
番号 業　　務 施設分野 業務
知識・技術を
求める者 ※2

資格の名称
資格付与事業又は事

務を行う者の名称
登録時
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登録番
号

1 （一）点検・診断等業務 土木機械設備 診断 管理技術者 ＲＣＣＭ（機械）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第51号

2 （一）点検・診断等業務 土木機械設備 診断 管理技術者 １級ポンプ施設管理技術者
（一社）河川ポンプ施設
技術協会

第2回 第52号

3 （一）点検・診断等業務 公園施設（遊具） 点検 管理技術者 公園施設点検管理士
（一社）日本公園施設業
協会

第2回 第53号

4 （一）点検・診断等業務 公園施設（遊具） 診断 管理技術者 公園施設点検管理士
（一社）日本公園施設業
協会

第2回 第55号

5 （一）点検・診断等業務 堤防・河道 点検・診断 管理技術者
河川技術者資格（河川維
持管理技術者）

（一財）河川技術者教育
振興機構

第4回 第212号

6 （一）点検・診断等業務 堤防・河道 点検・診断 管理技術者
ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第4回 第213号

7 （一）点検・診断等業務 下水道管路施設 点検・診断 管理技術者 下水道管路管理主任技士
（公社）日本下水道管路
管理業協会

第3回 第162号

8 （一）点検・診断等業務 砂防設備 点検・診断 管理技術者
ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第1回 第1号

9 （一）点検・診断等業務 砂防設備 点検・診断 管理技術者 砂防・急傾斜管理技術者 （公社）砂防学会 第2回 第58号

10 （一）点検・診断等業務 地すべり防止施設 点検・診断 管理技術者
ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第1回 第2号

11 （一）点検・診断等業務 地すべり防止施設 点検・診断 管理技術者 地すべり防止工事士
（一社）斜面防災対策技
術協会

第1回 第3号

12 （一）点検・診断等業務 急傾斜地崩壊防止施設 点検・診断 管理技術者
ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第1回 第4号

13 （一）点検・診断等業務 急傾斜地崩壊防止施設 点検・診断 管理技術者 地すべり防止工事士
（一社）斜面防災対策技
術協会

第2回 第59号

14 （一）点検・診断等業務 急傾斜地崩壊防止施設 点検・診断 管理技術者 砂防・急傾斜管理技術者 （公社）砂防学会 第2回 第60号

15 （一）点検・診断等業務 海岸堤防等 点検・診断 管理技術者
海洋・港湾構造物維持管
理士

（一財）沿岸技術研究セ
ンター

第1回 第5号

16 （一）点検・診断等業務 海岸堤防等 点検・診断 管理技術者
ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第1回 第6号

17 （一）点検・診断等業務 海岸堤防等 点検・診断 管理技術者
上級土木技術者（流域・都
市）コースＡ

（公社）土木学会 第1回 第7号

18 （一）点検・診断等業務 海岸堤防等 点検・診断 管理技術者
上級土木技術者（海岸・海
洋）コースＡ

（公社）土木学会 第1回 第8号

19 （一）点検・診断等業務 海岸堤防等 点検・診断 管理技術者
１級土木技術者（海岸・海
洋）コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第163号

20 （一）点検・診断等業務 海岸堤防等 点検・診断 管理技術者
１級土木技術者（流域・都
市）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第164号

21 （一）点検・診断等業務 港湾施設
計画策定（維持管
理）

管理技術者
海洋・港湾構造物維持管
理士

（一財）沿岸技術研究セ
ンター

第1回 第47号

22 （一）点検・診断等業務 港湾施設
計画策定（維持管
理）

管理技術者 ＲＣＣＭ（港湾及び空港）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第4回 第246号

23 （一）点検・診断等業務 港湾施設 点検・診断 管理技術者
海洋・港湾構造物維持管
理士

（一財）沿岸技術研究セ
ンター

第1回 第48号

24 （一）点検・診断等業務 港湾施設 点検・診断 管理技術者 ＲＣＣＭ（港湾及び空港）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第4回 第245号

25 （一）点検・診断等業務 港湾施設 設計（維持管理） 管理技術者
海洋・港湾構造物維持管
理士

（一財）沿岸技術研究セ
ンター

第1回 第49号

26 （一）点検・診断等業務 港湾施設 設計（維持管理） 管理技術者 海洋・港湾構造物設計士
（一財）沿岸技術研究セ
ンター

第1回 第50号

27 （一）点検・診断等業務 港湾施設 設計（維持管理） 管理技術者 ＲＣＣＭ（港湾及び空港）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第4回 第247号

