
    
 

 
※建設キャリアアップシステムのシンボルマーク 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

不動産・建設経済局建設市場整備課 

建 設 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム 推 進 室 

 

ＣＣＵＳ登録技能者の能力評価基準を２分野追加！ 
 

建設技能者一人ひとりの技能や経験を評価し、保有資格や就業日数に応じて４段階に 

判定する「能力評価（技能レベル判定）」手続きに、２分野（「ウレタン断熱技能者」、「発破・

破砕技能者」）が新たに追加されます！ 

 

○ 建設技能者の能力評価制度は、職種ごとの能力評価基準に基づき、建設キャリアアップシ

ステムに蓄積・登録される建設技能者一人ひとりの技能や経験を客観的に評価する仕組み

です。  

○ 本制度においては、能力評価を実施しようとする専門工事業団体等が分野ごとに能力評

価基準を策定し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 

○ 国土交通大臣から基準認定を受けた分野においては、各団体によって同基準に基づき技

能者の経験、知識・技能、マネジメント能力に応じて４段階で技能レベルの判定が行われる

とともに、技能レベルに応じた建設キャリアアップカード（ゴールド、シルバー、ブルー、ホワイ

ト）が技能者本人に交付されます。  

○ このたび、４月１日より２分野（「ウレタン断熱技能者」（（一社）日本ウレタン断熱協会）、「発

破・破砕技能者」（（一社）日本発破・破砕協会））において、能力評価基準を策定し、追加さ

れることとなりました。 

○ なお、各能力評価実施団体における、詳細な情報につきましては、各能力評価実施団体に

おけるホームページのＵＲＬ及び連絡先を掲載（別紙参照）いたしますので、そちらでご確認く

ださい。                               

 

 
＜問合せ先＞ 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課建設キャリアアップシステム推進室 

 沖本、山下 

TEL： 03-5253-8111（内線 24-853、24-854） 

03-5253-8283（直通） 

  FAX： 03-5253-1555 

 

 



能力評価実施団体による能力評価（レベル判定）手続き一覧

①ＷＥＢ ②メール ③郵送

電気 （一社）日本電設工業協会 委託 全国建設労働組合総連合 ０３－５４１３－２１６１ https://www.jeca.or.jp/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

橋梁 （一社）日本橋梁建設協会 委託 全国建設労働組合総連合 ０３－３５０７－５２２５ https://www.jasbc.or.jp/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

ｺﾝｸﾘｰﾄ （一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会 自団体 ０３－３２５４－０７３１ https://www.zenatsuren.com/ https://www.zenatsuren.com/publics/index/123/ ○ ○

防水 （一社）全国防水工事業協会 自団体 ０３－５２９８－３７９３ https://www.jrca.or.jp/ https://www.jrca.or.jp/ccus/index.html ○

ﾄﾝﾈﾙ （一社）日本トンネル専門工事業協会 自団体 ０３－５２５１－４１５０ http://www.tonnel.jp/
https://safe.menlosecurity.com/doc/docview/viewer/docN942DC50C226D0f8658bcf5c5a4

a292cea964c52627a1b23d3504c1ec95aca2d00916be2dd834
○ ○

塗装 （一社）日本塗装工業会 委託 全国建設労働組合総連合 ０３－３７７０－９９０１ https://www.nittoso.or.jp/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

左官 （一社）日本左官業組合連合会 委託 全国建設労働組合総連合 ０３－３２６９－０５６０ http://www.nissaren.or.jp/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

機械土工 （一社）日本機械土工協会 自団体 ０３－３８４５－２７２７ http://www.jemca.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

海上起重 （一社）日本海上起重技術協会 自団体 ０３－５６４０－２９４１ http://www.kaigikyo.jp/
https://safe.menlosecurity.com/doc/docview/viewer/docN942DC50C226D01a1615b714370

501256ddf12eec1b071714092880e40d4facd703dcc8c2c612
○

PC （一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会 委託 （一社）日本機械土工協会 ０３－３２６０－２５４５ http://www.pckouji.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

圧接 全国圧接業協同組合連合会 委託 全国建設労働組合総連合 ０３－５８２１－３９６６ https://www.assetsu.com/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

型枠 （一社）日本型枠工事業協会 自団体 ０３－６４３５－６２０８ http://www.nikkendaikyou.or.jp/ http://www.nikkendaikyou.or.jp/ccus/ccuslevel.html ○ ○

（一社）日本空調衛生工事業協会 委託 （一社）日本機械土工協会 ０３－３５５３－６４３１ http://www.nikkuei.or.jp/index.asp http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

（一社）日本配管工事業団体連合会 委託 （一社）日本機械土工協会 ０３－６８０３－２５６３ http://www.nihonhaikan.or.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

全国管工事業協同組合連合会 委託 （一社）日本機械土工協会 ０３－５９８１－８９５７ https://zenkanren.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

（一社）日本建設躯体工事業団体連合会 自団体 ０３－３９７２－７２２１ http://nihonkutai.or.jp/
http://nihonkutai.or.jp/2021/08/17/ccus%e7%99%bb%e9%8c%b2%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%80
%85%ef%bc%88%e3%81%a8%e3%81%b3%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%80%85%ef%bc%89%e3%81%ae%e

3%80%8c%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab%e5%88%a4%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%81%ab/
○ ○

（一社）日本鳶工業連合会 自団体 ０３－３４３４－８８０５ http://www.nittobiren.or.jp/ 準備中

切断穿孔 ダイヤモンド工事業協同組合 自団体 ０３－３４５４－６９９０ https://www.dca.or.jp/ https://www.dca.or.jp/ccus-level.html ○

