汚泥を扱う等によって酸素欠乏症や硫化水素中毒に
かかる恐れのある第一種・第二種酸素欠乏危険場所の作業の指揮を行う業務

153 厚生労働省 厚113 有機溶剤作業主任者 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部等の場所において有機溶剤（当該
有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の５パーセン
トを超えて含有するものを含む。）を製造し、又は取り扱う業務

154 厚生労働省 厚114 石綿作業主任者 特定石綿等の製造・取扱い作業を行う事業者は石綿作業主任者技能講習を修了し
た者のうちから石綿作業主任者を選任し、これらの作業に従事する労働者が石綿
により汚染されないよう労働者を指揮する等石綿障害予防規則で定められた業務

155 厚生労働省 厚115 床上操作式クレーン運転
技能講習修了者

つり上げ荷重５トン以上の床上操作式（床上で運転し、かつ運転者が荷の移動と
ともに移動する方式のクレーン）の運転を行う業務

156 厚生労働省 厚116 小型移動式クレーン運転
技能講習修了者

つり上げ荷重1トン以上５トン未満の移動式クレーンの運転を行う業務

157 厚生労働省 厚117 ガス溶接技能講習修了者 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱を行う業務

158 厚生労働省 厚118 フォークリフト運転技能
講習修了者

最大荷重１トン以上のフォークリフトの運転を行う業務

159 厚生労働省 厚119 ショベルローダー等運転
技能講習修了者

最大積載荷重１トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転を行う
業務

160 厚生労働省 厚120 車両系建設機械（整地・
運搬・積込み用及び掘削
用）運転技能講習修了者

機体重量３トン以上の車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の運
転を行う業務

161 厚生労働省 厚121 車両系建設機械（解体
用）運転技能講習修了者

車両系建設機械（解体用）の運転を行う業務

162 厚生労働省 厚122 車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能講習修了
者

機体重量３トン以上の杭打機、バイブロ、アースドリル等の基礎工事用の機械の
運転を行う業務

163 厚生労働省 厚123 不整地運搬車運転技能講
習修了者

最大積載量が１トン以上の不整地運搬車の運転を行う業務
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164 厚生労働省 厚124 高所作業車運転技能講習
修了者

作業床高さが10メートル以上（無制限）の高所作業車を運転を行う業務

165 厚生労働省 厚125 玉掛け技能講習修了者 つり上げ荷重１トン以上のクレーン又は移動式クレーンで行う玉掛けの業務

166 厚生労働省 厚126 ボイラー取扱技能講習修
了者

小規模ボイラー（小規模ボイラーとは、胴の内径が750ミリ以下でその長さが
1,300ミリ以下の蒸気ボイラー、伝熱面積が３平方メートル以下の蒸気ボイ
ラー、伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー、伝熱面積が30平方メート
ル以下の貫流ボイラー）を取り扱う業務

167 厚生労働省 厚127 労働安全コンサルタント 事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行う業務

168 厚生労働省 厚128 労働衛生コンサルタント 事業場の労働衛生についての診断及びこれに基づく指導を行う業務

169 厚生労働省 厚129 作業環境測定士 事業場に立ち入り、有機溶剤、特定化学物質等の労働者の健康に重大な影響を及
ぼすおそれがあるものの測定を行う業務

170 厚生労働省 厚130 救護に関する技術的事項
を管理する者

建設業で、ずい道等の一定の仕事を行う事業場の事業者は、爆発、火災等に備え
て、その労働者の救護に関する技術的事項の管理を行う業務

171 厚生労働省 厚131 安全管理者 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置、安全
装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検を行う業務等

172 厚生労働省 厚132 衛生工学衛生管理者 有毒ガス、蒸気、粉塵などが発生する作業場で、作業環境を改善するための衛生
工学技術の知識を用いて、点検、改善指導等を行う業務

173 厚生労働省 厚133 安全管理士 労働災害防止に関する技術的な事項の指導及び援助を行う業務

174 厚生労働省 厚134 衛生管理士 労働災害防止に関する技術的な事項の指導及び援助を行う業務

175 厚生労働省 厚135 技能士 様々な職種に応じた技能検定に合格することで名乗ることができるもの

176 厚生労働省 厚136 職業訓練指導員 職業能力開発短期大学校等の職業能力開発施設で訓練指導を担当する業務

177 厚生労働省 厚137 障害者職業生活相談員 ①障害者の適職の選定、能力の開発向上等障害者が従事する職務の内容に関する
業務
②障害者の障害に応じた施設設備の改善等作業環境の整備に関する業務
③労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関する業務
④障害者の余暇活動に関する業務

