
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

建設業の紹介 

ぜひ、ご覧下さい！！ 
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〔建設業への就職を考えているあなたへ〕 

このHPは建設業に興味を持たれた人達に、建設業の業種・職
種を簡単に紹介し、就職にあたっての問合せ先も紹介します。 



窓口の紹介1 

団体名 電話番号 HP 

国土交通省 中部地方整備局 
建政部 建設産業課

052-953-8572 http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/contents03.html 

①建設業全般に関する問合せ先

②労働条件全般に関する問合せ先

団体名 電話番号 HP 

岐阜県 厚生労働省岐阜労働局 
職業対策課 

058-245-1314 http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

静岡県 厚生労働省静岡労働局 
職業対策課 

054-271-9970 http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

愛知県 厚生労働省愛知労働局 
職業対策課 

052-219-5508 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

三重県 厚生労働省三重労働局 
職業対策課 

059-223-4627 http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/contents03.html
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


土木工事業

建築工事業

建設業

団体名 電話番号 HP 

岐阜県 （一社）岐阜県建設業協会 058-273-3344 http://www.gikenkyo.jp/ 

静岡県 （一社）静岡県建設業協会 054-255-0234 http://www.sizkk-net.or.jp/ 

愛知県 （一社）愛知県建設業協会 052-242-4191 http://www.aikenkyo.or.jp/ 

三重県 （一社）三重県建設業協会 059-224-4116 http://www.miekenkyo.or.jp/ 

総合建設業 （一社）日本建設業連合会 
中部支部

052-261-3808 http://www.nikkenren.com/ 
（一社）日本建設業連合会 

専門工事業 建設産業専門団体中部地
区連合会

052-681-6811 http://www.kensenren.or.jp/ 
（一社）建設産業専門団体連合会 

③企業に対するお問い合わせ

窓口の紹介2 

次頁以降へ

１１頁以降へ

④建設業の各業種に対するお問い合わせ

http://www.gikenkyo.jp/
http://www.sizkk-net.or.jp/
http://www.aikenkyo.or.jp/
http://www.miekenkyo.or.jp/
http://www.nikkenren.com/
http://www.kensenren.or.jp/


土木工事業

土木工事は、ダム・河川･トンネル・道路・下水道・橋・鉄道など
様々な構造物を造る仕事です。

構造物は様々な職種の人々の協力により人や物を動かして
ものを造りあげられます。

団体名 住所 電話番号 HP 

（一社）日本建設業連合会 
中部支部

名古屋市中区栄3-28-21 
愛知建設業会館5F 

052-261-3808 http://www.nikkenren.com/ 

（一社）岐阜県建設業協会 岐阜市薮田東1-2-2 058-273-3344 http://www.gikenkyo.jp/ 

（一社）静岡県建設業協会 静岡市葵区御幸町9-9 054-255-0234 http://www.sizkk-net.or.jp/ 

（一社）愛知県建設業協会 名古屋市中区栄3-28-21 052-242-4191 http://www.aikenkyo.or.jp/ 

（一社）三重県建設業協会 津市桜橋2-177-2 059-224-4116 http://www.miekenkyo.or.jp/ 

現場監督 連絡先

必要とされる資格

土木施工管理技士、管工事施工管理技士、造園工事施工
管理技士、電気工事施工管理技士、建設機械施工技士、
登録基幹技能者など

©建設産業人材確保・育成推進協議会 
 「建設のしごと」 

http://www.nikkenren.com/
http://www.gikenkyo.jp/
http://www.sizkk-net.or.jp/
http://www.aikenkyo.or.jp/
http://www.miekenkyo.or.jp/