（一社）全国建設室内工事業協会 自団体 ０３－３６６６－４４８２ http://www.zsk.or.jp/ http://www.zsk.or.jp/career_up/ ○ ○

日本建設インテリア事業協同組合連合会 自団体 ０３－３６６６－４４８２ https://kensenren.or.jp/navi/021.html http://jeicif.or.jp/news/2021/09/156/

日本室内装飾事業協同組合連合会 自団体 ０３－３４３１－２７７５ http://www.nissouren.jp/
https://safe.menlosecurity.com/doc/docview/viewer/docN942DC50C226D1eaa8b9d52900a

480d8399c22b115e9a8ea3393288dc0cf3ec90be6c9dbeb8d7
○ ○

（一社）日本サッシ協会 自団体 ０３－６７２１－５９３４ https://www.jsma.or.jp/ https://www.jsma.or.jp/Top/scskill/tabid/260/Default.aspx ○ ○

（一社）建築開口部協会 自団体 ０３－６４５９－０７３０ http://www.cw-fw.or.jp/ https://www.jsma.or.jp/Top/scskill/tabid/260/Default.aspx ○ ○

ｴｸｽﾃﾘｱ （公社）日本エクステリア建設業協会 自団体 ０３－３８６５－５６７１ https://jpex.or.jp/ https://jpex.or.jp/ccus/ ○

建築板金 （一社）日本建築板金協会 委託 （一社）日本機械土工協会 ０３－３４５３－７６９８ https://www.zenban.jp/group/group-list/nichibankyo/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 自団体 ０３－３３７９－４３３８ http://www.n-gaiheki.jp/ 準備中

（一社）全国ダクト工業団体連合会 委託 （一社）日本機械土工協会 ０３－５５６７－００７１ https://www.duct-jp.net/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

保温保冷 （一社）日本保温保冷工業協会 自団体 ０３－３８６５－０７８５ https://www.jtia.org/ https://www.jtia.org/topics/view/706 ○

ｸﾞﾗｳﾄ （一社）日本グラウト協会 委託 （一社）日本機械土工協会 ０３－３４３５－９４１１ http://www.japan-grout.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

冷凍空調 （一社）日本冷凍空調設備工業連合会 委託 （一社）日本機械土工協会 ０３－３４３５－９４１１ https://www.jarac.or.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

運動施設 （一社）日本運動施設建設業協会 自団体 ０３－６６８３－８８６５ http://www.sfca.jp/ 準備中

（一社）全国基礎工事業団体連合会 自団体 ０３－３６１２－６６１１ http://www.kt.rim.or.jp/~zenkiren/ http://www.kt.rim.or.jp/~zenkiren/contents/level.html ○

（一社）日本基礎建設協会 自団体 ０３－３５５１－７０１８ http://www.kisokyo.or.jp/ http://www.kisokyo.or.jp/nouryokuhyouka.html ○

ﾀｲﾙ張り （一社）日本タイル煉瓦工事工業会 委託 全国建設労働組合総連合 ０３－３２６０－９０２３ https://www.nittaren.or.jp/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

標識・路面標示 （一社）全国道路標識標示業協会 自団体 ０３－３２６２－０８３６ https://zenhyokyo.or.jp/ 準備中

消火設備 （一社）消防施設工事協会 自団体 ０３－３２８８－０３５２ http://www.sskk-net.or.jp/ http://www.sskk-net.or.jp/info-20210901/ ○ ○

全国建設労働組合総連合 自団体 ０３－３２００－６２２１ http://www.zenkensoren.org/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

（一社）ＪＢＮ・全国工務店協会 委託 全国建設労働組合総連合 ０３－５５４０－６６７８ https://www.jbn-support.jp/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

（一社）全国住宅産業地域活性化協議会 委託 全国建設労働組合総連合 ０３－３５３７－０２８７ https://www.jyukatsukyo.or.jp/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

（一社）日本ログハウス協会 委託 全国建設労働組合総連合 ０３－３５８８－８８０８ http://www.loghouse.jpn.com/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

（一社）プレハブ建築協会 委託 全国建設労働組合総連合 ０３－５２８０－３１２１ https://www.purekyo.or.jp/ http://www.zenkensoren.org/kensentuginousyanoryokuhyoukazennsyokusyu/ ○

ALC （一社）ＡＬＣ協会 委託 （一社）日本機械土工協会 ０３－５２５６－０４３２ http://www.alc-a.or.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

土工 （一社）日本機械土工協会 自団体 ０３－３８４５－２７２７ http://www.jemca.jp/ http://jemca.jp/level/levelhyouka.html ○

ウレタン断熱
NEW!!

（一社）日本ウレタン断熱協会　 自団体 ０３－３６６７－１０７５ http://www.jua.cc/ https://www.jua.cc/ccus/index.html ○ ○

発破・破砕
NEW!!

（一社）日本発破・破砕協会 自団体 ０３－５６４４－８７５０ https://www.happakk.com/ 準備中

※硝子分野については、全国板硝子工事協同組合連合会（０３－６４１３－６２２２）又は、全国板硝子商工協同組合連合会（０３－５６４９－８５７７）にお問い合わせください。
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基礎工

ﾀﾞｸﾄ

ｻｯｼ・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

内装仕上

鳶・土工

配管

処理方法
職種 能力評価実施団体

実施種別
（自団体or委託）

申し込みＨＰ