28 （一）点検・診断等業務 空港施設 点検・診断 管理技術者
空港土木施設点検評価技
士

（一財）港湾空港総合技
術センター

第2回 第99号

29 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

地質調査技士資格（現場
技術・管理部門）

（一社）全国地質調査業
協会連合会

第2回 第100号

30 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

地質調査技士資格（現場
調査部門）

（一社）全国地質調査業
協会連合会

第2回 第101号

31 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

地質調査技士資格（土壌・
地下水汚染部門）

（一社）全国地質調査業
協会連合会

第2回 第102号

32 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

応用地形判読士資格（応
用地形判読士）

（一社）全国地質調査業
協会連合会

第2回 第103号

33 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

応用地形判読士資格（応
用地形判読士補）

（一社）全国地質調査業
協会連合会

第2回 第104号

34 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

ＲＣＣＭ（地質）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第105号

35 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

ＲＣＣＭ（土質及び基礎）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第106号

36 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

港湾海洋調査士（土質・地
質調査）

（一社）海洋調査協会 第2回 第107号

37 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

地すべり防止工事士
（一社）斜面防災対策技
術協会

第2回 第108号

38 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

上級土木技術者（地盤・基
礎）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第199号

39 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

１級土木技術者（地盤・基
礎）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第200号

40 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

上級土木技術者（地盤・基
礎）コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第201号

41 （二）計画・調査・設計業務 地質・土質 調査
管理技術者又は
主任技術者

１級土木技術者（地盤・基
礎）コースB

（公社）土木学会 第4回 第248号

国土交通省登録技術者資格
（管理技術者、照査技術者）

資格が対象とする区分※1

別紙３

（令和２年４月１日以降適用）
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国土交通省登録技術者資格
（管理技術者、照査技術者）

資格が対象とする区分※1

別紙３

（令和２年４月１日以降適用）

42 （二）計画・調査・設計業務 宅地防災 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

地盤品質判定士 地盤品質判定士協議会 第4回 第249号

43 （二）計画・調査・設計業務 建設環境 調査 管理技術者 ＲＣＣＭ（建設環境）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第109号

44 （二）計画・調査・設計業務 建設環境 調査 管理技術者
環境アセスメント士認定資
格

（一社）日本環境アセス
メント協会

第2回 第110号

45 （二）計画・調査・設計業務 建設環境 調査 管理技術者 １級ビオトープ施工管理士 （公財）日本生態系協会 第4回 第250号

46 （二）計画・調査・設計業務 建設環境 調査 管理技術者 １級ビオトープ計画管理士 （公財）日本生態系協会 第4回 第251号

47 （二）計画・調査・設計業務 建設環境 調査 管理技術者 自然再生士
（一財）日本緑化セン
ター

第６回 第319号

48 （二）計画・調査・設計業務
電気施設・通信施設・制
御処理システム

計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（電気電子）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第111号

49 （二）計画・調査・設計業務 建設機械 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（機械）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第112号

50 （二）計画・調査・設計業務 土木機械設備 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（機械）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第113号

51 （二）計画・調査・設計業務 都市計画及び地方計画 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（都市計画及び地
方計画）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第114号

52 （二）計画・調査・設計業務 都市公園等 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

登録ランドスケープアーキ
テクト

（一社）ランドスケープコ
ンサルタンツ協会

第2回 第115号

53 （二）計画・調査・設計業務 都市公園等 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（造園）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第116号

54 （二）計画・調査・設計業務 河川・ダム 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第117号

55 （二）計画・調査・設計業務 河川・ダム 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

上級土木技術者（河川・流
域）コースＢ

（公社）土木学会 第2回 第118号

56 （二）計画・調査・設計業務 河川・ダム 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

１級土木技術者（河川・流
域）コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第202号

57 （二）計画・調査・設計業務 下水道 計画・調査・設計 管理技術者 ＲＣＣＭ（下水道）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第119号

58 （二）計画・調査・設計業務 砂防 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第120号

59 （二）計画・調査・設計業務 砂防 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

砂防・急傾斜管理技術者 （公社）砂防学会 第2回 第121号

60 （二）計画・調査・設計業務 地すべり対策 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第122号

61 （二）計画・調査・設計業務 地すべり対策 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

地すべり防止工事士
（一社）斜面防災対策技
術協会

第2回 第123号

62 （二）計画・調査・設計業務 急傾斜地崩壊等対策 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第124号