178 農林水産省 農01 農業協同組合監査士 農業協同組合中央会が組合（農業協同組合及び農業協同組合連合会）に対して行
う監査業務への従事

179 農林水産省 農02 水産業協同組合監査士 漁業協同組合連合会（漁業協同組合及び水産加工業協同組合連合会）が会員（漁
業協同組合等）に対して行う監査業務への従事

180 農林水産省 農03 森林組合監査士 森林組合連合会が会員（都道府県森林組合連合会及び森林組合）に対して行う監
査業務への従事

181 農林水産省 農04 獣医師 飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事業務

182 農林水産省 農05 家畜人工授精師 家畜人工授精用精液を採取し、処理し、雌の家畜に注入する業務を行うほか、家
畜体外受精卵移植を行うために必要な作業である家畜未受精卵の採取・処理、家
畜体外受精、家畜体外受精卵の処理といった業務を行い、家畜体内受精卵移植及
び家畜体外受精卵移植業務を行う業務

183 農林水産省 農06 家畜商 家畜の売買若しくは交換又はそのあっせんを行う業務

184 農林水産省 農07 調教師（中央競馬） 中央競馬の競走のための馬の調教等

185 農林水産省 農08 調教師（地方競馬） 地方競馬の競走のための馬の調教等

186 農林水産省 農09 騎手（中央競馬） 中央競馬の競走のための騎乗
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187 農林水産省 農10 騎手（地方競馬） 地方競馬の競走のための騎乗

188 農林水産省 農11 飼料製造管理者 製造の過程において特別の注意を必要とする飼料及び飼料添加物を製造する際
に、法律又は法律に基づく処分の違反が行われないように必要な注意を行う業務

189 農林水産省 農12 土地改良換地士 土地改良区等が定めた換地計画に対して、意見を述べる業務

190 農林水産省 農13 普及指導員 農業者に対する農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活の改善
に関する科学的技術及び知識の普及指導

191 農林水産省 農14 林業普及指導員 森林所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に対する林業に関する技術
及び知識の普及指導

192 農林水産省 農15 水産業普及指導員 専門技術等に関する事項に係る調査、漁業者に対する技術及び知識の普及指導

193 経済産業省 経01 情報処理技術者 情報処理に関する業務

194 経済産業省 経02 弁理士 特許、実用新案、意匠、商標、国際出願、国際登録出願に関する特許庁における
手続代理

195 経済産業省 経03 砂利採取業務主任者 砂利採取の計画及び変更への参画等

196 経済産業省 経04 採石業務管理者 採取計画の作成及び変更への参画等

197 経済産業省 経05 航空工場検査員 航空機の製造・修理の確認、航空機用機器の製造証明、設備・技術の検定を行う
業務

198 経済産業省 経06 計量士 特定計量器の定期検査、検定及び取締り業務、計量管理に関する業務、計量器の
製造又は修理に関する技術者としての業務

199 経済産業省 経07 高圧ガス製造保安責任者 高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する業務

200 経済産業省 経08 液化石油ガス設備士 ＬＰガスの家庭用・業務用消費者のＬＰガス設備の配管工事を行う業務

201 経済産業省 経09 エネルギー管理士 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく報告書等の作成、エネルギーを
消費する設備の維持、使用方法の改善等の業務

202 経済産業省 経10 電気主任技術者 事業用電気工作物に関する工事、維持及び運用に関する保安監督を行う業務

203 経済産業省 経11 電気工事士 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う業務

204 経済産業省 経12 ガス主任技術者 一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督を
行う業務

205 経済産業省 経13 ガス消費機器設置工事監
督者

特定工事の施工における実地監督を行う業務

206 経済産業省 経14 火薬類取扱保安責任者 火薬庫の構造、位置又は設備が法第12条第１項の許可を受けないで変更されるこ
とがないように監督を行う業務等

207 経済産業省 経15 火薬類製造保安責任者 製造施設の構造、位置若しくは設備又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法
が法第10条第１項の許可を受けないで変更されることがないように監督を行う業
務等

208 経済産業省 経16 競輪選手 自転車競技法により開催される競輪競走への参加

209 経済産業省 経17 競輪審判員 競輪の審判に関する業務

210 経済産業省 経18 小型自動車競走選手 小型自動車競走法により開催される小型自動車競走への参加
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211 経済産業省 経19 小型自動車競走審判員 小型自動車競走の審判に関する業務

