
対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

フルードパワー分野 研究 要素技術研究

フルードパワー分野 研究 油圧機器・システム技術研究

フルードパワー分野 研究 空気圧機器・システム技術研
究

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 研究開発 材料技術

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 研究開発 評価・解析技術

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 研究開発 製造プロセス技術

光学機器製造業 研究開発 光学技術

光学機器製造業 研究開発 精密加工技術

光学機器製造業 研究開発 電子技術

光学機器製造業 研究開発 ソフトウェア技術

林業技術者（０２３） 造園工事業 維持管理 維持管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a15.html

スーパーマーケット業 店舗運営 店舗運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

スーパーマーケット業 商品開発・仕入れ 商品開発・仕入れ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

外食産業 商品開発 マーケット・食材研究

外食産業 商品開発 メニュー開発

外食産業 食材・商品購買 商品仕入

外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン

外食産業 食材・商品購買 商品管理

パン製造業 製造 製品開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a68.html

パン製造業 販売 商品開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a68.html

電気機械器具製造業 研究開発 電気機械技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

電気機械器具製造業 設計 機械設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

電気機械器具製造業 生産技術 生産技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

電気機械器具製造業 営業技術 営業技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 開発設計 油圧機器設計

フルードパワー分野 開発設計 空気圧機器設計

フルードパワー分野 開発設計 油圧装置・システム設計

機械技術者（０３１）

農林水産業・食品
技術者（０２）

食品技術者（０２５）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 

専門的・技術的職
業（Ａ）

自然科学研究者（０１１）

参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

科学研究者（０１） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

機械・電気技術者
（０３）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

フルードパワー分野 開発設計 空気圧装置・システム設計

フルードパワー分野 生産技術 生産設備設計

フルードパワー分野 生産技術 製造技術設計

フルードパワー分野 営業技術 営業技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 設計 機能設計

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 設計 構造設計

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 設計 プロセス設計

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 生産技術 生産設備設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

自動車製造業(｢組立｣職種) 組立 製造管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a66.html

光学機器製造業 研究開発 光学技術

光学機器製造業 研究開発 精密加工技術

光学機器製造業 設計 システム設計

光学機器製造業 設計 光学設計

光学機器製造業 設計 機械設計

光学機器製造業 生産技術 生産設備設計

光学機器製造業 生産技術 製造技術設計

エンジニアリング業 プロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメント http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

エンジニアリング業 設計 全体・部分配置計画

エンジニアリング業 設計 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ・ｵﾌｻｲﾄ設備設計

エンジニアリング業 設計 プロセス設計

エンジニアリング業 設計 機器設計

エンジニアリング業 設計 土木設計

エンジニアリング業 設計 建築・構造物設計

エンジニアリング業 設計 配管設計

エンジニアリング業 設計 付帯システム設計

エンジニアリング業 設計 電気設備設計

機械技術者（０３１）

専門的・技術的職
業（Ａ）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html
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機械・電気技術者
（０３）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

エンジニアリング業 設計 計測制御システム設計

鍛造業 鍛造技術 設備技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

自動販売機製造・管理運営業 企画・開発 製品企画

自動販売機製造・管理運営業 企画・開発 開発設計

自動販売機製造・管理運営業 生産技術 生産設備設計

自動販売機製造・管理運営業 生産技術 製造技術設計

金属プレス加工業 開発・設計 製品設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

金属プレス加工業 生産技術 生産技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

石油精製業 製油計画 生産計画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 品質管理計画 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 設備計画 新設・改造計画

石油精製業 設備計画 設備設計

石油精製業 設備維持管理 設備検査

石油精製業 設備維持管理 設備維持管理

マテリアル・ハンドリング業 営業技術 営業技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 計画設計／基本設計 計画設計／基本設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 生産統括 生産統括 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 実施設計／詳細設計 実施設計／詳細設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 生産技術 生産技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 製造 検査 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 品質管理 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

電気機械器具製造業 研究開発 電気機械技術

電気機械器具製造業 研究開発 情報通信技術

電気機械器具製造業 研究開発 電子部品技術

電気機械器具製造業 設計 機械設計

電気機械器具製造業 設計 電気・電力設計

電気機械器具製造業 設計 計測・制御設計

機械技術者（０３１）

電気技術者（０３４）

専門的・技術的職
業（Ａ）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

機械・電気技術者
（０３）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

電気機械器具製造業 設計 情報メディア設計

電気機械器具製造業 設計 電子部品・デバイス設計

電気機械器具製造業 生産技術 生産技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

電気機械器具製造業 営業技術 営業技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 開発設計 メカトロニクス設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

フルードパワー分野 生産技術 生産設備設計

フルードパワー分野 生産技術 製造技術設計

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 設計 機能設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 生産技術 生産設備設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