63 （二）計画・調査・設計業務 急傾斜地崩壊等対策 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

地すべり防止工事士
（一社）斜面防災対策技
術協会

第2回 第125号

64 （二）計画・調査・設計業務 急傾斜地崩壊等対策 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

砂防・急傾斜管理技術者 （公社）砂防学会 第2回 第126号

65 （二）計画・調査・設計業務 海岸 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第127号

66 （二）計画・調査・設計業務 海岸 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

上級土木技術者（流域・都
市）コースＡ

（公社）土木学会 第2回 第128号

67 （二）計画・調査・設計業務 海岸 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

上級土木技術者（海岸・海
洋）コースＢ

（公社）土木学会 第2回 第129号

68 （二）計画・調査・設計業務 海岸 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

海洋・港湾構造物設計士
（一財）沿岸技術研究セ
ンター

第2回 第130号

69 （二）計画・調査・設計業務 海岸 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

１級土木技術者（流域・都
市）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第203号

70 （二）計画・調査・設計業務 海岸 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

１級土木技術者（海岸・海
洋）コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第204号

71 （二）計画・調査・設計業務 海岸 調査
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第131号

72 （二）計画・調査・設計業務 海岸 調査
管理技術者・照査
技術者

上級土木技術者（流域・都
市）コースＡ

（公社）土木学会 第2回 第132号

73 （二）計画・調査・設計業務 海岸 調査
管理技術者・照査
技術者

上級土木技術者（海岸・海
洋）コースＢ

（公社）土木学会 第2回 第133号

74 （二）計画・調査・設計業務 海岸 調査
管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（深浅測
量）

（一社）海洋調査協会 第2回 第134号

75 （二）計画・調査・設計業務 海岸 調査
管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（危険物
探査）

（一社）海洋調査協会 第2回 第135号

76 （二）計画・調査・設計業務 海岸 調査
管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（気象・海
象調査）

（一社）海洋調査協会 第2回 第136号

77 （二）計画・調査・設計業務 海岸 調査
管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（土質・地
質調査）

（一社）海洋調査協会 第2回 第137号

78 （二）計画・調査・設計業務 海岸 調査
管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（環境調
査）

（一社）海洋調査協会 第2回 第138号

79 （二）計画・調査・設計業務 海岸 調査
管理技術者・照査
技術者

１級土木技術者（流域・都
市）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第205号

80 （二）計画・調査・設計業務 海岸 調査
管理技術者・照査
技術者

１級土木技術者（海岸・海
洋）コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第206号

81 （二）計画・調査・設計業務 道路 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（道路）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第139号

82 （二）計画・調査・設計業務 道路 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

上級土木技術者（交通）
コースＡ

（公社）土木学会 第2回 第140号



番号 業　　務 施設分野 業務
知識・技術を
求める者 ※2

資格の名称
資格付与事業又は事

務を行う者の名称
登録時
期※3

登録番
号

国土交通省登録技術者資格
（管理技術者、照査技術者）

資格が対象とする区分※1

別紙３

（令和２年４月１日以降適用）

83 （二）計画・調査・設計業務 道路 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

交通工学研究会認定TOE （一社）交通工学研究会 第2回 第141号

84 （二）計画・調査・設計業務 道路 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

１級土木技術者（交通）コー
スＡ

（公社）土木学会 第3回 第207号

85 （二）計画・調査・設計業務 道路 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

上級土木技術者（交通）
コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第208号

86 （二）計画・調査・設計業務 道路 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

１級土木技術者（交通）コー
スＢ

（公社）土木学会 第3回 第209号

87 （二）計画・調査・設計業務 橋梁 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンク
リート）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第142号

88 （二）計画・調査・設計業務 橋梁 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（土質及び基礎）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第143号

89 （二）計画・調査・設計業務 橋梁 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

上級土木技術者（橋梁）
コースＢ

（公社）土木学会 第2回 第144号

90 （二）計画・調査・設計業務 橋梁 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

１級土木技術者（橋梁）コー
スＢ

（公社）土木学会 第3回 第210号

91 （二）計画・調査・設計業務 トンネル 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（トンネル）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第145号

92 （二）計画・調査・設計業務 トンネル 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

上級土木技術者（トンネル・
地下）コースＢ

（公社）土木学会 第2回 第146号

93 （二）計画・調査・設計業務 トンネル 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

１級土木技術者（トンネル・
地下）コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第211号

94 （二）計画・調査・設計業務 港湾 計画・調査（全般）
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（港湾及び空港）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第147号