212 経済産業省 経20 ダム水路主任技術者 水力設備の工事、維持及び運用（電気的設備に係るものを除く。）に関する保安
監督を行う業務

213 経済産業省 経21 ボイラー・タービン主任
技術者

火力発電設備、原子力発電設備又は燃料電池発電設備の工事、維持及び運用に関
する保安監督を行う業務

214 経済産業省 経22 公害防止主任管理者※
＜環境省と共管＞

公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者の指揮を行う業務

215 経済産業省 経23 公害防止管理者※
＜環境省と共管＞

特定工場におけるばい煙発生施設や汚水等排出施設等及び処理施設の点検、使用
する原材料等の検査等を行う業務

216 経済産業省 経24 高圧ガス販売主任者 高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する業務

217 経済産業省 経25 高圧ガス移動監視者 高圧ガスの移動に係る監視に係る保安に関する業務を管理する業務

218 経済産業省 経26 特定高圧ガス取扱主任者 特定高圧ガスの消費に係る保安に関する業務を管理する業務

219 経済産業省 経27 作業監督者（鉱山保安法
に基づく）

鉱山の保安を確保するため、一定の作業の区分ごとに現場における労働者の指
揮・監督を行う業務

220 経済産業省 経28 作業監督者（深海底鉱業
暫定措置法に基づく）

深海底鉱業の保安を確保するため、一定の作業の区分ごとに現場における労働者
の指揮・監督を行う業務

221 経済産業省 経29 保安管理者（鉱山保安法
に基づく）

保安統括者を補佐して鉱山の保安に関する事項を統括管理する業務

222 経済産業省 経30 保安管理者（深海底鉱業
暫定措置法に基づく）

保安統括者を補佐して深海底鉱業の保安に関する事項を統括管理する業務

223 経済産業省 経31 特種電気工事資格者 自家用電気工作物のうち、ネオン及び非常用予備発電装置の工事を行う業務

224 経済産業省 経32 認定電気工事従事者 自家用電気工作物の電気工事のうち簡易な工事を行う業務

225 経済産業省 経33 充てん作業者 バルクローリ（充てん設備）から、バルク容器又はバルク貯槽への液化石油ガス
の充てん作業を行う業務

226 経済産業省 経34 中小企業診断士 中小企業の経営の診断等の業務

227 経済産業省 経35 核燃料取扱主任者 核燃料物質の取扱いに関する保安監督を行う業務

228 経済産業省 経36 原子炉主任技術者※
＜文部科学省と共管＞

原子炉の運転に関する保安監督を行う業務

229 国土交通省 国01 油濁防止管理者 船長を補佐し、船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行う業
務

230 国土交通省 国02 有害液体汚染防止管理者 船長を補佐し、船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管
理を行う業務

231 国土交通省 国03 溶接工 船体等の継手部の溶接を行う業務

232 国土交通省 国04 水先人 水先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導く業務

233 国土交通省 国05 船舶料理士 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第三種の従業制限を有する
漁船であって総トン数1,000トン以上のものに乗り組む船員に支給する食料の調
理及び当該調理の管理を行う業務

234 国土交通省 国06 救命艇手 食料、航海用具その他の物品の救命艇等への積込み、救命艇等の降下並びに海員
及び旅客の招集並びに救命艇等への誘導及び乗艇の指揮等を行う業務

235 国土交通省 国07 衛生管理者 船員の健康管理及び保健指導に関する業務等
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236 国土交通省 国08 主任技術者 小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理業務

237 国土交通省 国09 海技士（航海） 船舶職員（船長、航海士）としての職務

238 国土交通省 国10 海技士（機関） 船舶職員（機関長、機関士）としての職務

239 国土交通省 国11 海技士（通信） 船舶職員（通信長、通信士）としての職務

240 国土交通省 国12 海技士（電子通信） 「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度（ＧＭＤＳＳ）」に係る無線
電信等を有する船舶における船舶職員（通信長、通信士）としての職務

241 国土交通省 国13 小型船舶操縦士 小型船舶操縦者（小型船舶の船長）としての業務

242 国土交通省 国14 耐空検査員 滑空機の耐空証明検査及び修理改造検査を行う業務

243 国土交通省 国15 航空従事者 航空機に乗り組んでその運航を行う業務

244 国土交通省 国16 運航管理者（海上） 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制・方法に関する事項
に関する業務のうち現場業務である運航管理業務の統括管理を行う業務