現場監督（土木施工管理技士）

工事現場で作業をしながら作業員の統制をとる現場リーダー

現場監督の仕事

大学、短大、高専、専門学校、高校の
土木関係学科

二級土木施工管理技士 実地試験

一級土木施工管理技士

土木施工管理技士になるためのルート

実務経験 ３年

大学、短大、高専、専門学校、高校の
土木関係学科以外

中学校卒

大学卒３年、短大・高専・専門学校卒５
年、高校卒８年の実務経験

大学卒１年、短大・高専・専門学
校卒２年、高校卒３年の実務経験

大学卒２．５年、短大・高専・専
門学校卒３年、高校卒４．５年の
実務経験

大学卒４．５年、短大・高専・専門学校卒
７．５年、高校卒１１．５年の実務経験

実務経験 １５年

実務経験 ８年

品質管理・安全管理・工程管理
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現場監督（施工管理技士）

種類 必要となる業種 問合せ先

1～2級土木施工管理技士 
土木工事業、舗装工事業、プレスト
レスト・コンクリート工事業、管工事
業

（一財）全国建設研修センター  TEL 042-300-6860 
http://www.jctc.jp/ 

1～2級建築施工管理技士 

建築工事業 （一財）建設業振興基金    TEL 03-5473-1581 
試験内容等 http://www.fcip-shiken.jp/ 
問合せ先    http://www.fcip-
shiken.jp/modules/shitumon/index.php?content_id=1 

1～2級管工事施工管理技士 
管工事業、空調衛生設備工事業 （一財）全国建設研修センター  TEL 042-300-6855 

http://www.jctc.jp/ 

1～2級電気工事施工管理技士 

電気工事業 （一財）建設業振興基金   TEL 03-5473-1581 
試験内容等 http://www.fcip-shiken.jp/ 
問合せ先     http://www.fcip-
shiken.jp/modules/shitumon/index.php?content_id=1 

1～2級造園施工管理技士 
造園工事業 （一財）全国建設研修センター  TEL 042-300-6866 

http://www.jctc.jp/ 

1～2級建設機械施工技士 
機械土工工事業 （一社）日本建設機械施工協会 TEL 03-3433-1575 

http://www.jcmanet.or.jp/ 

http://www.jctc.jp/
http://www.fcip-shiken.jp/
http://www.fcip-shiken.jp/modules/shitumon/index.php?content_id=1
http://www.fcip-shiken.jp/modules/shitumon/index.php?content_id=1
http://www.jctc.jp/
http://www.fcip-shiken.jp/
http://www.fcip-shiken.jp/modules/shitumon/index.php?content_id=1
http://www.fcip-shiken.jp/modules/shitumon/index.php?content_id=1
http://www.jctc.jp/
http://www.jcmanet.or.jp/


建設工事の紹介 

土 木 ①

構造物をしっかり支えるため、地下深くまで地面を掘り、
基礎となる杭を打ちます。

ブルドーザやパワーショベルなどの建設機械を操作して
土を盛ったりする仕事です。
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©（一社）建設産業専門団体連合会「職人さんミュージアム」 

☆（一社）日本機械土工協会 中部支部
大府市横根町坊主山5-1 

山﨑建設(株)中部支店内 TEL 0562-46-2220 

http://www.jemca.jp/ 

☆（一社）日本機械土工協会 静岡支部

静岡県藤枝市潮105-5 

静岡県重機建設業(工)内 TEL 054-647-3231 

連絡先

連絡先

☆全国基礎工事業協同組合連合会

東京都江戸川区平井5-10-12 アイケイビル４Ｆ 

TEL 03-3612-6611 

http://www.kt.rim.or.jp/~zenkiren/ 

http://www.kt.rim.or.jp/~zenkiren/
http://www.jemca.jp/


建設工事の紹介 

土 木 ②

強いプレストレスト・コンクリート技術を使って、橋脚をつ
くったり、耐震補強の工事を行います。
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©（一社）建設産業専門団体連合会「職人さんミュージアム」 

名古屋市中村区名駅3-25-9（堀内ビル） 

(株)安部日鋼工業 中部支店分室内 TEL 052-541-2528 

http://www.pcken.or.jp/ 

連絡先
☆（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会 
中部支部

せつだんせんこうこうじ 

ダイヤモンド工具を用いて、コンクリートを切断するなどの
工事を行います。

連絡先

☆ダイヤモンド工事業協同組合 中部支部

名古屋市中川区服部5-1015-1 TEL 052-432-1695 

http://www.dca.or.jp/ 

http://www.pcken.or.jp/
http://www.dca.or.jp/


建設工事の紹介 

土 木 ③

土の中にアンカーボルトを埋め込むことによって、地滑り
などを防止します。

木や芝生を植えたり、庭園や緑地を作るなど、快適な空
間をプロデュースします。
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©（一社）建設産業専門団体連合会「職人さんミュージアム」 

