資格等の必要な業務
業務の種類

発破の業務

揚貨装置の運転

ボイラの取扱い

小型ボイラの取扱い

免許・技能講習資格を必要とする業務

特別教育を必要とする業務

・発破技士免許
・火薬類取扱保安責任者免状
発破の場合におけるせん孔、
・甲乙丁種上級保安技術職員
装てん、結線、点火並びに不
試験（甲乙種発破係員試験、
発の装薬又は残薬の点検及
甲丁種坑外保安係員試験、
び処理の業務
甲乙丁種坑内保安係員試験
に合格したもの）
制限荷重が５トン以上の揚貨
制限荷重５トン未満の揚貨装 揚貨装置の運転の業務に係
・揚貨装置運転士免許
装置の運転の業務
置の運転の業務
る特別教育
・特級ボイラ技士免許
ボイラの取扱いの業務
・一級ボイラ技士免許
（小型ボイラを除く）
・二級ボイラ技士免許
・胴の内径、長さが規定以下
1.特級ボイラ技士免許
の蒸気ボイラ
一級ボイラ技士免許
・電熱面積が規定以下の蒸気
二級ボイラ技士免許
ボイラ、温水ボイラ、貫流ボイ
2.ボイラ取扱技能講習
ラ
小型ボイラ（令第１条４号の小 小型ボイラの取扱いの業務に
型ボイラ）の取扱いの業務
係る特別教育
ボイラ及び第一種圧力容器の

特別ボイラ溶接士免許

ボイラ及び第一種圧力 溶接の業務
容器の溶接の業務
溶接部の厚さが２５ミリ以下等 特別ボイラ溶接士免許
の溶接の業務

吊上げ荷重が５トン以上のク
レーン（跨線テルハを除く）の
クレーン運転士免許
運転の業務（下記の業務以
外）

潜水の業務

ガス溶接等の業務

フォークリフトの運転

令２０条３号
ボイラー則２３条２
則３６条１４号
ボイラ則９２条

令２０条５号
ボイラ則７０条
吊上げ荷重が５トン未満のク クレーンの運転の業務に係る 令２０条６号
レーンの運転の業務
特別教育
則３６条１５号

令２０条６号
クレーン則２２条

吊上げ荷重が５トン以上の移
動式クレーンの運転（道路上
移動式クレーン運転士免許
を走行させる運転を除く）の業
務

令２０条７号

吊上げ荷重が５トン未満１トン
吊上げ荷重が１トン未満の移
・移動式クレーン運転士免許
以上の移動式クレーンの運転
動式クレーンの運転（道路上 移動式クレーンの業務に係る
・小型移動式クレーン運転技
（道路上を走行させる運転を
を走行させる運転を除く）の業 特別教育
能講習
除く）の業務
務
吊上げ荷重が５トン以上のデ
デリック運転士免許
リックの運転の業務
潜水器を用い、かつ、空気圧
縮機もしくは手押しポンプによ
る送気又はボンベからの給気
を受けて、水中において行う
業務
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
熱の業務
最大荷重（フォークリフトの構
造及び材料に応じて基準荷重
中心に負荷させることができ
る最大の荷重）が１トン以上の
フォークリフトの運転（道路上
を走行させる運転を除く）の業
務

・令２０条７号
クレーン則６８条
・則３６条１６号
クレーン則６７条
令２０条８号
吊上げ荷重が５トン未満のデ デリックの運転の業務に係る
則３６条１７号
リックの運転の業務
特別教育
クレーン則１０７条

潜水士免許

令２０条９号

・ガス溶接作業主任者免許
・ガス溶接技能講習修了者
・その他労働大臣が定める者

令２０条１０号

・フォークリフト運転技能講習
最大荷重１トン未満のフォーク
・職業能力開発促進法に基づ
フォークリフトの運転の業務に 令２０条１１号
リフトの運転（道路上を走行さ
くフォークリフトの訓練受講者
係る特別教育
則３６条５号
せる運転を除く）の業務
・その他労働大臣が定める者

機体重量が３トン以上の整
地・運搬・積込み・及び掘削用
車両系建設機械の運転 建設機械で動力を用い、か
（整地・運搬・積込み・掘 つ、不特定の場所に自走する
ことができるものの運転（道路
削用）
上を走行させる運転を除く）の
業務

・車両系建設機械運転技能講
習（整地・運搬・積込み用及び
掘削用）
・建設機械施工技術検定合格
者
・職業能力開発促進法に基づ
く建設機械運転の訓練修了者
・その他労働大臣が定める者

