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実 施 公 示
受検申請書の受付
実技試験問題公表
実技試験実施
合 格 発 表

２

能

公示職種

○ 後 期

期

備

9月 2日(木)
10月 4日(月)～ 10月15日(金)
11月26日(金)：（一部職種を除く）
12月 3日(金)～ 令和4年2月13日(日)
令和4年3月11日(金)

特級 ２５職種
随 時
２級

特級 ２５職種

考

通年の検定は、年度
をとおして随時受け
付け、随時試験、随
時合格発表とする。

１・２級 ２８職種３４作業
単一等級 １職種１作業
３級 １７職種１９作業
３３職種４０作業
３級 ４４職種６４作業
基礎級 ４４職種６８作業

１・２級 ２８職種３４作業

単一等級 １職種１作業

職 種 名 （作 業 名）

３級 １７職種１９作業

学 科 試 験 日

［特級］

職 種 名 （作 業 名）
［１・２級］（続き）

令和4年
鋳造
金属熱処理
機械加工
放電加工
金型製作
金属プレス加工
工場板金
めっき
仕上げ
機械検査
ダイカスト
電子機器組立て
電気機器組立て
半導体製品製造
プリント配線板製造
自動販売機調整
光学機器製造
内燃機関組立て
空気圧装置組立て
油圧装置調整
建設機械整備
婦人子供服製造
紳士服製造
プラスチック成形
パン製造

令和4年

※の職種の実技試験は実施しない

令和4年
１月３０日（日）
建築大工（大工工事作業）
１月３０日（日）
かわらぶき（かわらぶき作業）
１月３０日（日）
配管（建築配管作業）
１月３０日（日）
型枠施工（型枠工事作業）
１月３０日（日）
鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業）
１月３０日（日）
鉄筋施工（鉄筋組立て作業）
１月３０日（日）
コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）
１月３０日（日）
防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業）
１月３０日（日）
防水施工（改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業）
１月３０日（日）
樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）
１月３０日（日）
機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）
１月３０日（日）
電気製図（配電盤・制御盤製図作業）
１月３０日（日）
印章彫刻（木口彫刻作業）
１月３０日（日）
塗装（鋼橋塗装作業）
１月３０日（日）
１月３０日（日）
１月３０日（日）
１月３０日（日）
１月３０日（日）
１月３０日（日） ［３ 級］
１月３０日（日）
１月３０日（日）
機械加工（普通旋盤作業）
１月３０日（日）
機械検査（機械検査作業）
１月３０日（日）
電子機器組立て（電子機器組立て作業）
１月３０日（日）
電気機器組立て（シーケンス制御作業）
プリント配線板製造（プリント配線板設計作業）
プリント配線板製造（プリント配線板製造作業）

［１・２級］
さく井（パーカッション式さく井工事作業）
さく井（ロータリー式さく井工事作業）
金属溶解（鋳鉄溶解作業）
金型製作（プレス金型製作作業）
工場板金（機械板金作業）
工場板金（数値制御タレットパンチプレス板金作業）
金属ばね製造（薄板ばね製造作業）
機械検査（機械検査作業）
電気機器組立て（シーケンス制御作業）
半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）
半導体製品製造（集積回路組立て作業）
プリント配線板製造（プリント配線板設計作業）
プリント配線板製造（プリント配線板製造作業）
※時計修理（時計修理作業）
空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）
農業機械整備（農業機械整備作業）
冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）
婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製作業）
石材施工（石材加工作業）
パン製造（パン製造作業）

学 科 試 験 日

※時計修理（時計修理作業）
冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）
家具製作（家具手加工作業）
建築大工（大工工事作業）
かわらぶき（かわらぶき作業）
配管（建築配管作業）
型枠施工（型枠工事作業）
鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業）
鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

１月３０日（日）
１月３０日（日）
１月２３日（日）
１月３０日（日）
１月３０日（日）
１月３０日（日）
２月６日（日）
１月２３日（日）
テクニカルイラストレーション（テクニカルイラストレーションＣＡＤ作業）
１月２３日（日）
機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）
２月６日（日）
電気製図（配電盤・制御盤製図作業）
２月６日（日）
貴金属装身具製作（貴金属装身具製作作業）
２月６日（日）
２月６日（日）
１月３０日（日）
２月６日（日）
１月３０日（日） ［単一等級］
１月３０日（日）
１月２３日（日）
電子回路接続（電子回路接続作業）
１月３０日（日）
１月３０日（日）

２月６日（日）
２月６日（日）
１月２３日（日）
１月２３日（日）
２月６日（日）
２月６日（日）
２月６日（日）
１月３０日（日）
１月３０日（日）
２月６日（日）
１月３０日（日）
２月６日（日）
１月３０日（日）
２月６日（日）