光学機器製造業 研究開発 電子技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

光学機器製造業 設計 システム設計

光学機器製造業 設計 電気・電子設計

光学機器製造業 生産技術 生産設備設計

光学機器製造業 生産技術 製造技術設計

エンジニアリング業 設計 電気設備設計

エンジニアリング業 設計 計測制御システム設計

鍛造業 鍛造技術 設備技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

自動販売機製造・管理運営業 企画・開発 製品企画

自動販売機製造・管理運営業 企画・開発 開発設計

自動販売機製造・管理運営業 生産技術 生産設備設計

自動販売機製造・管理運営業 生産技術 製造技術設計

金属プレス加工業 生産技術 生産技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

電気通信工事業 営業 営業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a16.html

電気通信工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a16.html

電気通信工事業 施工技能 現場管理

電気通信工事業 施工技能 施工技能

石油精製業 製油計画 生産計画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

電気技術者（０３４）

専門的・技術的職
業（Ａ）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a16.html

機械・電気技術者
（０３）
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http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a16.html


対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

石油精製業 品質管理計画 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 設備計画 新設・改造計画

石油精製業 設備計画 設備設計

石油精製業 設備維持管理 設備検査

石油精製業 設備維持管理 設備維持管理

マテリアル・ハンドリング業 営業技術 営業技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 計画設計／基本設計 計画設計／基本設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 生産統括 生産統括 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 実施設計／詳細設計 実施設計／詳細設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 生産技術 生産技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 製造 検査 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 品質管理 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

プラントメンテナンス業 保全実務 保全作業

プラントメンテナンス業 保全実務 保全管理

プラントメンテナンス業 保全技術 技術

プラントメンテナンス業 保全技術 安全・品質

電気機械器具製造業 研究開発 情報通信技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

電気機械器具製造業 設計 通信機器設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

電気機械器具製造業 生産技術 生産技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

電気通信工事業 営業 営業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a16.html

電気通信工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a16.html

電気通信工事業 施工技能 現場管理

電気通信工事業 施工技能 施工技能

石油精製業 製油計画 生産計画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 品質管理計画 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 設備計画 新設・改造計画

石油精製業 設備計画 設備設計

電気技術者（０３４）

専門的・技術的職
業（Ａ）

電気通信技術者（０３５）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a31.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a31.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a16.html

機械・電気技術者
（０３）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

石油精製業 設備維持管理 設備検査

石油精製業 設備維持管理 設備維持管理

プラントメンテナンス業 保全実務 保全作業

プラントメンテナンス業 保全実務 保全管理

プラントメンテナンス業 保全技術 技術

プラントメンテナンス業 保全技術 安全・品質

光学機器製造業 研究開発 精密加工技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

軽金属製品製造業 表面処理 マスキング

軽金属製品製造業 表面処理 機械的前処理

軽金属製品製造業 表面処理 ラッキング・アンラッキング

軽金属製品製造業 表面処理 前処理

軽金属製品製造業 表面処理 陽極酸化処理

軽金属製品製造業 表面処理 後処理

軽金属製品製造業 品質管理 品質検査

軽金属製品製造業 品質管理 品質試験

軽金属製品製造業 生産技術 仕様・工程設計

軽金属製品製造業 生産技術 液管理

エンジニアリング業 設計 プロセス設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

軽金属製品製造業 表面処理 後処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

鍛造業 鍛造 加熱 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

石油精製業 製油計画 生産計画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 品質管理計画 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 設備計画 新設・改造計画

石油精製業 設備計画 設備設計

石油精製業 設備維持管理 設備検査

石油精製業 設備維持管理 設備維持管理

石油精製業 安全・環境管理 安全管理

金属精錬・材料技術者（０４
１）

化学技術者（０４２）

鉱工業技術者（機
械・電気技術者を
除く）（０４）

専門的・技術的職
業（Ａ）

電気通信技術者（０３５）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a31.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a31.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

機械・電気技術者
（０３）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

石油精製業 安全・環境管理 環境管理

石油精製業 石油精製 石油精製プラントオペレーショ
ン管理

石油精製業 石油精製 石油精製プラントオペレーショ
ン

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 研究開発 材料技術

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 研究開発 評価・解析技術

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 研究開発 製造プロセス技術

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 設計 機能設計

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 設計 構造設計

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 設計 プロセス設計

鉄筋工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a11.html

鉄筋工事業 施工技能 現場管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a11.html

型枠工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a12.html

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 生産技術 生産システム計画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

防水工事業 営業 営業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a13.html

防水工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a13.html

防水工事業 施工技能 現場管理

防水工事業 施工技能 施工技能

外食産業 店舗開発 店舗 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

エンジニアリング業 プロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメント http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

