
Ｒ３年度　資格試験・技術検定のご案内

Tel 058-271-0664 Fax 058-274-4788

E-mail info@tozaki-office.jp URL https://tozaki-office.com

令和3年度からの技術検定制度の改正について

第49号
令和3年2月9日

〒500-8388 岐阜市今嶺2丁目11番10号

社会保険労務士・行政書士 戸崎正文事務所

労働保険事務組合 ヒューマン・マネージメント協会

1級 第1次検定 7月4日 (日) 3月17日 (水)～

2級 第2次検定 10月3日 (日) 3月31日 (水)
3月3日 (水)～
3月17日 (水)

2級 第1次検定・第2次検定 7月6日 (火)～

2級
第1次検定
（後期）

2級 第2次検定

試験日

2級
第1次検定
（前期）

2月26日 (金)

申込受付期間販売日

6月6日 (日) 2月19日 (金)

7月20日 (火)
10月24日 (日) 6月21日 (月)

土木施工管理技士

1級 第1次検定 9月12日 (日) 5月6日 (木)～
2級 第2次検定 12月5日 (日) 5月20日 (木)

3月3日 (水)～
3月17日 (水)

2級 第1次検定・第2次検定 7月13日 (火)～

2級
第1次検定
（後期）

2級 第2次検定
(火)

4月12日 (月)

2級
第1次検定
（前期）

6月6日 (日) 2月19日 (金)

11月21日 (日) 6月28日 (月)
7月27日

試験日 販売日 申込受付期間

管工事・造園施工管理技士

1級 第1次検定 6月13日 (日) 1月29日 (金)～
1級 第2次検定 10月17日 (日) 2月12日 (金)

1月29日 (金)～
2月12日 (金)

2級 第1次検定・第2次検定 7月6日 (火)～
2級 第1次検定（後 7月20日 (火)

1月29日 (金)～
2月12日 (金)

2級 第2次検定

11月14日 (日)
前年度学科の
み合格者対象

6月22日 (火)

(金)

試験日 販売日 申込受付期間

1月15日 (金)

2級
第1次検定（前
期）

6月13日 (日) 1月15日

建築・電気工事施工管理技士

第1次検定

第2次検定（筆記）
第2次検定（実

技）
3月31日 (水)

第1次検定（第1回）

第2次検定（筆記）

第2次検定（実 3月31日 (水)
9月21日 (火)～
10月20日 (水)

2級第2次検定（第2回）

1級

2級

8月下旬～9月上旬

2月1日 (月)
6月20日 (日) 2月15日 (月)～

6月20日 (日)
2月1日 (月)

2月15日 (月)～

8月下旬～9月上旬

1月16日 (日) 9月中旬 ～

試験日 販売日 申込受付期間

建設機械施工管理技士

10月3日 (日) 6月14日 (月)～

12月12日 (日) 7月1日 (木)
5月30日 (日) 3月22日 (月)
7月17日 (土) ～

右のいずれか 7月18日 (日) 4月8日 (木)
10月24日 (日) 8月16日 (月)
12月18日 (土) ～

右のいずれか 12月19日 (日) 9月2日 (木)

技能試験

筆記試験
技能試験

筆記試験
技能試験

第1種

第
2
種

上期試験

下期試験

筆記試験
試験日 試験日 申込受付期間

電気工事士

8月21日 (土) 5月17日 (月)～

11月14日 (日)

一次試験

二次試験
第一種及び第二種

第三種 一次試験 2月19日

試験日 申込受付期間

6月3日 (木)
(金)

電気主任技術者

3月2日 (火) 4月9日 (金)

5月18日 (火) 6月15日 (火)

3月2日 (火) 4月9日 (金)
3月30日 (火) 4月以降要確認

（一財）建設業振興基金 （一社）岐阜土木工業会

㈱日建学院 日建学院岐阜校

（公財）全国建設研究センター 長良川国際会議場

会場 受講日

監理技術者講習

検定種目
指定試験機関（問合せ・申込

先）
電話番号

土木施工管理 (一財)全国建設研修センター
（１級・２級*） https://www.jctc.jp/

建築施工管理 (一財)建設業振興基金
（１級・２級*） https://www.kensetsu-kikin.or.jp/

電気工事施工管理 (一財)建設業振興基金
（１級・２級） https://www.kensetsu-kikin.or.jp/

管工事施工管理 (一財)全国建設研修センター
（１級・２級） https://www.jctc.jp/

造園施工管理 (一財)全国建設研修センター
（１級・２級） https://www.jctc.jp/

建設機械施工 (一社)日本建設機械施工協会
（１級・２級*） https://jcmanet.or.jp/

電気通信工事施工管理 (一財)全国建設研修センター
（１級・２級） https://www.jctc.jp/

*２級土木は「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」、２級建築は「建築」「躯体」「仕上げ」の３種別にそ
れぞれ分かれています。

*２級建設機械は「第１種」～「第６種」の６種別に分かれています。

042-300-6860

03-5473-1581

03-5473-1581

042-300-6855

042-300-6866

03-3433-1575

042-300-0205

称号付与

称号付与称号付与（追加）