令和4年
２月６日（日）
２月６日（日）
２月６日（日）
１月２３日（日）
２月６日（日）
２月６日（日）
１月３０日（日）
１月３０日（日）
１月３０日（日）
２月６日（日）
２月６日（日）
１月２３日（日）
１月２３日（日）
２月６日（日）
２月６日（日）
２月６日（日）
１月３０日（日）
２月６日（日）
１月３０日（日）

令和4年２月６日（日）

〇 随 時

２級 ３３職種４０作業

３級 ４４職種６４作業

基礎級 ４４職種６８作業

職 種 名 （作 業 名）
［２級］
鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）
鍛造（ハンマ型鍛造作業）
機械加工（普通旋盤作業）
機械加工（数値制御旋盤作業）
機械加工（フライス盤作業）
機械加工（マシニングセンタ作業）
金属プレス加工（金属プレス作業）
鉄工（構造物鉄工作業）
建築板金（内外装板金作業）
工場板金（機械板金作業）
めっき（電気めっき作業）
仕上げ（金型仕上げ作業）
機械検査（機械検査作業）
ダイカスト（ホットチャンバダイカスト作業）
ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業）
電子機器組立て（電子機器組立て作業）
電気機器組立て（変圧器組立て作業）
電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）
プリント配線板製造（プリント配線板製造作業）
冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）
婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製作業）
寝具製作（寝具製作作業）
家具製作（家具手加工作業）
印刷（オフセット印刷作業）
製本（製本作業）
プラスチック成形（射出成形作業）
パン製造（パン製造作業）
ハム・ソーセージ・ベーコン製造（ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業）
建築大工（大工工事作業）
とび（とび作業）
タイル張り（タイル張り作業）
型枠施工（型枠工事作業）
鉄筋施工（鉄筋組立て作業）
コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）
内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業）
熱絶縁施工（保温保冷工事作業）
塗装（建築塗装作業）
塗装（金属塗装作業）
塗装（噴霧塗装作業）
工業包装（工業包装作業）

職 種 名 （作 業 名）
［３級・基礎級］
さく井（パーカッション式さく井工事作業）
さく井（ロータリー式さく井工事作業）
鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）
鋳造（非鉄金属鋳物鋳造作業）
鍛造（ハンマ型鍛造作業）
機械加工（普通旋盤作業）
機械加工（数値制御旋盤作業）
機械加工（フライス盤作業）
機械加工（マシニングセンタ作業）
金属プレス加工（金属プレス作業）
鉄工（構造物鉄工作業）
建築板金（内外装板金作業）
工場板金（機械板金作業）
めっき（電気めっき作業）
仕上げ（金型仕上げ作業）
仕上げ（機械組立仕上げ作業）
機械検査（機械検査作業）
ダイカスト（ホットチャンバダイカスト作業）
ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業）
電子機器組立て（電子機器組立て作業）
電気機器組立て（変圧器組立て作業）
電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）
プリント配線板製造（プリント配線板製造作業）
冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）
婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製作業）
寝具製作（寝具製作作業）
家具製作（家具手加工作業）
建具製作（木製建具手加工作業）
紙器・段ボール箱製造（印刷箱打抜き作業）
紙器・段ボール箱製造（印刷箱製箱作業）
紙器・段ボール箱製造（貼箱製造作業）
紙器・段ボール箱製造（段ボール箱製造作業）
印刷（オフセット印刷作業）
製本（製本作業）
プラスチック成形（圧縮成形作業）
プラスチック成形（射出成形作業）
プラスチック成形（ブロー成形作業）
石材施工（石材加工作業）
石材施工（石張り作業）
パン製造（パン製造作業）
ハム・ソーセージ・ベーコン製造（ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業）
建築大工（大工工事作業）
かわらぶき（かわらぶき作業）
とび（とび作業）
左官（左官作業）
タイル張り（タイル張り作業）
配管（建築配管作業）
型枠施工（型枠工事作業）
鉄筋施工（鉄筋組立て作業）
コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）
防水施工（シーリング防水工事作業）
内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業）
内装仕上げ施工（カーペット系床仕上げ工事作業）
内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）
内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業）
熱絶縁施工（保温保冷工事作業）
サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）
ウェルポイント施工（ウェルポイント工事作業）
表装（壁装作業）
塗装（建築塗装作業）
塗装（金属塗装作業）
塗装（鋼橋塗装作業）
塗装（噴霧塗装作業）
工業包装（工業包装作業）

［基礎級］
仕上げ（治工具仕上げ作業）
電気機器組立て（回転電機組立て作業）
電気機器組立て（回転電機巻線製作作業）
プリント配線板製造（プリント配線板設計作業）

※ 随時の２級試験については、受検しようとする職種に係る随時の３級の実技試験に合格した者に限り受けることができるものとする。
※ 随時の３級試験については、受検しようとする職種に係る基礎級又は旧規則に掲げる基礎１級若しくは基礎２級に合格した者に限り受けることができるものとする。