エンジニアリング業 設計 全体・部分配置計画

エンジニアリング業 設計 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ・ｵﾌｻｲﾄ設備設計

エンジニアリング業 設計 建築・構造物設計

エンジニアリング業 建設 工事プロポーザル

エンジニアリング業 建設 工事管理

エンジニアリング業 建設 工事技術サポート

左官工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a14.html

左官工事業 施工技能 現場管理

化学技術者（０４２）

鉱工業技術者（機
械・電気技術者を
除く）（０４）

専門的・技術的職
業（Ａ）

窯業技術者（０４３）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

建築・土木・測量
技術者（０５）

建築技術者（０５１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a14.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a13.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

左官工事業 施工技能 施工技能

総合工事業 建設営業 建設営業部門運営

総合工事業 建設営業 建設営業実務

総合工事業 建設生産管理 建設生産部門運営

総合工事業 建設生産管理 建設生産システム管理

総合工事業 建設生産管理 現場生産管理

ＤＩＹ業 リフォーム リフォーム http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

ＤＩＹ業 店舗開発 施設管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

マテリアル・ハンドリング業 営業技術 営業技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 計画設計／基本設計 計画設計／基本設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 工事 施工計画

マテリアル・ハンドリング業 工事 施工管理

鉄筋工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a11.html

鉄筋工事業 施工技能 現場管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a11.html

型枠工事業 施工管理 施工管理
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a12.html

エンジニアリング業 プロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメント http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

エンジニアリング業 設計 土木設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

エンジニアリング業 建設 工事プロポーザル

エンジニアリング業 建設 工事管理

エンジニアリング業 建設 工事技術サポート

左官工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a14.html

左官工事業 施工技能 現場管理

左官工事業 施工技能 施工技能

造園工事業 造園企画 計画・設計

造園工事業 造園企画 仕上がりの品質管理

造園工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a15.html

造園工事業 施工技能 現場管理

土木技術者（０５２）

専門的・技術的職
業（Ａ）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a15.html

建築・土木・測量
技術者（０５）

建築技術者（０５１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a15.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a14.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a14.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

造園工事業 施工技能 施工技能

造園工事業 維持管理 維持管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a15.html

総合工事業 建設営業 建設営業部門運営

総合工事業 建設営業 建設営業実務

総合工事業 建設生産管理 建設生産部門運営

総合工事業 建設生産管理 建設生産システム管理

マテリアル・ハンドリング業 工事 施工計画

マテリアル・ハンドリング業 工事 施工管理

総合工事業 建設営業 建設営業部門運営

総合工事業 建設営業 建設営業実務

総合工事業 建設生産管理 建設生産部門運営

総合工事業 建設生産管理 建設生産システム管理

事務系 経営情報システム 経営情報システム http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

市場調査業 調査ITｼｽﾃﾑ開発・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 調査ITｼｽﾃﾑ開発・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a24.html

光学機器製造業 研究開発 ソフトウェア技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

光学機器製造業 設計 ソフトウェア設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

自動販売機製造・管理運営業 企画・開発 開発設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

クレジットカード業 企画・管理 事務企画

クレジットカード業 企画・管理 システム企画・構築・維持

クレジットカード業 企画・管理 リスク管理

マテリアル・ハンドリング業 計画設計／基本設計 計画設計／基本設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 実施設計／詳細設計 実施設計／詳細設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

プロデューサー（事業企画・統
括）（ビジネスプランナー）

事業企画立案

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

プロデューサー（事業企画・統
括）（ビジネスプランナー）

事業運営管理

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

プロデューサー（事業企画・統
括）（ビジネスプランナー）

外部連携／調達管理

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

コンテンツプランナー（コンテン
ツ企画）

コンテンツ企画立案 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ディレクター・ウェブマスター（制
作監督・業務管理）

設計・制作ディレクション

土木技術者（０５２）

専門的・技術的職
業（Ａ）

測量技術者（０５３）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a22.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a15.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

建築・土木・測量
技術者（０５）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html

システムエンジニア（０６１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

情報処理技術者
（０６）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ディレクター・ウェブマスター（制
作監督・業務管理）

アクセス状況等管理

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 ウェブデザイン

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 コンテンツ制作

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 テスト（デバッグ）

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） 機能設計

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） 開発言語及び利用技術設計

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） プログラミング（サーバー側）

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） プログラミング（クライアント側）

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） テスト（デバッグ）

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） システム保守

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

サイト運営（ウェブマスター） ユーザー関連業務

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

サイト運営（ウェブマスター） サイト運営業務（更新）

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

サイト運営（ウェブマスター） アクセス状況等管理

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

プロデューサー（事業企画・統
括）（ビジネスプランナー）

事業企画立案

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

プロデューサー（事業企画・統
括）（ビジネスプランナー）

事業運営管理

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

プロデューサー（事業企画・統
括）（ビジネスプランナー）

外部連携／調達管理

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

コンテンツプランナー（コンテン
ツ企画）

コンテンツ企画立案 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ディレクター・ウェブマスター（制
作監督・業務管理）