連絡先

☆（一社）日本アンカー協会 中部支部
名古屋市中区栄1-16-6（名古屋三蔵ビル8階） 

日特建設(株)内  TEL 052-202-3211 

http://www.japan-anchor.or.jp/ 

連絡先

☆（一社）日本造園建設業協会 中部総支部

名古屋市昭和区駒方町1-24（USビル2階） 

 TEL 052-832-9111 

http://www.jalc.or.jp/index.php 

http://www.jflc.or.jp/ 

☆（一社）日本造園組合連合会 東海ブロック

静岡市清水区渋川395  TEL 054-270-7041 

http://www.japan-anchor.or.jp/
http://www.jalc.or.jp/index.php
http://www.jflc.or.jp/


建設工事の紹介 

土 木 ④

船舶が安全に航海できるように海底を掘り下げたり、港
湾や河川、湖沼に堆積したヘドロを取り去ってきれいに
する仕事です。

道路の表面を強化して、人や車が快適に通行できるよう
にする仕事です。

10 

©建設産業人材確保・育成推進協議会   「建設のしごと」 

連絡先

☆（一社）日本埋立浚渫協会

東京都港区赤坂3-3-5 住友生命山王ビル８階） 

TEL 03 -5549- 7468 

http://www.umeshunkyo.or.jp/ 

連絡先

☆（一社）日本道路建設業協会 中部支部

名古屋市中区錦3-7-9 
太陽生命名古屋第２ビル８階 

TEL 052-971-5310 

http://www.dohkenkyo.co.jp/ 

その他：浚渫（しゅんせつ）工事業

その他：舗装工事業

（一社）日本道路建設業協会

http://www.umeshunkyo.or.jp/
shp003
スタンプ

http://www.dohkenkyo.or.jp/


建築工事業

ビル・学校・図書館・病院・マンション・ホテル・工場など様々な
建築物を造る仕事です。

建築は、建築物の企画・設計・施工・維持管理を一致団結して
行い、様々な立場・職種の人々の協力によって完成する仕事
です。

団体名 住所 電話番号 HP 
（一社）岐阜県建設業協会 岐阜市薮田東1-2-2 058-273-3344 http://www.gikenkyo.jp/ 

（一社）静岡県建設業協会 静岡市葵区御幸町9-9 054-255-0234 http://www.sizkk-net.or.jp/ 

（一社）愛知県建設業協会 名古屋市中区栄3-28-21 052-242-4191 http://www.aikenkyo.or.jp/ 

（一社）三重県建設業協会 津市桜橋2-177-2 059-224-4116 http://www.miekenkyo.or.jp/ 

（一社）日本建設業連合会 
中部支部

名古屋市中区栄3-28-21 
愛知建設業会館5F 

052-261-3808 http://www.nikkenren.com/ 

建築の現場監督 連絡先

必要とされる資格
建築士、建築施工管理技士、登録基幹技能者など

© 建設産業人材確保・育成推進協議会 
  「建設のしごと」 

http://www.gikenkyo.jp/
http://www.sizkk-net.or.jp/
http://www.aikenkyo.or.jp/
http://www.miekenkyo.or.jp/
http://www.nikkenren.com/


建築士

建築物の設計

建築士の仕事

大学、短大、高専の
建築学科

大学、短大、高専の
土木科

高校の建築・土木科
建築に関する

学歴なし

二級建築士・木造建築士試験

一級建築士試験

実務経験 ３～４年

大学卒２年、短大卒３～４年、
高専卒４年の実務経験

実務経験 ４年

実務経験 ２年

建築士になるためのルート

実務経験 ０年 実務経験 ７年

工事監理
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（公財）建築技術教育普及センター 
東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル TEL 03(6261)3310  http://www.jaeic.or.jp/ 