95 （二）計画・調査・設計業務 港湾
計画・調査（深浅測
量・水路測量）

管理技術者・照査
技術者

１級水路測量技術（沿岸） （一財）日本水路協会 第2回 第148号

96 （二）計画・調査・設計業務 港湾
計画・調査（深浅測
量・水路測量）

管理技術者・照査
技術者

１級水路測量技術（港湾） （一財）日本水路協会 第2回 第149号

97 （二）計画・調査・設計業務 港湾
計画・調査（深浅測
量・水路測量）

管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（深浅測
量）

（一社）海洋調査協会 第2回 第150号

98 （二）計画・調査・設計業務 港湾
計画・調査（磁気探
査）

管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（危険物
探査）

（一社）海洋調査協会 第2回 第151号

99 （二）計画・調査・設計業務 港湾
計画・調査（潜水探
査）

管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（危険物
探査）

（一社）海洋調査協会 第2回 第152号

100 （二）計画・調査・設計業務 港湾
計画・調査（気象・海
象調査）

管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（気象・海
象調査）

（一社）海洋調査協会 第2回 第153号

101 （二）計画・調査・設計業務 港湾
計画・調査（海洋地
質・土質調査）

管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（土質・地
質調査）

（一社）海洋調査協会 第2回 第154号

102 （二）計画・調査・設計業務 港湾
計画・調査（海洋環
境調査）

管理技術者・照査
技術者

港湾海洋調査士（環境調
査）

（一社）海洋調査協会 第2回 第155号

103 （二）計画・調査・設計業務 港湾 設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（港湾及び空港）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第159号

104 （二）計画・調査・設計業務 港湾 設計
管理技術者・照査
技術者

海洋・港湾構造物設計士
（一財）沿岸技術研究セ
ンター

第2回 第160号

105 （二）計画・調査・設計業務 空港 計画・調査・設計
管理技術者・照査
技術者

ＲＣＣＭ（港湾及び空港）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第2回 第161号

※１：資格が対象とする区分

※２：知識・技術を求める者

※３：登録時期

：配置可能な技術者（公共工事に関する調査及び設計に関する業務を行う者であって、一定以上の水準の知識及び技術を備えている必要
性が高いもの）

：（第１回）平成２７年１月２６日登録、（第２回）平成２８年２月２４日登録、（第３回）平成２９年２月２４日登録
 （第４回）平成３０年２月２７日登録、（第５回）平成３１年１月３１日登録、（第６回）令和２年２月５日登録

◯ここに記載のある資格は、「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程（平成26年国土交通省告示第1107号）」に基づいて、技術者資格登録簿
に登録された資格の一覧です。

：別表に掲げる施設分野等、業務及び知識・技術を求める者の区分



番号 業　　務 施設分野 業務
知識・技術を
求める者 ※2

資格の名称
資格付与事業又は事

務を行う者の名称
登録時
期※3

登録番
号

1 （一）点検・診断等業務 公園施設（遊具） 点検 担当技術者 公園施設点検技士
（一社）日本公園施設業
協会

第2回 第54号

2 （一）点検・診断等業務 公園施設（遊具） 診断 担当技術者 公園施設点検技士
（一社）日本公園施設業
協会

第2回 第56号

3 （一）点検・診断等業務 堤防・河道 点検・診断 担当技術者
河川技術者資格（河川点
検士）

（一財）河川技術者教育
振興機構

第4回 第214号

4 （一）点検・診断等業務 堤防・河道 点検・診断 担当技術者
ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海
岸・海洋）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第4回 第215号

5 （一）点検・診断等業務 下水道管路施設 点検 担当技術者
下水道管路管理専門技士
調査部門

（公社）日本下水道管路
管理業協会

第2回 第57号

6 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 道路橋点検士 （一財）橋梁調査会 第1回 第9号

7 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンク
リート）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第1回 第10号

8 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 一級構造物診断士
（一社）日本構造物診断
技術協会

第1回 第11号

9 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 二級構造物診断士
（一社）日本構造物診断
技術協会

第1回 第12号

10 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 土木鋼構造診断士 （一社）日本鋼構造協会 第1回 第13号

11 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 土木鋼構造診断士補 （一社）日本鋼構造協会 第1回 第14号

12 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
上級土木技術者（橋梁）
コースＢ

（公社）土木学会 第1回 第15号

13 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
１級土木技術者（橋梁）コー
スＢ

（公社）土木学会 第1回 第16号

14 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 特定道守コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第17号

15 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 道守コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第18号

16 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 道守補コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第19号

17 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 コンクリート診断士
（公社）日本コンクリート
工学会

第2回 第61号

18 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第62号

19 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第63号

20 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 橋梁点検士
国立大学法人名古屋大
学

第2回 第64号

21 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 インフラ調査士橋梁（鋼橋）
（一社）日本非破壊検査
工業会

第2回 第65号

22 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート

国立大学法人岐阜大学 第2回 第66号

23 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 道路橋点検士補 （一財）橋梁調査会 第2回 第67号

