技能検定は、以下の職種について実施しています。
技能検定は、以下の職種について実施しています。
試験申込み等は、職種に応じて最寄りの職業能力開発協会又は指定試験機
試験申込み等は、職種に応じて最寄りの職業能力開発協会又は指定試験機
関（民間機関）にお問い合わせください。
関（民間機関）にお問い合わせください。
平成

厚生労働省委託
厚生労働省委託
「若年技能者人材育成支援等事業」
「若年技能者人材育成支援等事業」

平成
年 月年 日現在
月 日現在

技能検定職種
技能検定職種
建 設 建関 設係 関

係

造園、さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、石材施工、建築大工、枠組
造園、さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、石材施工、建築大工、枠組
壁建築、かわらぶき、とび、左官、築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル
壁建築、かわらぶき、とび、左官、築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル
施工、タイル張り、配管、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート
施工、タイル張り、配管、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート
圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、カ
圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、カ
ーテンウォール施工、サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、
ーテンウォール施工、サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、
ウェルポイント施工、塗装、路面標示施工、広告美術仕上げ
ウェルポイント施工、塗装、路面標示施工、広告美術仕上げ

窯業・土木関係
窯業・土木関係

陶磁器製造
陶磁器製造

金 属 加金
工属
関加
係工 関 係

金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製
金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製
作、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、
作、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、
溶射、金属ばね製造、仕上げ、切削工具研削、ダイカスト、金属材料試験
溶射、金属ばね製造、仕上げ、切削工具研削、ダイカスト、金属材料試験

一 般 機一
械般
器機
具械 器 具
関係 関係

機械検査、機械保全、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、内燃機関組立て、
機械検査、機械保全、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、内燃機関組立て、

社会で活躍する技能士さん
社会で活躍する技能士さん

～～ごご案案内内～～

空気圧装置組立て、油圧装置調整、縫製機械整備、建設機械整備、農業機械整
空気圧装置組立て、油圧装置調整、縫製機械整備、建設機械整備、農業機械整
備、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図
備、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図

電気・精密機械
電気・精密機械
器具関係
器具関係

電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント
電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント

食 料 品
食関
料係
品 関 係

パン製造、菓子製造、製麺、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品
パン製造、菓子製造、製麺、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品

配線板製造、自動販売機調整、光学機器製造、電気製図
配線板製造、自動販売機調整、光学機器製造、電気製図
製造、みそ製造、酒造
製造、みそ製造、酒造

衣服・繊維製品
衣服・繊維製品
関係 関係

染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、和裁、寝具製作、帆布
染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、和裁、寝具製作、帆布

木材・木製品・
木材・木製品・
紙加工品関係
紙加工品関係

機械木工、木型製作、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、畳製作、
機械木工、木型製作、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、畳製作、

プ ラ スプ
チラ
ッス
クチ ッ ク
製品関係
製品関係

プラスチック成形、強化プラスチック成形
プラスチック成形、強化プラスチック成形

貴金属・装身具
貴金属・装身具
関係 関係

時計修理、貴金属装身具製作
時計修理、貴金属装身具製作

印 刷 製印
本刷
関製
係本 関 係

製版、印刷、製本
製版、印刷、製本

その他 その他

ウェブデザイン、
ウェブデザイン、
キャリアコンサルティング、
キャリアコンサルティング、
ピアノ調律、
ピアノ調律、
ファイナンシャル・
ファイナンシャル・

製品製造、布はく縫製
製品製造、布はく縫製
表装

表装

プランニング、知的財産管理、金融窓口サービス、着付け、レストランサービ
プランニング、知的財産管理、金融窓口サービス、着付け、レストランサービ
ス、ビル設備管理、園芸装飾、ロープ加工、情報配線施工、化学分析、印章彫
ス、ビル設備管理、園芸装飾、ロープ加工、情報配線施工、化学分析、印章彫
刻、ガラス用フィルム施工、塗料調色、義肢・装具製作、舞台機構調整、工業
刻、ガラス用フィルム施工、塗料調色、義肢・装具製作、舞台機構調整、工業
包装、写真、調理、ビルクリーニング、ハウスクリーニング、産業洗浄、商品
包装、写真、調理、ビルクリーニング、ハウスクリーニング、産業洗浄、商品
装飾展示、フラワー装飾
装飾展示、フラワー装飾

