J 建設・採欄の職票
70 建設躯体工事の職業
小分類

該当例

細分類

ー

701 型枠大工

701-01 型枠大工

型枠解体工、型枠エ、コンクリート型枠組エ

702 とびエ

702-01 建築とびエ

足場組立エ、重量物とび職、鉄骨とびエ、とび職

702-02 取りこわし作業員

解体工（建造物）、家屋解体工、建築解体工、

コンクリートはつりエ（解体工事）

703 鉄筋工

702-98 とびエ見習

建築とびエ（見習）、鉄骨とびエ（見習）、とび見習

703-01 土木鉄筋工

土木鉄筋工

703-02 建築鉄筋工

建築鉄筋工

J 建設・採欄の職票
71 建設の職業（建設躯体工事の職業を除く）
小分類
711 大工

712 ブロック積エ、

711-01 建築大工

営繕大工、造作大工、宮大工

711-98 大工見習

大工（見習）

711-99 他に分類されない大工

大道具係、舞台製作大工

712-01 ブロック積工

建築ブロックエ

712-02 れんが積工

築炉エ、れんが積エ、炉修工

712-03 タイル張工

タイル壁張エ、タイル床張工

712-04 石張工

テラコッタ取付工

712-98 ブロック積工見習、

石張エ（見習）、タイル張エ（見習）、

タイル張工見習

ブロック積エ（見習）、れんが張エ（見習）

713-01 かわらふきエ

かわら屋根ふき職

713-98 屋根ふきエ見習

屋根ふきエ（見習）

タイル張工

713 屋根ふきエ

該当例

細分類

713-99 他に分類されない

屋根ふきエ
714-01 左官

スレート屋根ふきエ、わら屋根ふきエ
木舞エ、左官職、左官手元、左官吹付エ、
屋根左官、ラス張工

714 左官

714-98 左官見習

左官（見習）

715-01 畳工

畳表替エ、畳仕立エ、畳職

715 畳工

715-98 畳工見習

畳エ（見習）

716 配管工

716-01 配管工

ガス配管エ、空調配管エ、航空機配管エ、

水道配管エ、スチーム配管エ、船舶配管エ、
鉄道車両配管エ、配管修理工
716-98 配管工見習

配管エ（見習）
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J 建設・採欄の職票
71 建設の職業（建設躯体工事の職業を除く）
小分類
717 内装工

該当例

細分類
717-01 金属建具取付工

金属サッシ取付エ、金属製ドア取付エ、
シャッター取付工

717-02 建具ガラス取付工

板ガラスはめ込みエ、鏡取付エ、

建具ガラスはめ込みエ
717-03 内装仕上エ

クロス張り職、ゴム床張エ、室内装飾エ、

じゅうたん張エ、プラスチック床張エ、壁装工、
リノリウム床張工
718 防水工

718-01 防水工

建築工事防水エ、シーリングエ（防水工事）、
士木工事防水工

719 その他の建設の職業

719-01 潜水作業員

サルベージ作業員、水中調査・測量作業員、
潜水士（建設工事）

719-02 熱絶縁工

保温・保冷工

719-03 測量作業員

測量作業員

719-04 住宅水回り設備

給湯機取付エ、システムキッチン取付エ、洗

取付工

面器取付エ、便器取付エ（事務用・事業用ビル）、
便器取付エ（住宅）、ユニットバス取付工

719-05 水道工事検査員

水道検査員、漏水調査員

719-99 他に分類されない

ALC エ、看板取付エ、金属製バルコニー取付エ、

建設の職業

受水槽取付エ、プレハブ住宅バネル組立エ、
窯業サイディングエ
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J 建設・採欄の職票
72 電気工事の職業
小分類

細分類

該当例

721 送電線架線·敷設

721-01 送電線架線·敷設

送電線架線作業員、送電線保守作業員、

作業員

作業員

地中送電線敷設作業員

722 配電線架線·敷設

722-01 配電線架線·敷設

地中配電線敷設作業員、配電線架線作業員、

作業員

作業員

配電線保守作業員

723 通信線架線·敷設

723-01 通信線架線·敷設

屋外通信線架線作業員、海底通信ケーブル敷設

作業員

作業員

作業員、地下通信ケーブル敷設作業員、
通信線架線作業員、通信線保守作業員

724 電気通信設備作業員

725 電気工事作業員

724-01 放送装置据付．

CATV 工事作業員、テレピアンテナ工事作業員、

保守作業員

テレピ中継設備保守作業員、放送装置保守作業員

724-02 通信装置据付．

携帯電話基地局保守作業員、通信装置据付作業員、

保守作業員

無線通信機据付作業員

724-03 電話装置据付．

交換機据付作業員、電話機据付作業員、

保守作業員

ファクシミリ据付作業員

725-01 電気配線工事作業員

エアコン取付作業員（家庭用）、屋内電気配線
工事作業員、航空機配線作業員、
照明器取付作業員、船舶配線作業員、
鉄道車両配線作業員、電気配線作業員、
電工（電気配線工事）

725-02 電気工事検査員

電気工事検査員

725-03 産業用電気機械・

産業用電気機械据付作業員、

装置据付作業員

自動制御盤据付作業員、鉄道信号保守作業員、
鉄道用電気装置据付保守員

725-99 他に分類されない

オール電化工事作業員、警報器取付作業員、

電気工事作業員

太陽光発電装置据付作業員
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J 建設・採欄の職票
73 土木の職業
小分類
731 土木作業員

細分類

該当例

731-01 建設・土木作業員

建設作業員、護岸工事作業員、コンクリート作業員、
造園土木作業員、土管配管作業員、土木作業員、

法面保護作業員（コンクリート張り工事）
731-02 舗装作業員

アスファルト舗装作業員、コンクリート舗装作業員、
道路区画線設置作業員、道路工事作業員、

道路付帯設備取付作業員、道路補修作業員、
道路舗装作業員
732 鉄道線路工事作業員

732-01 鉄道線路工事作業員

軌条作業員、軌道作業員、軌道舗石作業員、

鉄道保線員、保線作業員

733 ダム・トンネル

733-01 ダム・トンネル

掘削作業員

掘削作業員

ダム掘削作業員、

トンネル建設作業員

74 採掘の職業
小分類

細分類

該当例

741 採鉱員

741-01 採鉱員

採鉱作業員

742 石切出作業員

742-01 石切出作業員

石切出作業者、砕石作業者

743 じゃり•砂·粘土

743-01 じゃり·砂・粘土

じゃり採取作業者、砂採取作業者、

採取作業員

採取作業員

庭石採取作業者、粘土採取作業者

749 その他の採掘の職業

749-01 支柱員

坑内支柱員

749-99 他に分類されない
採掘の職業

5
坑内運搬員、選鉱員、発破員