機体重量が３トン以上の基礎
工事用建設機械で動力を用
車両系建設機械の運転 い、かつ、不特定の場所に自
走することができるものの運
（基礎工事用）
転（道路上を走行させる運転
を除く）の業務

・車両系建設機械運転技能講
習（基礎工事用）
・建設機械施工技術検定合格
者
・その他労働大臣が定める者

非自走式基礎工事用建
設機械の運転

令２０条３号
ボイラー則２３条

吊上げ荷重が５トン以上の跨 クレーンの運転の業務に係る
則３６条１５号
線テルハの運転の業務
特別教育

テルハの運転

デリックの運転

令２０条２号
則３６条６号

普通ボイラ溶接士免許

吊上げ荷重が５トン以上のク
レーン（跨線テルハを除く）の
・クレーン運転士免許
床上操作式クレーンの 運転の業務のうち、床上で操
・床上操作式クレーン運転技
作し、かつ、当該運転する者
運転
能講習
が荷の移動とともに移動する
方式のクレーンの運転の業務

移動式クレーンの運転

令２０条１号

令２０条４号
ボイラ則５５条

ボイラ及び第一種圧力 ボイラ及び第一種圧力容器の
ボイラ整備士免許
整備の業務
容器の整備の業務
クレーンの運転

法令

機体重量が３トン未満の整
地・運搬・積込み及び掘削用
建設機械で動力を用い、か
つ、不特定の場所に自走でき
るものの運転（道路上を走行
させる運転を除く）の業務
機体重量が３トン未満の基礎
工事用建設機械で動力を用
い、かつ、不特定の場所に自
走できるものの運転（道路上
を走行させる運転を除く）の業
務
基礎工事用建設機械で動力
を用い、かつ、不特定の場所
に自走できるもの以外のもの
の運転（道路上を走行させる
運転を除く）の業務

小型車両系建設機械（整地・
運搬・積込み用及び掘削用） ・令２０条１２号
の運転の業務に係る特別教 ・則３６条９号
育

小型車両系建設機械（基礎工
・令２０条１２号
事用）の運転の業務に係る特
・則３６条９号
別教育

基礎工事用建設機械の運転
則３６条９号２
の業務に係る特別教育

資格等の必要な業務
業務の種類

免許・技能講習資格を必要とする業務

機体重量が３トン以上の解体
用建設機械で動力を用い、か
車両系建設機械（解体 つ、不特定の場所に自走する
ことができるものの運転（道路
用）の運転
上を走行させる運転を除く）の
業務

・車両系建設機械運転技能講
習（解体用）
・建設機械施工技術検定合格
者
・その他労働大臣が定める者

コンクリートポンプ車の
作業装置の操作

高所作業車の運転

玉掛けの業務

研削といしの取替え等
の業務

動力プレスの金型取付
け等の業務

アーク溶接の業務

電気取扱い業務

機械集材装置の運転

伐木等の業務

チェーンソー取扱いの
業務

機体重量が３トン未満の解体
用建設機械で動力を用い、か 小型車両系建設機械（解体
・令２０条１２号
つ、不特定の場所に自走でき 用）の運転の業務に係る特別
・則３６条９号
るものの運転（道路上を走行 教育
させる運転を除く）の業務
締固め用建設機械で動力を
用い、かつ、不特定の場所に ローラーの運転に係る特別教
則３６条１０号
自走できるものの運転（道路 育
上を走行させる運転を除く）の
コンクリートポンプ車の作業装
コンクリート打設用建設機械
置の操作の業務に係る特別 則３６条１０号２
の作業装置の操作の業務
教育

ローラーの運転

不整地運搬車の運転

法令

基礎工事用建設機械で動力
を用い、かつ、不特定の場所 車両系建設機械（基礎工事
に自走できるものの作業装置 用）の作業装置の操作の業務 則３６条９号３
の操作（車体上の運転者席に に係る特別教育
おける操作を除く）の業務

車両系建設機械（基礎
工事用）の作業装置の
操作

ショベルローダー等の
運転

特別教育を必要とする業務

最大荷重（ショベルローダー
又はフォークローダーの構造
及び材料に応じて負荷させる
ことができる最大の荷重）が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
（道路上を走行させる運転を
除く）の業務

・ショベルローダー等運転技
能講習
・職業能力開発促進法に基づ
くショベルローダー等の訓練
修了者
・その他労働大臣が定める者

最大荷重が１トン未満のショ
ベルローダー又はフォーク
ショベルローダー等の運転の ・令２０条１３号
ローダーの運転（道路上を走 業務に係る特別教育
・則３６条５号２
行させる運転を除く）の業務