問合せ先

http://www.jaeic.or.jp/


建築工事の紹介 

躯体（くたい）①

高い所での作業や鉄骨の組み立てを中心に、幅広い
仕事を行います。

コンクリートを流し込むための枠を作るのが型枠大工
です。  

13 
©（一社）建設産業専門団体連合会「職人さんミュージアム」 

連絡先
☆東海建設躯体工業会
名古屋市熱田区神宮3-9-14  TEL 052-681-6811 

http://www.nihonkutai.or.jp/  （一社）日本建設躯体工事業団体連合会

☆静岡県鳶工業連合会
静岡市駿河区泉町6-19 ヴィラ泉町1階 TEL 054-202-2500 

☆愛知県鳶土工業組合連合会
愛知県額田郡幸田町大字荻字研山11 （株）山本組内 

TEL 0564-62-0520 

http://www.nittobiren.or.jp/ （一社）日本鳶工業連合会 

連絡先

☆東海地区型枠工事協同組合

(一社)日本型枠工事業協会 

名古屋市東区東桜１－14－12イースタンビル本館２F204号 

TEL 052-961-3036 

http://www.nikkendaikyou.or.jp/ 

http://www.nihonkutai.or.jp/
http://www.nittobiren.or.jp/
http://www.nikkendaikyou.or.jp/


建築工事の紹介 

躯体（くたい）②

鉄筋コンクリート工事において、骨組みとなる鉄筋を加
工し、接合したり組み立てていきます。

14 
©（一社）建設産業専門団体連合会「職人さんミュージアム」 

連絡先

☆愛知県鉄筋業協同組合

名古屋市東区東大曽根町46-9 
三津コンサルタンツ内 

TEL 052-938-4146 

http://www.zentekkin.or.jp/ (公社)全国鉄筋工事業協会 

鉄骨を現場に運び込み、溶接やボルト締めなどを行い、
組み立てます。

連絡先

☆(一社)鉄骨建設業協会 

東京都千代田区岩本町1-3-3 プロスパービル２F 

TEL 03-5829-6124 

http://www.tekken-kyo.or.jp/ 

☆(一社)全国鐵構工業協会 中部支部 

名古屋市中区金山1-14-9 長谷川ビル9F TEL 052-331-4808 

http://www.jsfa.or.jp/ 

（鋼構造物工事業）

(一社)全国鐵構工業協会

http://www.zentekkin.or.jp/
http://www.tekken-kyo.or.jp/
http://www.jsfa.or.jp/


建築工事の紹介 

躯体（くたい）③

鉄筋を加熱し、圧力を加えながら接合させる工法によって、
鉄筋を接合をします。

コンクリートミキサ車によって建設現場に運び込まれた
生コンクリートを、コンクリートポンプ車を使用して型枠内
に送ります。
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©（一社）建設産業専門団体連合会「職人さんミュージアム」 

連絡先

http://www.assetsu.com/ 

名古屋南区笠寺町字柚ノ木21 (株)嘉藤工業所 

TEL 052-822-2442 

☆中日本圧接業協同組合

☆東海地区コンクリート圧送有限責任事業組合

http://www.zenatsuren.com/ 

名古屋市中村区名駅3-17-34 ナカモビル5F 

TEL 052-582-5910 

http://www.toukai-cpllp.jp/ 

（一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会

連絡先

全国圧接業協同組合連合会

http://www.assetsu.com/
http://www.toukai-cpllp.jp/
http://www.zenatsuren.com/


建築工事の紹介 

躯体（くたい）④

クレーンを使って重たい建設資材を運搬・配置する
作業を行います。
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©（一社）建設産業専門団体連合会「職人さんミュージアム」 

連絡先

http://www.jccca.or.jp/ 

（建設揚重業）

名古屋市中川区十一番町6-5-5 荒川鉄工(株) 