245 国土交通省 国17 安全統括管理者（海上） 輸送の安全を確保するための事業運営の方針、組織及び情報連絡体制の整備、内
部監査の実施及び体制の見直し等、輸送の安全を確保するための種々の取組を実
施・維持する業務

246 国土交通省 国18 動力車操縦者 運転免許を受けた動力車（蒸気機関車、電気車、内燃車、新幹線電気車、磁気誘
導式電気車、磁気誘導式内燃車、無軌条電車）の操縦を行う業務

247 国土交通省 国19 海事代理士 他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶安全法、
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操
縦者法等の海事関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きを
し、又はこれらの手続に関する書類の作成を行う業務

248 国土交通省 国20 海事補佐人 海難審判（海難を発生させた海技士等に対する懲戒を行う準司法手続による審
判）に係る受審人等への助言・支援、審判手続への参加及び審判への出廷

249 国土交通省 国21 旅行業務取扱管理者 以下の事項についての事務を管理・監督する業務
①旅行に関する計画の作成に関すること
②旅行業務の取扱い料金の掲示に関すること
③旅行業約款の掲示及び備置きに関すること
④取引条件の説明に関すること
等

250 国土交通省 国22 旅程管理者のうち主任 主任として、旅程管理を行う業務

251 国土交通省 国23 通訳案内士 報酬を受けて、通訳案内（外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案
内をすることをいう。）を行う業務

252 国土交通省 国24 地域伝統芸能等通訳案内
業

地域伝統芸能等の通訳案内を行う業務

253 国土交通省 国25 地域限定通訳案内士 報酬を受けて業として、その資格を得た都道府県の区域において通訳案内（外国
人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。）を行う
業務

254 国土交通省 国26 観光圏内限定旅行業務取
扱管理者

旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提
供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要
な事項についての管理及び監督を行う業務

255 国土交通省 国27 検数人 船舶による輸出入貨物の積み卸しに際して①どんな貨物（品名・荷印・荷姿・荷
番）を、②どれだけ（個数・数量）、③どのような状態で受け渡ししたかを正確
に確認し、その結果を誰が見ても的確に理解できるように書類を記録し、受渡の
証明を行う業務。また、これに関連して荷役の進行状況の記録等の作成を行う業
務

256 国土交通省 国28 鑑定人 船舶への積込時の貨物の状態を確認し、海上輸送に適した積付けであるかの確認
を行う業務。また、港湾運送中に事故が発生し貨物に何らかの損害が生じた場
合、貨物の損害の調査、原因の鑑定を行う業務

257 国土交通省 国29 検量人 船舶による輸出入貨物に際して、①どんな貨物（種類・銘柄）を、②どれだけ
（個数・正味重量）、積み卸したかを正確に確認し、その結果を誰が見ても的確
に理解できるように書類に記録し、証明を行う業務
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258 国土交通省 国30 整備管理者 ①日常点検・定期点検について実施方法を定める業務
②日常点検結果の結果に基づく運行の可否の決定を行う業務
③定期点検等の実施計画を定める業務
④自動車車庫の管理を行う業務

259 国土交通省 国31 自動車整備士 自動車の保安基準その他の自動車の整備に関し、一定レベルの知識と技能を有
し、自動車の点検・整備を行う業務

260 国土交通省 国32 整備主任者 自動車の分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項の統括管理を行う業務

261 国土交通省 国33 登録運転者 指定地域内を発着とするタクシーによる旅客の運送を行う業務

262 国土交通省 国34 運行管理者（旅客自動
車）

事業用自動車（旅客自動車）の運行の安全の確保に関する業務

263 国土交通省 国35 安全統括管理者（旅客自
動車）

以下の事項に関する業務の統括管理
①輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関すること
②輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関すること
③輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関すること

264 国土交通省 国36 運行管理者（貨物自動
車）

事業用自動車（貨物自動車）の運行の安全の確保に関する業務

265 国土交通省 国37 安全統括管理者（貨物自
動車）

以下の事項に関する業務の統括管理
①輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関すること
②輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関すること
③輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関すること

266 国土交通省 国38 索道技術管理者 索道の運行の管理、索道施設の保守の管理、その他技術上の業務の管理を行う業
務

267 国土交通省 国39 安全統括管理者（索道） 索道事業の実施において、輸送の安全を確保するため、統括管理を行う業務

268 国土交通省 国40 安全統括管理者（鉄道） 鉄道事業の実施において、輸送の安全の確保に係る業務の統括管理を行う業務

269 国土交通省 国41 設計管理者 鉄道施設又は車両の設計が技術基準と適合していることの確認を行うとともに、
設計に関する業務が適確に実施されるよう管理を行う業務