24 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 土木設計技士
（職訓）全国建設産業教
育訓練協会

第2回 第68号

25 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第165号

26 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
１級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第166号

27 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第167号

28 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
四国社会基盤メンテナンス
エキスパート

国立大学法人愛媛大学 第3回 第168号

29 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート山口

国立大学法人山口大学 第3回 第169号

30 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 橋梁点検技術者
独立行政法人国立高等
専門学校機構

第3回 第170号

31 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
都市道路構造物点検技術
者

（一財）首都高速道路技
術センター

第3回 第171号

32 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 高速道路点検士（土木） （公財）高速道路調査会 第4回 第216号

33 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
高速道路点検診断士（土
木）

（公財）高速道路調査会 第4回 第217号

34 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者
１級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースB

（公社）土木学会 第4回 第218号

35 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 ふくしまＭＥ（基礎）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第５回 第252号

36 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 構造物の補修・補強技士 （一社）リペア会 第５回 第253号

37 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 ブリッジインスペクター
琉球大学工学部附属地
域創生研究センター

第５回 第254号

38 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 点検 担当技術者 ふくしまME（保全）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第289号

39 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者
ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンク
リート）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第1回 第20号

40 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者 土木鋼構造診断士 （一社）日本鋼構造協会 第1回 第21号

41 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者
上級土木技術者（橋梁）
コースＢ

（公社）土木学会 第1回 第22号

国土交通省登録技術者資格
（担当技術者）

資格が対象とする区分※1

別紙３

（令和２年４月１日以降適用）



番号 業　　務 施設分野 業務
知識・技術を
求める者 ※2

資格の名称
資格付与事業又は事

務を行う者の名称
登録時
期※3

登録番
号

国土交通省登録技術者資格
（担当技術者）

資格が対象とする区分※1

別紙３

（令和２年４月１日以降適用）

42 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者 特定道守（鋼構造）コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第23号

43 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者 道守コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第24号

44 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者 一級構造物診断士
（一社）日本構造物診断
技術協会

第2回 第69号

45 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者 コンクリート診断士
（公社）日本コンクリート
工学会

第2回 第70号

46 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第71号

47 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第72号

48 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート

国立大学法人岐阜大学 第2回 第73号

49 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第172号

50 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第173号

51 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者 橋梁診断士
国立大学法人名古屋大
学

第3回 第174号

52 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者
四国社会基盤メンテナンス
エキスパート

国立大学法人愛媛大学 第3回 第175号

53 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート山口

国立大学法人山口大学 第3回 第176号

54 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者
都市道路構造物点検技術
者

（一財）首都高速道路技
術センター

第3回 第177号

55 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者
高速道路点検診断士（土
木）

（公財）高速道路調査会 第4回 第219号

56 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者 構造物の補修・補強技士 （一社）リペア会 第５回 第255号

57 （一）点検・診断等業務 橋梁（鋼橋） 診断 担当技術者 ふくしまME（保全）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第290号

58 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 道路橋点検士 （一財）橋梁調査会 第1回 第25号

59 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンク
リート）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第1回 第26号

60 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 一級構造物診断士
（一社）日本構造物診断
技術協会

第1回 第27号

61 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 二級構造物診断士
（一社）日本構造物診断
技術協会

第1回 第28号

62 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 コンクリート構造診断士
（公社）プレストレストコ
ンクリート工学会

第1回 第29号

63 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
プレストレストコンクリート技
士

（公社）プレストレストコ
ンクリート工学会

第1回 第30号

64 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
上級土木技術者（橋梁）
コースＢ

（公社）土木学会 第1回 第31号

65 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
１級土木技術者（橋梁）コー
スＢ

（公社）土木学会 第1回 第32号

66 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 コンクリート診断士
（公社）日本コンクリート
工学会

第1回 第33号

67 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 特定道守コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第34号

68 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 道守コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第35号

69 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 道守補コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第36号

70 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第74号

71 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第75号

72 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 橋梁点検士
国立大学法人名古屋大
学

第2回 第76号

73 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
インフラ調査士橋梁（コンク
リート橋）

（一社）日本非破壊検査
工業会

第2回 第77号

74 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート

国立大学法人岐阜大学 第2回 第78号

75 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 道路橋点検士補 （一財）橋梁調査会 第2回 第79号

76 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 土木設計技士
（職訓）全国建設産業教
育訓練協会

第2回 第80号

77 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第178号

78 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
１級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第179号

79 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第180号

80 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
四国社会基盤メンテナンス
エキスパート

国立大学法人愛媛大学 第3回 第181号

81 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート山口

国立大学法人山口大学 第3回 第182号

82 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 橋梁点検技術者
独立行政法人国立高等
専門学校機構