TEL 052-652-1461 

その他：大工工事業

木造建築物の建築、修理を行います。

連絡先

http://www.zenkenren.or.jp/ 

☆(一社)全国クレーン建設業協会 

☆(一社)全国中小建築工事業団体連合会 
東京都中央区日本橋箱崎町12-4 
建設国保会館 1F 

TEL 03-5643-1065 

©建設産業人材確保・育成推進協議会 
「建設のしごと」 

http://www.jccca.or.jp/
http://www.zenkenren.or.jp/


建築工事の紹介 

仕上げ①

出入口などを仕切る戸やふすま、窓などを設置します。
防火・耐震設備やシャッターなども設置します。

薄い金属板を切る、折る、変形させるなどの加工を行
い、屋根・外壁・雨、ダクト・天蓋などを製造して、取り
付けます。

17 ©（一社）建設産業専門団体連合会「職人さんミュージアム」 

連絡先

東京都港区西新橋1-1-21 日本酒造会館 2階 

TEL 03-3500-3891 （カーテンウォール） 
  03-3500-3634 （防火戸） 

http://www.cw-fw.or.jp/ 

連絡先

名古屋市昭和区北山町3-8-6 

TEL 052-732-1226  

☆(一社)カーテンウォール・防火開口部協会 

☆(一社)日本建築板金協会 中部ブロック 

http://www.zenban.jp/ (一社)日本建築板金協会

http://www.cw-fw.or.jp/
http://www.zenban.jp/


建築工事の紹介 

仕上げ②

建物を塗る工事ですが、表面にさざ波形の模様を付
けたり( マスチック仕上げ）する方法もあります。 

建物の壁に土やセメントモルタルなどの素材を塗っ
たり、砂壁（すなかべ）や漆喰（しっくい）仕上げなど
の表面仕上げを施します。
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連絡先

☆(一社)日本塗装工業会 中部ブロック 
名古屋市中区栄1-13-4 みその大林ビル4階 

TEL 052-201-2901 

☆(一社)中部マスチック事業協同組合 
http://www.nittoso.or.jp/ 

名古屋市中区栄1-13-4 みその大林ビル4階 

TEL 052-202-1498  

(一社)日本塗装工業会 

http://www.mastic.or.jp/ 全国マスチック事業協同組合連合会

連絡先

☆愛知県左官業組合連合会

名古屋市北区城東町6-141 

TEL 052-911-9696  

http://www.nissaren.or.jp/ 
(一社)日本左官業組合連合会 

http://www.nittoso.or.jp/
http://www.mastic.or.jp/
http://www.nissaren.or.jp/


建築工事の紹介 

仕上げ③

外壁やキッチン、浴室などに、焼き物であるタイル・レ
ンガを使ってファッショナブルに仕上げる仕事です。
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連絡先

タイル･れんが・ブロック工事業

☆(一社)全国タイル業協会 中部支部 
名古屋市東区代官町39-18 
日本陶磁器センタ-ビル2階（2-3) 

TEL 052-911-9696  
http://www.tile-net.com/ (一社)全国タイル業協会 

☆静岡県タイル煉瓦工事協会

(一社)日本タイル煉瓦工事工業会 

静岡市清水区辻４－８－２６ （有）清水タイル内

TEL 0543-67-0840 
http://www.nittaren.or.jp/ 

神社や寺など、伝統的な建物の瓦屋根の修理や瓦の
ふき替えを行うのが瓦工事の仕事です。

連絡先
☆(一社)全日本瓦工事業連盟 

http://www.yane.or.jp/ 

東京都千代田区富士見1-7-9 

 TEL 03-3265-2887 

http://www.tile-net.com/
http://www.nittaren.or.jp/
http://www.yane.or.jp/


建築工事の紹介 

仕上げ④

建物内部の天井・壁張り・床工事を行うのが内装工事
です。クロスやカーペットを張って、快適な空間を創り
上げます。

建物を風雨や地下水から守るため、屋根、外壁、地下
室等をアスファルト、モルタル、シーリング材などを
使って防水します。
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連絡先
☆(一社)全国建設室内工事業協会 中部支部 

http://www.zsk.or.jp/goaisatu.html 
(一社)全国建設室内工事業協会 

名古屋市中区千代田5-21-21 東海ドレメビル403号 

TEL 052-242-6780  

http://jcif.org/details 日本建設インテリア事業協同組合連合会

☆中部建設インテリア事業協同組合
名古屋市中区千代田5-21-21 東海ドレメビル403号 

TEL 052-263-0841  

http://www.jrca.or.jp/ 

☆(一社)全国防水工事業協会 中部支部 

(一社)全国防水工事業協会 

名古屋市千種区高見1-6-1 中央建材工業(株)内 

TEL 052-761-6277  

連絡先

http://www.zsk.or.jp/goaisatu.html
http://jcif.org/details
http://www.jrca.or.jp/


