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別表１【発注工事の種類に対し資格審査申請及び専門工事の登録を必要とする許可業種（例示）】 

番号 発注工事の種類（例示） 
左の工事種類に対し、資格審査申請及び専

門工事の登録を必要とする業種 

1 

一般土木工事 

（総合的に建設する橋梁工事等の土木工作

物を含む。） 

土木工事業 

（なお、プレストレストコンクリート構造物

工事の場合、専門工事の申請が必要です。） 

2 舗装工事 舗装工事業 

3 
しゅんせつ工事 

（しゅんせつ船を必要とする工事） 
しゅんせつ工事業 

4 造園植栽工事 造園工事業 

5 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 

6 

法面処理、ボーリンググラウト、くい打

ち、コンクリート打設、モルタル吹付、種

子吹付各工事 
とび・土工工事業 

7 道路標識等設置工事 

8 道路区画線工事 

塗装工事業 9 土木工作物塗装工事 

10 建築物塗装工事 

11 下水処理設備工事 水道施設工事業 

12 管製作接合工事 
〔工事内容に応じて〕 

水道施設工事業、鋼構造物工事業 

13 水道施設工事 
〔工事内容に応じて〕 

水道施設工事業、土木工事業 

14 

機械設備工事 

（電気設備、電気通信設備、消防施設に該当

するものを除く。） 

機械器具設置工事業 

15 一般建築工事 建築工事業 

16 建築物除去工事 解体工事業 

17 防水工事 防水工事業 

18 汚水処理施設工事 
〔工事内容に応じて〕 

清掃施設工事業、管工事業 

19 さく井工事 さく井工事業 

20 管、空気調和設備、冷暖房設備各工事 管工事業 

21 電気設備工事 電気工事業 

22 電気通信設備工事 電気通信工事業 

23 畳工事 内装仕上工事業 

24 建具工事 建具工事業 

25 消防施設工事 消防施設工事業 

（注）一般土木工事及び一般建築工事以外の工事でも、当該発注工事の内容が、技術、その他の

理由により、土木工事業者又は建築工事業者への発注が適当と認められる場合には、この表

にかかわらず、その工事を一般土木工事又は一般建築工事とする場合があります。 
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別表２【「契約を締結する営業所の許可業種」及び「資格審査を希望する業種」の略号】 

略号 業種名 略号 業種名 略号 業種名 

土 土木工事業 鋼 鋼構造物工事業 絶 熱絶縁工事業 

建 建築工事業 筋 鉄筋工事業 通 電気通信工事業 

大 大工工事業 舗 舗装工事業 園 造園工事業 

左 左官工事業 しゅ しゅんせつ工事業 井 さく井工事業 

と とび・土工工事業 板 板金工事業 具 建具工事業 

石 石工事業 ガ ガラス工事業 水 水道施設工事業 

屋 屋根工事業 塗 塗装工事業 消 消防施設工事業 

電 電気工事業 防 防水工事業 清 清掃施設工事業 

管 管工事業 内 内装仕上工事業 解 解体工事業 

タ ﾀｲﾙ・れんが・ブロック工事業 機 機械器具設置工事業   

 

別表３【専門工事を希望する業種の略号（１）】 

業種名 工事内容 略号 

土木工事業 プレストレストコンクリート構造物(Ｐ

Ｃ) 

プ 

とび・土工工事業 道路標識工事 

防護柵工事 

視線誘導標工事 

反射鏡工事 

道路鋲工事 

遮音壁工事 

法面保護工事 

標 

防 

視 

反 

鋲 

遮 

法 

塗装工事業 路面標示工事 路 

 

【専門工事を希望する業種の略号（２）】 

業種名 工事内容 略号 

とび・土工工事業 フェンス設置工事 

道路標識工事 

法面保護工事 

フ 

標 

法 

電気工事業 太陽光発電設備工事 太 

管工事業 空気調和設備工事 

給排水衛生設備工事 

浄化槽設備工事 

空 

給 

浄 

鋼構造物工事業 鋼橋上部工事 鋼 

舗装工事業 アンツーカー工事 

クレイコート工事 

ア 

ク 

塗装工事業 路面標示工事 路 

機械器具設置工事業 エレベーター工事 

ポンプ据付工事 

エ 

ポ 

電気通信工事業 ＬＡＮ設備工事 Ｌ 
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【専門工事コード】 

希望業種 専門工事  希望業種 専門工事 

ｺｰﾄﾞ 業種名 ｺｰﾄﾞ 工事内容  ｺｰﾄﾞ 業種名 ｺｰﾄﾞ 工事内容 

01 土木工事業 001 下水道開削工法  17 塗装工事業 001 建物塗装工事 

  002 下水道シールド工法    002 橋梁塗装工事 

  003 下水道推進工法    003 路面標示工事 

  004 道路工事  18 防水工事業 001 アスファルト防水 

  005 橋梁下部工（橋台・橋脚）工事    002 モルタル防水 

  006 鉄筋コンクリート橋工事    003 塗膜防水 

  007 木橋工事    004 シート防水 

  008 河川工事    005 目地防水 

  009 電線共同溝  19 内装仕上げ 001 インテリア工事 

  010 治山工事   工事業 002 畳工事 

  011 ＰＣ  20 機械器具 001 エレベーター工事 

02 建築工事業 001 木造建築工事   設置工事業 002 ポンプ据付工事 

  002 鉄骨造建築工事    003 舞台装置設置工事 

  003 鉄筋コンクリート造建築工事  22 電気通信 001 TV電波障害防除設備工事 

  004 鉄骨鉄筋コンクリート造建築工事   工事業 002 無線通信設備工事 

  005 プレハブ建築工事    003 有線通信設備工事 

05 とび・土工 001 地すべり防止工事    004 情報提供設備工事 

 工事業 002 地盤改良工事（薬液注入工法）    005 画像設備工事 

  003 地盤改良工事（ボーリンググラウト工法）     006 情報処理設備工事 

  004 フェンス設置工事（防球網設置工事含む）     007 ＬＡＮ設備工事 

  005 道路標識工事  23 造園工事業 001 公園整備工事 

  006 防護柵工事  25 建具工事業 001 サッシ工事 

  007 視線誘導標工事    002 シャッター工事 

  008 反射鏡工事    003 木製建具工事 

  009 道路鋲工事  26 水道施設 001 取水施設工事 

  010 遮音壁工事   工事業 002 浄水施設工事 

  011 法面保護工事    003 配水施設工事 

  013 落石防止工事    004 下水道処理施設工事 

08 電気工事業 001 建築電気設備工事    005 導水施設工事 

  002 道路照明等設置工事  27 消防施設 001 泡消火設備工事 

  003 太陽光発電設備工事   工事業 002 二酸化炭素消火設備工事 

09 管工事業 001 空気調和設備工事    003 粉末消火設備工事 

  002 給排水衛生設備工事    004 スプリンクラー設備工事 

  003 浄化槽設備工事    005 自動火災報知設備工事 

  004 管内更生工事    006 非常警報設備工事 

11 鋼構造物 001 鋼橋上部工事  28 清掃施設 001 焼却炉工事 

 工事業 002 河川用水門扉工事   工事業 002 溶融炉工事 

  003 歩道橋工事    003 省資源化リサイクル施設工事 

  004 樋門・樋管扉工事    004 粗大ごみ処理施設工事 

  005 橋梁耐震補強工事    005 高速堆肥化施設工事 

13 舗装工事業 001 アンツーカー工事    006 汚水処理施設工事 

  002 クレイコート工事    007 管理型処分場工事 

  003 透水性舗装工事  29 解体工事業 001 解体工事 

 