第3回 第183号
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83 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
都市道路構造物点検技術
者

（一財）首都高速道路技
術センター

第3回 第184号

84 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 高速道路点検士（土木） （公財）高速道路調査会 第4回 第220号

85 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
高速道路点検診断士（土
木）

（公財）高速道路調査会 第4回 第221号

86 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 建造物保全技術者
（一社）国際建造物保全
技術協会

第4回 第222号

87 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者
１級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースB

（公社）土木学会 第4回 第223号

88 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 ふくしまＭＥ（基礎）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第５回 第256号

89 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 構造物の補修・補強技士 （一社）リペア会 第５回 第257号

90 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 ブリッジインスペクター
琉球大学工学部附属地
域創生研究センター

第５回 第258号

91 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 土木鋼構造診断士 （一社）日本鋼構造協会 第５回 第259号

92 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 土木鋼構造診断士補 （一社）日本鋼構造協会 第５回 第260号

93 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 点検 担当技術者 ふくしまME（保全）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第291号

94 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者
ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンク
リート）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第1回 第37号

95 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 コンクリート構造診断士
（公社）プレストレストコ
ンクリート工学会

第1回 第38号

96 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者
上級土木技術者（橋梁）
コースＢ

（公社）土木学会 第1回 第39号

97 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者
特定道守（コンクリート構
造）コース

国立大学法人長崎大学 第1回 第40号

98 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 道守コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第41号

99 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 一級構造物診断士
（一社）日本構造物診断
技術協会

第2回 第81号

100 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 コンクリート診断士
（公社）日本コンクリート
工学会

第2回 第82号

101 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第83号

102 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第84号

103 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート

国立大学法人岐阜大学 第2回 第85号

104 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＡ

（公社）土木学会 第3回 第185号

105 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＢ

（公社）土木学会 第3回 第186号

106 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 橋梁診断士
国立大学法人名古屋大
学

第3回 第187号

107 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者
四国社会基盤メンテナンス
エキスパート

国立大学法人愛媛大学 第3回 第188号

108 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート山口

国立大学法人山口大学 第3回 第189号

109 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者
都市道路構造物点検技術
者

（一財）首都高速道路技
術センター

第3回 第190号

110 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者
高速道路点検診断士（土
木）

（公財）高速道路調査会 第4回 第224号

111 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 建造物保全上級技術者
（一社）国際建造物保全
技術協会

第4回 第225号

112 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 構造物の補修・補強技士 （一社）リペア会 第５回 第261号

113 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 土木鋼構造診断士 （一社）日本鋼構造協会 第５回 第262号

114 （一）点検・診断等業務 橋梁（コンクリート橋） 診断 担当技術者 ふくしまME（保全）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第292号

115 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 ＲＣＣＭ（トンネル）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第1回 第42号

116 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 特定道守コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第43号

117 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 道守コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第44号

118 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 道守補コース 国立大学法人長崎大学 第1回 第45号

119 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者
上級土木技術者（トンネル・
地下）コースＢ

（公社）土木学会 第2回 第86号

120 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者
１級土木技術者（トンネル・
地下）コースＢ

（公社）土木学会 第2回 第87号

121 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 コンクリート診断士
（公社）日本コンクリート
工学会

第2回 第88号

122 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第89号

123 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第90号
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124 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 インフラ調査士トンネル
（一社）日本非破壊検査
工業会

第2回 第91号

125 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート

国立大学法人岐阜大学 第2回 第92号

126 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 土木設計技士
（職訓）全国建設産業教
育訓練協会

第2回 第93号

127 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 コンクリート構造診断士
（公社）プレストレストコ
ンクリート工学会

第3回 第191号

128 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者
四国社会基盤メンテナンス
エキスパート

国立大学法人愛媛大学 第3回 第192号

129 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート山口

国立大学法人山口大学 第3回 第193号

130 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者
都市道路構造物点検技術
者

（一財）首都高速道路技
術センター

第3回 第194号

131 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 高速道路点検士（土木） （公財）高速道路調査会 第4回 第226号

132 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者
高速道路点検診断士（土
木）

（公財）高速道路調査会 第4回 第227号

133 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 ふくしまＭＥ（基礎）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第５回 第263号

134 （一）点検・診断等業務 トンネル 点検 担当技術者 ふくしまME（防災）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第293号

135 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者 ＲＣＣＭ（トンネル）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第1回 第46号

136 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者
上級土木技術者（トンネル・
地下）コースＢ

（公社）土木学会 第2回 第94号

137 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者 コンクリート診断士
（公社）日本コンクリート
工学会