・不整地運搬車技能講習
最大荷重が１トン以上の不整
最大積載重が１トン未満の不
・建設機械施工技術検定合格
不整地運搬車の運転の業務
地運搬車の運転（道路上を走
整地運搬車の運転（道路上を
者
に係る特別教育
行させる運転を除く）の業務
走行させる運転を除く）の業務
その他労働大臣が定める者
作業床の高さが１０メートル以
作業床の高さが１０メートル未
上の高所作業車の運転（道路 ・高所作業車運転技能講習 満の高所作業車の運転（道路 高所作業車の運転の業務に
上を走行させる運転を除く）の ・その他労働大臣が定める者 上を走行させる運転を除く）の 係る特別教育
業務
業務
制限荷重が１トン以上の揚貨
・玉掛技能講習
装置又は吊上げ荷重が１トン
吊上げ荷重が１トン未満のク
・職業能力開発促進法に基づ
玉掛けの業務に係る特別教
以上のクレーン、移動式ク
レーン、移動式クレーン又は
く玉掛けの訓練修了者
育
レーンもしくはデリックの玉掛
デリックの玉掛けの業務
・その他労働大臣が定める者
けの業務

・令２０条１４号
・則３６条５号３
・令２０条１５号
・則３６条１０号４

・令２０条１６号
・則３６条１９号
クレーン則２２２条

研削といしの取替え又は取替 研削といしの取替え等の業務
則３６条１号
え時の試運転の業務
に係る特別教育
動力により駆動されるプレス
機械の金型、シヤーの刃部又
はプレス機械もしくはシヤー
の安全装置もしくは安全囲い
の取付け、取外し又は調整の
業務
アーク溶接機を用いて行う金
属の溶接、溶断等の業務
高圧もしくは特別高圧の充電
電路もしくは当該充電電路の
支持物の敷設、点検、修理も
しくは操作の業務、低圧の充
電電路の敷設もしくは修理の
業務又は配電盤室、変電室
等区画された場所に設置する
低圧の電路のうち充電部分が
露出している開閉器の操作の
業務
機械集材装置（集材機、架
線、搬器、支柱及びこれらに
附属する物により構成され、
動力を用いて、原木又は薪炭
材を巻き上げ、かつ、空中に
おいて運搬する設備）の運転
の業務
胸高直径が７０センチメートル
以上の立木の伐木、胸高直
径が２０センチメートル以上
で、かつ、重心が著しく偏して
いる立木の伐木、つりきりそ
の他特殊な方法による伐木又
はかかり木でかかっている木
の胸高直径が２０センチメート
ル以上であるものの処理の業
務
チェーンソーを用いて行う立
木の伐木、かかり木の処理又
は造材の業務（伐木等の業務
を除く）

動力プレス機械の金型等の
取付け、取外し又は調整の業 則３６条２号
務に係る特別教育
アーク溶接等の業務に係る特
則３６条３号
別教育

電気取扱い業務に係る特別
教育

則３６条４号

機械集材装置の運転の業務
則３６条７号
に係る特別教育

伐木等の業務に係る特別教
育

則３６条８号

チェーンソー取扱いの業務に
則３６条８号２
係る特別教育

ボーリングマシンの運
転の業務

ボーリングマシンの運転の ボーリングマシンの運転の
則３６条１０号３
業務
業務に係る特別教育

巻上げ機の運転

動力により駆動される巻上げ
機（電気ホイスト、エヤーホイ
巻上げ機の運転の業務に
則３６条１１号
スト及びこれら以外の巻上げ
機でゴンドラに係るものを除 係る特別教育
く）の運転の業務

資格等の必要な業務
業務の種類

軌道装置の動力車の運
転

建設用リフトの運転
ゴンドラの操作

免許・技能講習資格を必要とする業務

特別教育を必要とする業務

法令

動力車及び動力により駆動さ
れる巻上げ装置で、軌条によ
り人又は荷を運搬する用に供
軌道装置の動力車の運転
則３６条１３号
されるもの（鉄道営業法、鉄道
事業法又は軌道法の適用を の業務に係る特別教育
受けるものを除く）の運転の業
務
建設用リフトの運転の業務に 則３６条１８号
建設用リフトの運転の業務
係る特別教育
クレーン則１８３号
ゴンドラの操作の業務