注：下線の15職種については、指定試験機関において実施
注：下線の15職種については、指定試験機関において実施

詳しくは
詳しくは

中央技能振興センター
中央技能振興センター

はじめに

職種を調べてみましょ う

私たちの生活の中には、たくさんの「ものづくり」が関わっています。
技能検定制度等に係るポータルサイト「技のとびら」（
）では、身近であ
りながら知られていない多くの仕事（職種）を分かりやすく紹介しています。
技能の習得レベルを評価する国家検定「技能検定」の他、技能士活用事例、技能競技大会、「ものづくりマイ
スター制度」「地域における技能イベント情報」等の情報もご覧いただけます。

「ものづくり」の世界で働く方の腕前を検定し、その結果を国が証明する「技能検定」という制度を知って
いますか？
職種 平成
年 月現在 で実施されており、 「技能士」とは、この技能検定試
この技能検定試験は、
験に合格した人に与えられる称号です。平成
年度までに延べ約602万人の技能士が誕生しています。
「技のとびら」では、これら技能士の職種の詳細や、技能検定について紹介しています。

〔例えば、こんな使い方があります〕

① ここをクリック！

？

・ものづくりの「職種」って？
・技能士ってなんだろう？
・・・
② ここをクリック！

技能士さんが活躍している職種について、シ
ーン・職業分野・ 音・キーワードごとに探す
ことができます。
③ 拡大して
クリックすると･･･

若い技能者が自分の技を競う競技大会の
情報を見ることができます。

優れた技能を持つ「ものづくり
マイスター」による実技指導の
情報を見ることができます。

世の中で活躍している
技能士さんを紹介して
います。

技能検定制度をよりよく活用するための職業訓練
情報や、給付金についてもご案内しています。

私たちの身近にある「ものづくり」
の職種は、こんなにたくさんある
のね。

④ 職種の内容や試験の概要が、紹介されています。

を

街の中にある色々な職種

１A 商店街・住宅地
商店街・住宅地（

職種）

技能検定制度とは

60 布はく縫製
74 菓子製造

73 パン製造

技能検定とは、働くうえで身につける、または必要とされる技

111 貴金属装身具製作
112 印章彫刻

58 寝具製作

能の習得レベルを評価する国家検定制度で、実技試験と学科試験

49 縫製機械整備

54 ニット製品製造

122 写真

により行われます。試験に合格すると合格証書が交付され、
「技能

43 時計修理

53 染色

71 陶磁器製造

7 着付け

士」と名乗ることができます。
〔技能検定のレベル〕

55 婦人子供服製造

57 和裁

技能検定には、現在、特級、１級、２級、３級に区分するもの、
56 紳士服製造

79 酒造

114 表装

78 みそ製造
12 さく井

64 建具製作

75 製麺

23 建築板金

験の程度は次のとおりです。

88 エーエルシーパネル施工

83 かわらぶき

103 バルコニー施工

特級…管理者または監督者が通常有すべき技能の程度

77 水産練り製品製造

82 枠組壁建築
90 畳製作

単一等級として等級を区分しないものがあります。それぞれの試

76 ハム・ソーセージ・
ベーコン製造

１級及び 単一等級…上級技能者が通常有すべき技能の程度
２級…中級技能者が通常有すべき技能の程度

119 義肢・装具製作

85 左官

３級…初級技能者が通常有すべき技能の程度

125 ハウスクリーニング
63 家具製作
81 建築大工

51 農業機械整備

87 ブロック建築

61 機械木工

試験は各都道府県で実施される
される

技能検定制度・技能士に係るロゴマーク

２

オフィス街・公園（2 9 職種）
120 舞台機構調整
124 ビルクリーニング
4 ファイナンシャル・プランニング

ことを目的とした「技能検定制度・技能士に係るロゴマーク」を
ロゴマークには、技能士が合格した等級に応じて用いるマーク
と、技能検定制度に関わる企業・団体・個人など誰でも使用でき