第2回 第95号

138 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第96号

139 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第2回 第97号

140 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート

国立大学法人岐阜大学 第2回 第98号

141 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者 コンクリート構造診断士
（公社）プレストレストコ
ンクリート工学会

第3回 第195号

142 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者
四国社会基盤メンテナンス
エキスパート

国立大学法人愛媛大学 第3回 第196号

143 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート山口

国立大学法人山口大学 第3回 第197号

144 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者
都市道路構造物点検技術
者

（一財）首都高速道路技
術センター

第3回 第198号

145 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者
高速道路点検診断士（土
木）

（公財）高速道路調査会 第4回 第228号

146 （一）点検・診断等業務 トンネル 診断 担当技術者 ふくしまME（防災）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第294号

147 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者
のり面施工管理技術者資
格

（一社）全国特定法面保
護協会

第５回 第264号

148 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者 ふくしまＭＥ（基礎）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第５回 第265号

149 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第５回 第266号

150 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第５回 第267号

151 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者 ＲＣＣＭ（道路）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第268号

152 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者 ＲＣＣＭ（地質）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第269号

153 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者 ＲＣＣＭ（土質及び基礎）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第270号

154 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者
ＲＣＣＭ（施工計画､施工設
備及び積算）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第271号

155 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート

国立大学法人岐阜大学 第６回 第295号

156 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者
上級土木技術者（地盤・基
礎）コースＡ

（公社）土木学会 第６回 第296号

157 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者
上級土木技術者（地盤・基
礎）コースＢ

（公社）土木学会 第６回 第297号

158 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者
１級土木技術者（地盤・基
礎）コースＡ

（公社）土木学会 第６回 第298号

159 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者
１級土木技術者（地盤・基
礎）コースＢ

（公社）土木学会 第６回 第299号

160 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者 グラウンドアンカー施工士
（一社）日本アンカー協
会

第６回 第300号

161 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 点検 担当技術者 ふくしまME（防災）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第301号

162 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者
のり面施工管理技術者資
格

（一社）全国特定法面保
護協会

第５回 第272号

163 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第５回 第273号

164 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第５回 第274号
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165 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者 ＲＣＣＭ（道路）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第275号

166 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者 ＲＣＣＭ（地質）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第276号

167 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者 ＲＣＣＭ（土質及び基礎）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第277号

168 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート

国立大学法人岐阜大学 第６回 第302号

169 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者
上級土木技術者（地盤・基
礎）コースＡ

（公社）土木学会 第６回 第303号

170 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者
上級土木技術者（地盤・基
礎）コースＢ

（公社）土木学会 第６回 第304号

171 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者 グラウンドアンカー施工士
（一社）日本アンカー協
会

第６回 第305号

172 （一）点検・診断等業務 道路土工構造物（土工） 診断 担当技術者 ふくしまME（防災）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第306号

173 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

点検 担当技術者 コンクリート構造診断士
（公社）プレストレストコ
ンクリート工学会

第５回 第278号

174 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

点検 担当技術者 コンクリート診断士
（公社）日本コンクリート
工学会

第５回 第279号

175 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

点検 担当技術者 ＲＣＣＭ（道路）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第280号

176 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

点検 担当技術者
ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンク
リート）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第281号

177 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

点検 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＡ

（公社）土木学会 第６回 第307号

178 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

点検 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＢ

（公社）土木学会 第６回 第308号

179 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

点検 担当技術者
１級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＡ

（公社）土木学会 第６回 第309号

180 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

点検 担当技術者
１級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＢ

（公社）土木学会 第６回 第310号

181 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

点検 担当技術者 ふくしまME（防災）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第311号

182 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

診断 担当技術者 コンクリート構造診断士
（公社）プレストレストコ
ンクリート工学会

第５回 第282号

183 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

診断 担当技術者 コンクリート診断士
（公社）日本コンクリート
工学会

第５回 第283号

184 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

診断 担当技術者 ＲＣＣＭ（道路）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第284号

185 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

診断 担当技術者
ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンク
リート）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第５回 第285号

186 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

診断 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＡ

（公社）土木学会 第６回 第312号

187 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

診断 担当技術者
上級土木技術者（鋼・コンク
リート）コースＢ

（公社）土木学会 第６回 第313号

188 （一）点検・診断等業務
道路土工構造物（シェッ
ド・大型カルバート等）

診断 担当技術者 ふくしまME（防災）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第314号

189 （一）点検・診断等業務 舗装 点検 担当技術者 インフラ調査士　付帯施設
（一社）日本非破壊検査
工業会

第4回 第229号

190 （一）点検・診断等業務 舗装 点検 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第4回 第230号