270 国土交通省 国42 竣工確認者 完成した鉄道施設が技術基準に適合することの確認を行う業務

271 国土交通省 国43 竣工確認管理者 完成した鉄道施設が技術基準に適合することの確認を竣工確認者に実施させるな
ど、竣工の確認に関する業務が適確に実施されるよう管理を行う業務

272 国土交通省 国44 業務統括管理者 認定を受けた鉄道事業者の事務所全体の管理及び監督を行う業務

273 国土交通省 国45 気象予報士 気象業務法の規定により予報業務の許可を受けた事業者（地震動又は火山現象の
予報の業務のみの許可を受けた者を除く。）の下で、許可を受けた予報業務の一
環として、観測データ、各種天気図等収集した資料を用いて自然科学的知見に基
づき気象等の現象の予想に関する業務

274 国土交通省 国46 認定機長 航空運送事業の用に供する航空機（最大離陸重量5,700キログラム超の飛行機、
最大離陸重量9,800キログラム超の回転翼機に限る）に機長として乗り組む業務

275 国土交通省 国47 査察操縦士 所属する航空運送事業者内で機長の認定、定期審査等を行う業務

276 国土交通省 国48 不動産鑑定士 ①不動産の鑑定評価
②不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する
調査若しくは分析、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じる
業務

277 国土交通省 国49 土木施工管理技士 土木工事において、「監理技術者」又は「主任技術者」として、建設工事の施工
計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び建設工事の施工に従
事する者の技術上の指導監督を行う業務

278 国土交通省 国50 建設機械施工技士 建設機械を用いた施工において、「監理技術者」又は「主任技術者」として、建
設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び建設工
事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う業務

279 国土交通省 国51 管工事施工管理技士 管工事において「監理技術者」又は「主任技術者」として、建設工事の施工計画
の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び建設工事の施工に従事す
る者の技術上の指導監督を行う業務
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280 国土交通省 国52 造園施工管理技士 造園工事において、「監理技術者」又は「主任技術者」として、建設工事の施工
計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び建設工事の施工に従
事する者の技術上の指導監督を行う業務

281 国土交通省 国53 建築施工管理技士 建築工事において、「監理技術者」又は「主任技術者」として、建設工事の施工
計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び建設工事の施工に従
事する者の技術上の指導監督を行う業務

282 国土交通省 国54 電気工事施工管理技士 電気工事において、「監理技術者」又は「主任技術者」として、建設工事の施工
計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び建設工事の施工に従
事する者の技術上の指導監督を行う業務

283 国土交通省 国55 解体工事施工技士 工事現場における解体工事の施工の技術上の管理、解体工事の施工に従事する他
の者の監督を行う業務

284 国土交通省 国56 浄化槽設備士※
＜環境省と共管＞

浄化槽工事の実地監督を行う業務

285 国土交通省 国57 宅地建物取引主任者 宅地又は建物の売買、交換若しくは賃借の契約が成立するまでの間に、宅地建物
取引業者の相手方等に対して重要事項説明書の交付及び説明を行うこと並びに重
要事項説明書への記名押印等を行う業務

286 国土交通省 国58 測量士・測量士補 測量に関する計画を作製、又は実施を行う業務

287 国土交通省 国59 管理業務主任者 重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、契約の成立時の書面への記名押
印、管理事務の報告を行う業務

288 国土交通省 国60 安全担当者 ①船内において、作業設備及び作業用具の点検及び整備に関する業務
②船内において、安全装置、検知器具、消火器具、保護具その他危害防止のため
の設備及び用具の点検及び整備に関する業務

289 国土交通省 国61 衛生担当者 医師又は衛生管理者の乗り組まない船舶において、
①居住環境衛生の保持に関する業務
②食料及び用水の衛生の保持に関する業務
③医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の点検及び整備に関する業務

290 国土交通省 国62 危険物等取扱責任者 危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物の積込み及び取卸しの作業に関する
計画の立案、当該作業の指揮監督、当該作業に関し必要な船外との通信連絡、当
該貨物に係る保安監督を行う業務

291 国土交通省 国63 自動車検査員 指定自動車整備事業者が整備した自動車が保安基準に適合する旨の証明を行う業
務

292 国土交通省 国64 消火作業指揮者 ①消火設備及び消火器具の点検及び整備に関する業務
②火災が発生した場合の消火作業の指揮に関する業務
③発生した火災の原因の調査に関する業務
④火災の予防に関する教育並びに消火作業に関する教育及び訓練に関する業務