1 ウェブデザイン

6 金融窓口サービス

67 印刷
68 製本

及び「技能検定制度・技能士に係るロゴマーク使用マニュアル」をご参照ください。

5 知的財産管理

80 情報配線施工
8 レストランサービス

9 ビル設備管理

2 キャリアコンサルティング

127 商品装飾展示
65 紙器・段ボール箱製造

使用に当たっては、「技能検定制度・技能士に係るロゴマークの使用について」

3 ピアノ調律

123 調理 92 厨房設備施工

〔ロゴマークのデータ〕

※

128 フラワー装飾

66 製版

るマークがあり、いずれも無料で使用できます。

デザインは、
「Global」
「Ginou(技
能)」の「G」をモチーフとして作
成しています。

職種が行われています。

B オフィス街

厚生労働省では、技能検定制度・技能士を広く周知、普及する
とは
制定しています。

職種の合わせて

職種、指定試験機関で実施

59 帆布製品製造

10 園芸装飾

72 石材施工
116 路面標示施工
118 広告美術仕上げ

40 自動販売機調整
11 造園

24 工場板金
89 タイル張り

126 産業洗浄

C 工場

３

工場（３４職種）

世の中で活躍する技能士さん
86 築炉

現場で頑張っている技能士さんを「技のとびら」内の「技能士きらり！」

15 鍛造

14 鋳造

で紹介しています。

13 金属溶解

33 ダイカスト

「技能士きらり！」

16 金属熱処理
62 木型製作

18 機械加工

109 化学分析

21 金属プレス加工

110 金属材料試験

37 電気機器組立て

また、これまで培ってきた技能を引き継ぐ後継者の育成に取り組んでいる

46 内燃機関組立て
108 電気製図

企業の技能士活用事例も紹介しています。

47 空気圧装置組立て
39 プリント配線版製造
36 電子機器組立て

35 電子回路接続

106 テクニカルイラストレーション

「活かす〈技能士活用事例〉」

34 機械保全
28 金属ばね製造

38 半導体製造

技能士活用好事例集 リーフレット表面 A 2014.3.12

平成25年度厚生労働省委託事業

44 光学機器製造

平成 年度 若年技能者人材育成支援等事業における

70 強化プラスチック成形

25

107 機械・プラント製図
19 放電加工

技能士活用好事例集

20 金型製作
69 プラスチック成形

17 粉末冶金

中央職業能力開発協会

31 切削工具研削

30 仕上げ

平成25年度版

32 機械検査

若年技能者人材育成支援等事業における

25 めっき
中央職業能力開発協会

26 アルミニウム陽極酸化処理

技能競技大会とは

96 防水施工
115 塗装

とする以下の各種競技大会が開催されています。

117 塗料調色

１０１ サッシ施工

◎技能五輪全国大会
歳以下の青年技能者の技能レベルを競う競技大会です。毎年開催

されています。大会は、青年技能者の努力目標である他、広く一般国民に技

98 内装仕上げ施工

100 カーテンウォール施工

41 産業車両整備

９7 樹脂接着剤注入施工

も担っています。

121 工業包装

42 鉄道車両製造・整備

113 ガラス用フィルム施工

能に身近に触れる機会を提供し、技能の重要性や必要性をアピールする役割

27 溶射

93 型枠施工

84 とび

◎技能五輪国際大会
原則

102 自動ドア施工

歳以下の青年技能者による国際的な技能競技大会です。 年に

回開催され、日本代表選手の選考は、大会前年に行われる技能五輪全国大会

94 鉄筋施工

95 コンクリート圧送施工
22 鉄工

１０4 ガラス施工

で行われています。

29 ロープ加工

◎技能グランプリ
優れた技能を有する

52 冷凍空気調和機器施工

級技能士などが年齢に制限無く参加し、熟練した技

50 建設機械整備

能を競う全国規模の競技大会です。
◎若年者ものづくり競技大会
原則

中央職業能力開発協会

ビル建設現場（２６職種）
D４
ビル建設現場

若者の就業意欲の喚起や円滑な技能継承のため、技能五輪全国大会を始め

原則

技能士活用好事例集

歳以下の技能を習得中の若年者を対象とした競技大会です。

105 ウェルポイント施工
48 油圧装置調整

91 配管

99 熱絶縁施工