191 （一）点検・診断等業務 舗装 点検 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第4回 第231号

192 （一）点検・診断等業務 舗装 点検 担当技術者 舗装診断士
（一社）日本道路建設業
協会

第4回 第232号

193 （一）点検・診断等業務 舗装 点検 担当技術者 ＲＣＣＭ（道路）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第4回 第233号

194 （一）点検・診断等業務 舗装 点検 担当技術者 ふくしまＭＥ（基礎）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第５回 第286号

195 （一）点検・診断等業務 舗装 点検 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート

国立大学法人岐阜大学 第６回 第315号

196 （一）点検・診断等業務 舗装 点検 担当技術者 ふくしまME（保全）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第316号

197 （一）点検・診断等業務 舗装 診断 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第4回 第234号

198 （一）点検・診断等業務 舗装 診断 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第4回 第235号

199 （一）点検・診断等業務 舗装 診断 担当技術者 舗装診断士
（一社）日本道路建設業
協会

第4回 第236号

200 （一）点検・診断等業務 舗装 診断 担当技術者 ＲＣＣＭ（道路）
（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第4回 第237号

201 （一）点検・診断等業務 舗装 診断 担当技術者
社会基盤メンテナンスエキ
スパート

国立大学法人岐阜大学 第６回 第317号

202 （一）点検・診断等業務 舗装 診断 担当技術者 ふくしまME（保全）
ふくしまインフラメンテナンス技
術者育成協議会審査委員会 第６回 第318号

203 （一）点検・診断等業務 小規模附属物 点検 担当技術者 インフラ調査士　付帯施設
（一社）日本非破壊検査
工業会

第4回 第238号

204 （一）点検・診断等業務 小規模附属物 点検 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第4回 第239号

205 （一）点検・診断等業務 小規模附属物 点検 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第4回 第240号



番号 業　　務 施設分野 業務
知識・技術を
求める者 ※2

資格の名称
資格付与事業又は事

務を行う者の名称
登録時
期※3

登録番
号

国土交通省登録技術者資格
（担当技術者）

資格が対象とする区分※1

別紙３

（令和２年４月１日以降適用）

206 （一）点検・診断等業務 小規模附属物 点検 担当技術者
ＲＣＣＭ（施工計画、施工設
備及び積算）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第4回 第241号

207 （一）点検・診断等業務 小規模附属物 点検 担当技術者 道路標識点検診断士
（一社）全国道路標識・
標示業協会

第５回 第287号

208 （一）点検・診断等業務 小規模附属物 診断 担当技術者 主任点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第4回 第242号

209 （一）点検・診断等業務 小規模附属物 診断 担当技術者 点検診断士
（一財）阪神高速道路技
術センター

第4回 第243号

210 （一）点検・診断等業務 小規模附属物 診断 担当技術者
ＲＣＣＭ（施工計画、施工設
備及び積算）

（一社）建設コンサルタ
ンツ協会

第4回 第244号

211 （一）点検・診断等業務 小規模附属物 診断 担当技術者 道路標識点検診断士
（一社）全国道路標識・
標示業協会

第５回 第288号

212 （二）計画・調査・設計業務 港湾 調査（潜水） 担当技術者 港湾潜水技士１級 （一社）日本潜水協会 第2回 第156号

213 （二）計画・調査・設計業務 港湾 調査（潜水） 担当技術者 港湾潜水技士２級 （一社）日本潜水協会 第2回 第157号

214 （二）計画・調査・設計業務 港湾 調査（潜水） 担当技術者 港湾潜水技士３級 （一社）日本潜水協会 第2回 第158号

215 （二）計画・調査・設計業務 港湾 調査（潜水） 担当技術者 特別港湾潜水技士 （一社）日本潜水協会 第６回 第320号

※１：資格が対象とする区分

※２：知識・技術を求める者

※３：登録時期

：配置可能な技術者（公共工事に関する調査及び設計に関する業務を行う者であって、一定以上の水準の知識及び技術を備えている必要
性が高いもの）

：（第１回）平成２７年１月２６日登録、（第２回）平成２８年２月２４日登録、（第３回）平成２９年２月２４日登録
 （第４回）平成３０年２月２７日登録、（第５回）平成３１年１月３１日登録、（第６回）令和２年２月５日登録

◯ここに記載のある資格は、「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程（平成26年国土交通省告示第1107号）」に基づいて、技術者資格登録簿
に登録された資格の一覧です。

：別表に掲げる施設分野等、業務及び知識・技術を求める者の区分