設計・制作ディレクション

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ディレクター・ウェブマスター（制
作監督・業務管理）

アクセス状況等管理

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 ウェブデザイン

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 コンテンツ制作

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 テスト（デバッグ）

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） 機能設計

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） 開発言語及び利用技術設計

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） プログラミング（サーバー側）

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） プログラミング（クライアント側）

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） テスト（デバッグ）

専門的・技術的職
業（Ａ）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

システムエンジニア（０６１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

情報処理技術者
（０６）

プログラマー（０６２）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） システム保守

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

サイト運営（ウェブマスター） ユーザー関連業務

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

サイト運営（ウェブマスター） サイト運営業務（更新）

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

サイト運営（ウェブマスター） アクセス状況等管理

事務系 生産管理 生産管理プランニング

事務系 生産管理 生産管理オペレーション

事務系 ロジスティクス ロジスティクス管理

事務系 ロジスティクス ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

電気機械器具製造業 生産技術 生産技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

ホテル業 施設管理 施設開発

ホテル業 施設管理 施設保全

印刷業 生産管理 工程管理

印刷業 生産管理 品質管理

フルードパワー分野 生産技術 生産システム設計

フルードパワー分野 生産技術 生産設備設計

フルードパワー分野 生産技術 製造技術設計

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 生産技術 生産システム計画

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 生産技術 生産設備設計

光学機器製造業 生産技術 生産システム企画

光学機器製造業 生産技術 生産設備設計

光学機器製造業 生産技術 製造技術設計

エンジニアリング業 設計 配管設計

エンジニアリング業 設計 付帯システム設計

エンジニアリング業 調達 購買

エンジニアリング業 調達 発注品工程管理

エンジニアリング業 調達 検査

エンジニアリング業 輸送 輸送管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

その他の技術者（０７１）その他の技術者
（０７）

専門的・技術的職
業（Ａ）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a28.html

情報処理技術者
（０６）

プログラマー（０６２）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

クリーニング業 経営管理 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

軽金属製品製造業 品質管理 品質検査

軽金属製品製造業 品質管理 品質試験

軽金属製品製造業 生産技術 仕様・工程設計

軽金属製品製造業 生産技術 液管理

軽金属製品製造業 生産技術 環境管理

軽金属製品製造業 生産技術 工程管理

鍛造業 鍛造技術 鍛造設計

鍛造業 鍛造技術 金型設計

鍛造業 鍛造技術 設備技術

鍛造業 品質管理 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

鍛造業 生産管理 生産計画

鍛造業 生産管理 工程管理

自動販売機製造・管理運営業 生産技術 生産システム設計

自動販売機製造・管理運営業 生産技術 生産設備設計

自動販売機製造・管理運営業 生産技術 製造技術設計

自動販売機製造・管理運営業 品質保証 品質保証 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

自動販売機製造・管理運営業 技術 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

金属プレス加工業 生産技術 生産技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

石油精製業 製油計画 生産計画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 品質管理計画 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 設備計画 新設・改造計画

石油精製業 設備計画 設備設計

石油精製業 設備維持管理 設備検査

石油精製業 設備維持管理 設備維持管理

石油精製業 安全・環境管理 安全管理

石油精製業 安全・環境管理 環境管理

その他の技術者（０７１）その他の技術者
（０７）

専門的・技術的職
業（Ａ）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

石油精製業 石油精製 石油精製プラントオペレーショ
ン管理

石油精製業 石油精製 石油精製プラントオペレーショ
ン

産業廃棄物処理業 中間処理 搬入

産業廃棄物処理業 中間処理 操業

産業廃棄物処理業 中間処理 搬出

産業廃棄物処理業 中間処理 設備保全

産業廃棄物処理業 中間処理 現業管理

産業廃棄物処理業 最終処分 受入れ・埋立て管理

産業廃棄物処理業 最終処分 維持管理

産業廃棄物処理業 最終処分 処分場の全般管理

産業廃棄物処理業 技術 製造・処理技術

産業廃棄物処理業 技術 研究開発

産業廃棄物処理業 技術 技術の全般管理

ビルメンテナンス業 保安管理 防災・消防用設備点検

ビルメンテナンス業 保安管理 現場監督

マテリアル・ハンドリング業 生産統括 生産統括 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 生産技術 生産技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 製造 検査 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 工事 施工計画