ゴンドラ取扱い業務特別教育

則３６条２０号
ゴンドラ則１２条

潜水作業者への送気バ
ルブ等の操作

高圧室内作業に係る作業室
への送気の調節を行うための
高気圧業務特別教育
バルブ又はコックを操作する
業務
気閘室への送気又は気閘室
からの排気の調節を行うため
高気圧業務特別教育
のバルブ又はコックを操作す
る業務
潜水作業者への送気の調節
を行うためのバルブ又はコッ 高気圧業務特別教育
クを操作する業務

再圧室の操作

再圧室を操作する業務

高気圧業務特別教育

則３６条２４号
高圧則１１条

高圧室内作業に係る業
務

高圧室内作業に係る業務

高気圧業務特別教育

則３６条２４号２
高圧則１１条

四アルキル鉛等業務特別教
育

則３６条２５号
四鉛則２１条

酸素欠乏危険作業特別教育

則３６条２６号
酸欠則２１条

高圧室内作業に係る送
気バルブ等の操作
気閘室への送気バルブ
等の操作

四アルキル鉛等の業務

酸素欠乏危険場所にお
ける作業
特殊化学設備の取扱
い、整備及び修理の業
務
透過写真の撮影

加工施設等において核
燃料物質等を取扱う業
務
原子炉施設において核
燃料物質等を取扱う業
務
特定粉じん作業に係る
業務

ずい道等の掘削、覆工
等の業務

産業用ロボットの教示
等の業務

四アルキル鉛等について、製
造、又はガソリンに混入する
業務あるいはこれらに用いる
機械等の修理等の業務、汚
染されたあるいはおそれのあ
るタンク等の内部の業務、含
有する残さい物、入っているド
ラム缶等を取扱う業務、研究
の業務、汚染除去の業務
酸素欠乏危険場所（令別表
６）における作業に係る業務
特殊化学設備の取扱い、整備
及び修理の業務（令２０条５号
に規定する第１種圧力容器の
整備の業務を除く）

則３６条２２号
高圧則１１条
則３６条２３号
高圧則１１条

特殊化学設備の取扱い、整備
及び修理の業務に係る特別 則３６条２７号
教育

エックス線装置又はガンマ線
透過写真撮影業務に係る特
照射装置を用いて行う透過写
別教育
真の撮影の業務
加工施設、再処理施設又は
使用施設等の管理区域内に
おいて、核燃料物もしくは使
用済燃料又はこれらによって
汚染された物を取扱う業務
原子炉施設の管理区域内に
おいて、核燃料物質もしくは
使用済燃料又はこれらによっ
て汚染された物を取扱う業務
粉じん則２条１項３号の特定
粉じん作業（設備による注水
又は注油をしながら行う粉じ
ん則３条各号に掲げる作業に
該当するものを除く）に係る業
務
ずい道等の掘削の作業又は
これに伴うずり、資材等の運
搬、覆工のコンクリートの打設
等の作業（当該ずい道等の内
部において行われるものに限
る）に係る業務
産業用ロボットの可動範囲内
において当該産業用ロボット
について行うマニプレーター
の動作の順序、位置もしくは
速度の設定、変更もしくは確
認又は産業用ロボットの可動
範囲内において当該産業用ロ
ボットについて教示等を行う
労働者と共同して当該産業用
ロボットの可動範囲外におい
て行う当該教示等に係る機器
の操作の業務

則３６条２１号
高圧則１１条

則３６条２８号
電離則５２条５

加工施設等において核燃料
則３６条２８号２
物質等を取扱う業務に係る特
電離則５２条６
別教育
原子炉施設において核燃料
則３６条２８号３
物質等を取扱う業務に係る特
電離則５２条７
別教育

粉じん作業特別教育

則３６条２９号
粉じん則２２条

ずい道等の掘削、覆工等の業
則３６条３０号
務に係る特別教育

産業用ロボットの教示等の業
則３６条３１号
務に係る特別教育

資格等の必要な業務
業務の種類

産業用ロボットの検査
等の業務

タイヤ空気充填作業

免許・技能講習資格を必要とする業務

特別教育を必要とする業務

法令

産業用ロボットの可動範囲内
において行う当該産業用ロ
ボットの検査、修理もしくは調
整（教示等に該当するものは
除く）もしくはこれらの結果の
確認又は産業用ロボットの可 産業用ロボットの検査等の業
則３６条３２号
動範囲内において当該産業 務に係る特別教育
用ロボットの検査等を行う労
働者と共同して当該産業用ロ
ボットの可動範囲外において
行う当該検査等に係る機器の
操作の業務
自動車（２輪自動車を除く）用
タイヤの組立てに係る業務の
うち、空気圧縮機を用いて当 タイヤ空気充填作業特別教育 則３６条３３号
該タイヤに空気を充填する作
業