293 国土交通省 国65 倉庫管理主任者 ①倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関する業務
②倉庫管理業務の適正な運営の確保に関する業務
③労働災害の防止に関する業務
④現場従業員の研修に関する業務

294 国土交通省 国66 設計者資格（宅地造成等
規制法に基づく）

宅地造成等規制法施行令で定める一定の措置（「高さが５メートルを超える擁壁
の設置」及び「切土又は盛土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土
地における排水施設の設置」）に関する工事の設計

295 国土交通省 国67 設計者資格（都市計画法
に基づく）

一定規模以上（１ヘクタール以上）の開発行為の許可申請に必要な設計図書の作
成

296 国土交通省 国68 特殊建築物等調査資格者 特殊建築物等の定期調査及び国等の公共建築物の定期点検を行う業務

297 国土交通省 国69 昇降機検査資格者 昇降機について検査を行う業務

298 国土交通省 国70 建築設備検査資格者 劇場、映画館等の建築物の昇降機以外の建築設備について検査を行う業務

299 国土交通省 国71 管理主任技術者（ダム） ダム（河川法第26条第１項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂ま
での高さが15メートル以上のものをいう。）の維持・操作その他の管理を適正に
行う業務

300 国土交通省 国72 建築士 ①建築物の設計及び工事監理を行う業務
②建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑
定に関する業務
③建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務

301 国土交通省 国73 建築設備士 大規模な建築物その他の建築物の建築設備に係る設計または工事監理を行う建築
士に対し、意見を述べる業務

302 国土交通省 国74 監理技術者資格者証の交
付を受けている者

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に
関する重要な建設工事で、下請金額が3,000万円（建築一式工事については4,500
万円）以上となる場合において、専任の監理技術者として、施工計画の作成、工
程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の技術上の
指導監督を行う業務
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303 国土交通省 国75 土地区画整理士 土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、仮換地の指定及び換地処分の
適正な実施などの専門的知識が必要な業務

304 国土交通省 国76 マンション管理士 マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他
マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の
相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務

305 国土交通省 国77 補償業務管理者 登録部門に係る補償業務の管理を行う業務

306 環境省 環01 狩猟免許 狩猟期間に法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等（捕獲又は殺傷）を行うことが可
能な免許

307 環境省 環02 臭気測定業務従事者（臭
気判定士）

嗅覚測定を行うに当たり、パネル（嗅覚を用いて臭気の有無を判定する者）の選
定、試料の採取、判定試験の実施、結果の求め方まですべての管理を行う業務

308 環境省 環03 環境カウンセラー 環境保全を行おうとする者に対して、環境保全及び環境保全活動に関する知識の
付与並びに環境保全活動に関する助言又は指導を行う業務

309 環境省 環04 浄化槽設備士※
＜国土交通省と共管＞

浄化槽工事の実地監督を行う業務

310 環境省 環05 廃棄物処理施設技術管理
者

一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して、法で規定する技術上の基
準に係る違反が行われないように、当該施設を維持管理する事務に従事する他の
職員の監督を行う業務

311 環境省 環06 浄化槽管理士 浄化槽管理士の名称を用いて、浄化槽管理者から委託を受けて浄化槽の保守点検
を行う業務

312 環境省 環07 浄化槽技術管理者 浄化槽の維持管理について技術的に高い知見を有し、専門的判断に基づき業務を
行い、浄化槽の維持管理に関して必要な改善措置を講ずる等の権限を有する業務

313 環境省 環08 浄化槽検査員 浄化槽の水質に関する検査を行う業務

314 環境省 環09 特別管理産業廃棄物管理
責任者

①特別管理産業廃棄物の排出状況の把握に関する業務
②特別管理産業廃棄物処理計画の立案に関する業務
③適正な処理の確保（保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マ
ニフェストの交付・保管等）に関する業務

315 環境省 環10 技術管理者 土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者として、当該土壌汚染状況調
査等に従事する他の者の監督を行う業務

316 環境省 環11 公害防止主任管理者※
＜経済産業省と共管＞

公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者の指揮を行う業務

317 環境省 環12 公害防止管理者※
＜経済産業省と共管＞

特定工場におけるばい煙発生施設や汚水等排出施設等及び処理施設の点検、使用
する原材料等の検査等を行う業務

資－145