マテリアル・ハンドリング業 工事 施工管理

マテリアル・ハンドリング業 サービス技術 保守・メンテナンス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 品質管理 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

旅館業 旅館管理 施設・設備管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 テスト（デバッグ） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） テスト（デバッグ） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

外食産業 商品開発 マーケット・食材研究

外食産業 商品開発 メニュー開発

その他の保健医
療の職業（１１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

栄養士（１１１）

その他の技術者（０７１）その他の技術者
（０７）

専門的・技術的職
業（Ａ）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a250.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a250.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a250.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

外食産業 食材・商品購買 商品仕入

外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン

外食産業 食材・商品購買 商品管理

在宅介護業 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（本部） 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（本部） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

在宅介護業 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（事業所） 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（事業所） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

在宅介護業 訪問介護サービス 訪問介護サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

在宅介護業 通所介護サービス 通所介護サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

在宅介護業 訪問入浴サービス 訪問入浴サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

施設介護業 施設介護サービス 施設介護サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

福祉相談指導専門員（１２１） 施設介護業 相談・援助 相談・援助 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

在宅介護業 通所介護サービス 通所介護サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

施設介護業 施設介護サービス 施設介護サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

施設介護業 相談・援助 相談・援助 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

在宅介護業 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（本部） 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（本部） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

在宅介護業 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（事業所） 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（事業所） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

在宅介護業 訪問介護サービス 訪問介護サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

在宅介護業 通所介護サービス 通所介護サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

在宅介護業 訪問入浴サービス 訪問入浴サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

施設介護業 施設介護サービス 施設介護サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

施設介護業 相談・援助 相談・援助 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

経営専門の職業
（１４）

その他の経営専門の職業(１
４９)

ビルメンテナンス業 業務管理 業務管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

広告業 広告製作（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ） 制作プランニング

広告業 広告製作（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ） 制作ディレクション

イベント産業 制作 制作管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 コンテンツ制作 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

アパレル分野 アパレル企画 デザイン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a26.html

広告業 広告制作（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ） 制作プランニング

その他の保健医
療の職業（１１）

栄養士（１１１）

他に分類されない保険医療
の職業（１１９）

専門的・技術的職
業（Ａ）

社会福祉専門の
職業（１２）

文芸家、記者、編
集者（１７）

文芸家、著述家 （１７１）

デザイナー（１８４）

その他の社会福祉専門の職
業（１２９）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html

福祉施設指導専門員（１２２）

美術家、デザイ
ナー、写真家（１
８）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

広告業 広告制作（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ） 制作ディレクション

イベント産業 企画 プロジェクト・マネジメント http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

イベント産業 制作 制作施工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

自動販売機製造・管理運営業 企画・開発 製品デザイン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 ウェブデザイン

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 コンテンツ制作

写真館業 写真撮影 証明写真撮影

写真館業 写真撮影 スタジオ一般写真撮影

写真館業 写真撮影 スタジオ婚礼写真撮影

写真館業 写真撮影 ロケーション一般写真撮影

写真館業 写真撮影 ロケーション婚礼写真撮影

写真館業 写真撮影 学校写真撮影

音楽家（１９１） イベント産業 制作 制作施工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

舞踏家（１９２） イベント産業 制作 制作管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

イベント産業 企画 企画プロデュース

イベント産業 企画 プロジェクト・マネジメント

イベント産業 制作 制作計画

イベント産業 制作 制作管理

イベント産業 制作 制作施工

イベント産業 運営 運営管理

イベント産業 運営 運営実施

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

プロデューサー（事業企画・統
括）（ビジネスプランナー）

事業企画立案

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

プロデューサー（事業企画・統
括）（ビジネスプランナー）

事業運営管理

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

プロデューサー（事業企画・統
括）（ビジネスプランナー）

外部連携／調達管理

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

コンテンツプランナー（コンテン
ツ企画）

コンテンツ企画立案 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ディレクター・ウェブマスター（制
作監督・業務管理）

設計・制作ディレクション

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ディレクター・ウェブマスター（制
作監督・業務管理）

アクセス状況等管理

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

音楽家・舞台芸術
家（１９）

専門的・技術的職
業（Ａ）

デザイナー（１８４）

プロデューサー、演出家（１９
４）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a249.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

写真家（１８５）

美術家、デザイ
ナー、写真家（１
８）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

演劇家（１９５） イベント産業 制作 制作管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

フィットネス産業 インストラクション トレーニングジム

フィットネス産業 インストラクション スタジオ

フィットネス産業 インストラクション プール

ボウリング場業 接客サービス インストラクター http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