建築工事の紹介 

仕上げ⑤

外壁・天井・床などの外部に面する部分に断熱性の高
いウレタンを吹き付けて、外気の影響を受けにくくします。
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（熱絶縁工事業）

連絡先

☆(一社)日本ウレタン断熱協会 

http://www.jua.cc/ 

東京都中央区日本橋人形町1-10-6 日本橋SDビル 

TEL 03-3667-1075  

その他：外壁仕上工事

建築物の内外壁や天井を塗り替えることで建築物と
環境を保護する仕事です。

連絡先

http://www.n-gaiheki.jp/ 

東京都渋谷区代々木2-5-1 羽田ビル502 

TEL 03-3379-4338 

☆日本外壁仕上業協同組合連合会

©建設産業人材確保・育成推進協議会「建設のしごと」 

http://www.jua.cc/
http://www.n-gaiheki.jp/


建築工事の紹介 

設 備 ①

消火設備、排煙設備、火災報知設備、避難設備など
を施工し、メンテナンスも行います。

エアコン、上下水道、トイレ等に使われる水、油、ガス、
水蒸気等を送配するための管や設備を設置する工事
を行います。
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連絡先

☆消防施設工事協会

http://www.sskk.ecnet.jp/ 

東京都千代田区九段南3-2-2 森ビル3階 

TEL 03-3288-0352  

連絡先

☆全国管工事業協同組合 中部ブロック
愛知県管工事業協同組合連合会

http://www.aikanrenchubu.jp 

名古屋市中区丸の内3-14-11 
TEL 052-961-6722 

http://www.sskk.ecnet.jp/
http://www.aikanrenchubu.jp


建築工事の紹介 

設 備 ②

道路標識や路面標示などの交通安全施設を設置す
る工事を行います。

エレベーターなどの動力、照明、自家発電などの電
気設備の設計から施工、保守・管理を行います。
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連絡先
☆（一社）全国道路標識・標示業協会 中部支部

名古屋市中区栄5-16-16本多ビル3階 

TEL 052-261-5791  

http://www.h5.dion.ne.jp/~zen-chu/ 

連絡先

☆（一社）日本電設工業協会 東海支部

名古屋市中区大須4-10-32 上前津KDﾋﾞﾙ6階 

TEL 052-242-1753  

http://www.jeca.or.jp/ 

☆（一社）日本電設工業協会
東京都港区元赤坂1-7-8 

TEL 03-5413-2161  

http://www.h5.dion.ne.jp/~zen-chu/
http://www.jeca.or.jp/


建築工事の紹介 

設 備 ③

エアコン、水道・台所、トイレなどの日常生活に身近
な建築設備の工事を行います。

センサー、コンピュータなど、工場やビルを自動化し、
効率よく安全に運転する設備を備え付ける工事で
す。
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連絡先

連絡先

☆（一社）日本空調衛生工事業協会 東海支部

☆（一社）日本計装工業会

名古屋市中区錦1-7-31 山田ビル3階 

TEL 052-253-7837  

東京都港区虎ノ門2-8-1 虎の門電気ビル5階 

TEL 03-3580-8921  

http://www.nikkuei.or.jp/index.asp 
（一社）日本空調衛生工事業協会

（一社）愛知県空調衛生工事業協会

http://www.aikuei.com/ （一社）愛知県空調衛生工事業協会

https://www.keiso.or.jp/ 

http://www.nikkuei.or.jp/index.asp
http://www.aikuei.com/
https://www.keiso.or.jp/
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