ボウリング場業 接客サービス インストラクター

ボウリング場業 接客サービス プロショップ運営

ホテル業 環境対策 環境対策企画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

ホテル業 危機管理 サービス品質管理

ホテル業 危機管理 衛生管理

ホテル業 危機管理 防犯・防災管理

スーパーマーケット業 店舗運営 店舗運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

スーパーマーケット業 商品開発・仕入れ 商品開発・仕入れ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

ＤＩＹ業 商品開発・ＭＤ 仕入

ＤＩＹ業 商品開発・ＭＤ 商品開発・企画

旅館業 旅館管理 衛生・環境管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 ウェブデザイン

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

ウェブデザイン・コンテンツ制作 コンテンツ制作

在宅介護業 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（本部） 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（本部） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

在宅介護業 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（事業所） 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（事業所） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

ホテル業 レストラン 店舗管理

ホテル業 レストラン 仕入管理

ホテル業 経営戦略 事業企画

ホテル業 経営戦略 事業管理

スーパーマーケット業 営業企画 営業企画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

会社の管理職員（２３１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

個人教師（２０２）

職業スポーツ家（２０３）

管理的職業（Ｂ）

その他の専門的
職業（２０）

音楽家・舞台芸術
家（１９）

他に分類されない専門的職
業（２０９）

専門的・技術的職
業（Ａ）

会社・団体の管理
職員（２３）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a245.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

自動車製造業(｢組立｣職種) 組立 製造管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a66.html

フィットネス産業 営業・店舗開発 業態・店舗開発

フィットネス産業 営業・店舗開発 業態・店舗統括

フィットネス産業 店舗運営 店舗管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a245.html

パン製造業 製造 品質・衛生管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a68.html

パン製造業 販売 店舗統括 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a68.html

総合工事業 建設営業 建設営業部門運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html

総合工事業 建設生産管理 建設生産部門運営

総合工事業 建設生産管理 建設生産システム管理

クリーニング業 経営管理 営業管理

クリーニング業 経営管理 工場管理

クリーニング業 経営管理 品質管理

ボウリング場業 センター運営 センター運営統括

ボウリング場業 センター運営 販売促進

ボウリング場業 新規業務開発 業態・センター開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

写真館業 経営管理 営業・マーケティング

写真館業 経営管理 店舗マネジメント

軽金属製品製造業 生産技術 環境管理

軽金属製品製造業 生産技術 工程管理

卸売業(食品･菓子･雑貨等) メーカー・サービス ﾒｰｶｰ・ｻｰﾋﾞｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

卸売業(食品･菓子･雑貨等) リテール・サービス ﾘﾃｰﾙ・ｻｰﾋﾞｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス ロジスティクス・マネジメント

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス センター開設・運営

自動販売機製造・管理運営業 営業所管理 営業所運営

自動販売機製造・管理運営業 営業所管理 営業所統括

ＤＩＹ業 営業企画 店舗運営管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

石油精製業 管理・監督 管理・監督 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

会社の管理職員（２３１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a249.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a245.html

管理的職業（Ｂ） 会社・団体の管理
職員（２３）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

ビルメンテナンス業 清掃管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

ビルメンテナンス業 設備管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

ビルメンテナンス業 保安管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

マテリアル・ハンドリング業 管理 管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

旅館業 旅館管理 経営管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

施設介護業 施設運営・統括 施設統括 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

施設介護業 施設運営・統括 施設運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

その他の管理的
職業（２４）

その他の管理的職業（２４１） クリーニング業 営業 店舗業務 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

事務系 人事・人材開発・労務管理 人事

事務系 人事・人材開発・労務管理 人材開発

事務系 人事・人材開発・労務管理 労務管理

事務系 企業法務・総務・広報 企業法務

事務系 企業法務・総務・広報 総務

事務系 企業法務・総務・広報 広報

事務系 国際事業 国際経営管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送サービス企画 業務計画・推進 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫サービス企画 業務計画・推進 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

フィットネス産業 店舗運営 店舗管理

フィットネス産業 店舗運営 運営事務

ボウリング場業 センター運営 販売促進 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

クレジットカード業 企画・管理 リスク管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a22.html

ビルメンテナンス業 業務管理 業務管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

施設介護業 施設運営・統括 施設運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

サイト運営（ウェブマスター） ユーザー関連業務 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

事務系 経営戦略 経営戦略 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

事務系 企業法務・総務・広報 総務

事務系 企業法務・総務・広報 広報

総務事務員（２５１）

その他の法人・団体の管理
職員（２３９）

現場監督

会社の管理職員（２３１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a245.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

管理的職業（Ｂ）

一般事務の職業
（２５）

企画・調査事務員（２５２）

会社・団体の管理
職員（２３）

事務的職業（Ｃ）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

事務系 経営情報システム 経営情報システム http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

事務系 営業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・広告 マーケティング

事務系 営業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・広告 広告

事務系 国際事業 国際経営管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

ホテル業 レストラン 仕入管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

ホテル業 営業・マーケティング マーケティング http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

ホテル業 経営戦略 事業企画

ホテル業 経営戦略 事業管理

印刷業 営業 営業開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html

スーパーマーケット業 営業企画 営業企画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

アパレル分野 アパレル企画 マーチャンダイジング http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a26.html

アパレル分野 アパレル販売 店舗管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a26.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送サービス企画 企画・設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫サービス企画 企画・設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

市場調査業 クライアントサービス アカウントマネジメント

市場調査業 クライアントサービス プロジェクトマネジメント

市場調査業 調査実務 実査

市場調査業 調査実務 集計・解析

市場調査業 調査研究開発 調査研究開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a24.html

外食産業 店舗開発 出店計画

外食産業 店舗開発 物件

外食産業 店舗開発 店舗

外食産業 商品開発 マーケット・食材研究

外食産業 商品開発 メニュー開発

外食産業 食材・商品購買 商品調達計画

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a24.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a24.html

一般事務の職業
（２５）

企画・調査事務員（２５２）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

事務的職業（Ｃ）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

外食産業 食材・商品購買 商品仕入

外食産業 食材・商品購買 商品管理

外食産業 営業・店舗管理 営業サービス

外食産業 営業・店舗管理 エリア店舗管理

外食産業 営業・店舗管理 フランチャイズ企画・管理

外食産業 営業・店舗管理 店舗従業員教育

広告業 営業 クライアントサービス

広告業 営業 プロデュース（社内調整・管理）

広告業 媒体 メディアプランニング http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html

広告業 広告制作（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ） 制作プランニング http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html

広告業 マーケティング マーケティングプランニング http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html

広告業 ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ（ＳＰ） ＳＰ企画・管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html

広告業 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘﾚｰｼｮﾝ（ＰＲ） ＰＲ企画・管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html

造園工事業 造園企画 営業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a15.html

フィットネス産業 営業・店舗開発 業態・店舗開発

フィットネス産業 営業・店舗開発 業態・店舗統括

フィットネス産業 店舗運営 店舗管理

フィットネス産業 店舗運営 運営事務

ボウリング場業 センター運営 センター運営統括

ボウリング場業 センター運営 販売促進

ボウリング場業 新規業務開発 業態・センター開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

ボウリング場業 接客サービス セクレタリー

ボウリング場業 接客サービス インストラクター

写真館業 経営管理 営業・マーケティング http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a249.html

卸売業(食品･菓子･雑貨等) メーカー・サービス ﾒｰｶｰ・ｻｰﾋﾞｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

卸売業(食品･菓子･雑貨等) メーカー・サービス 商品開発支援

卸売業(食品･菓子･雑貨等) メーカー・サービス メーカーの販売支援

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a245.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a245.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

一般事務の職業
（２５）

企画・調査事務員（２５２）

事務的職業（Ｃ）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

卸売業(食品･菓子･雑貨等) メーカー・サービス メーカーの経営支援

卸売業(食品･菓子･雑貨等) リテール・サービス ﾘﾃｰﾙ・ｻｰﾋﾞｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

卸売業(食品･菓子･雑貨等) リテール・サービス 商品調達支援

卸売業(食品･菓子･雑貨等) リテール・サービス 小売業の販売支援

卸売業(食品･菓子･雑貨等) リテール・サービス 小売業の経営支援

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス ロジスティクス・マネジメント

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス センター開設・運営

自動販売機製造・管理運営業 企画・開発 製品企画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

自動販売機製造・管理運営業 販売企画 販売企画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

クレジットカード業 営業 営業企画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a22.html

クレジットカード業 信用・債権管理 信用・債権管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a22.html

ＤＩＹ業 販売 店舗運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

ＤＩＹ業 営業企画 店舗運営管理

ＤＩＹ業 営業企画 販売促進

ＤＩＹ業 商品開発・ＭＤ 商品開発・企画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

ＤＩＹ業 店舗開発 店舗開発

ＤＩＹ業 店舗開発 施設管理

イベント産業 企画 企画プロデュース

イベント産業 企画 プロジェクト・マネジメント

イベント産業 制作 制作計画

イベント産業 制作 制作管理

イベント産業 制作 制作施工

イベント産業 運営 運営管理

イベント産業 運営 運営実施

マテリアル・ハンドリング業 営業技術 営業技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

セールス・エンジニア（営業） 受注営業

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

セールス・エンジニア（営業） コーディネーション（交渉・調
整）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

一般事務の職業
（２５）

企画・調査事務員（２５２）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

事務的職業（Ｃ）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

事務系 企業法務・総務・広報 総務 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

フィットネス産業 店舗運営 フロント http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a245.html

ボウリング場業 接客サービス フロント・インフォメーション

ボウリング場業 接客サービス 付帯サービス

写真館業 接客・サービス 受付・接客 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a249.html

旅館業 営業・マーケティング 予約管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

施設介護業 施設運営・統括 施設運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

秘書（２５４） 事務系 企業法務・総務・広報 総務 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

事務系 企業法務・総務・広報 総務 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

在宅介護業 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（本部） 介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理（本部） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

施設介護業 施設運営・統括 施設運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送サービス企画 企画・設計

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送サービス企画 業務計画・推進

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送業務 配車・運行管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫サービス企画 企画・設計

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫サービス企画 業務計画・推進

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫運営 業務運営

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫運営 現品管理

ＤＩＹ業 物流管理 物流管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

スーパーマーケット業 販売 チェッカー http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

施設介護業 施設運営・統括 施設運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

事務系 経理・財務管理 経理

事務系 経理・財務管理 財務管理

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送サービス企画 業務計画・推進 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫サービス企画 業務計画・推進 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

施設介護業 施設運営・統括 施設運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

事務系 生産管理 生産管理プランニング

現金出納事務員（２６１）

その他の一般事務の職業
（２５９）

予算・経理事務員（２６３）

一般事務の職業
（２５）

受付・案内事務員（２５３）

一般事務員（２５５）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

生産現場事務員（２７１）生産関連事務の
職業（２７）

事務的職業（Ｃ）

会計事務の職業
（２６）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

事務系 生産管理 生産管理オペレーション

事務系 ロジスティクス ロジスティクス管理

事務系 ロジスティクス ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

印刷業 生産管理 工程管理

印刷業 生産管理 品質管理

印刷業 プリプレス 制作

印刷業 プリプレス 刷版

印刷業 プレス 枚葉紙オフセット印刷

印刷業 プレス 巻取紙オフセット輪転印刷

印刷業 ポストプレス 仕上げ加工

印刷業 ポストプレス 並製本

印刷業 ポストプレス 上製本

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業 生産管理 生産管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a18.html

外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

自動車製造業(｢組立｣職種) 組立 製造管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a66.html

パン製造業 製造 生産管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a68.html

パン製造業 製造 品質・衛生管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a68.html

クリーニング業 経営管理 工場管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

軽金属製品製造業 生産技術 環境管理

軽金属製品製造業 生産技術 工程管理

マテリアル・ハンドリング業 生産統括 生産統括 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

事務系 ロジスティクス ロジスティクス管理

事務系 ロジスティクス ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

クリーニング業 営業 店舗業務 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

マテリアル・ハンドリング業 購買・調達 購買・調達 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 製造 出荷検査・梱包・出荷 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

生産現場事務員（２７１）生産関連事務の
職業（２７）

出荷・受荷係事務員（２７２）

事務的職業（Ｃ）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

マテリアル・ハンドリング業 工事 検収・引渡し http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

事務系 営業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・広告 営業

事務系 営業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・広告 マーケティング

事務系 営業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・広告 広告

事務系 国際事業 貿易 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

ホテル業 宴会 宴会予約・販売管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

ホテル業 営業・マーケティング 営業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

印刷業 営業 営業開発

印刷業 営業 印刷営業

スーパーマーケット業 店舗運営 店舗運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

スーパーマーケット業 営業企画 営業企画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

アパレル分野 アパレル販売 店舗管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a26.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

外食産業 店舗開発 出店計画

外食産業 店舗開発 物件

外食産業 商品開発 マーケット・食材研究

外食産業 商品開発 メニュー開発

外食産業 食材・商品購買 商品調達計画

外食産業 食材・商品購買 商品仕入

外食産業 食材・商品購買 商品管理

外食産業 営業・店舗管理 営業サービス

外食産業 営業・店舗管理 エリア店舗管理

外食産業 営業・店舗管理 フランチャイズ企画・管理

外食産業 営業・店舗管理 店舗従業員教育

パン製造業 販売 店舗運営

パン製造業 販売 商品開発

営業・販売関連事
務の職業（２８）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

生産関連事務の
職業（２７）

出荷・受荷係事務員（２７２）

事務的職業（Ｃ）

営業・販売事務員（２８１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a68.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

総合工事業 建設営業 建設営業事務 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html

クリーニング業 経営管理 営業管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

卸売業(食品･菓子･雑貨等) リテール・サービス ﾘﾃｰﾙ・ｻｰﾋﾞｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

卸売業(食品･菓子･雑貨等) リテール・サービス 商品調達支援

卸売業(食品･菓子･雑貨等) リテール・サービス 小売業の販売支援

卸売業(食品･菓子･雑貨等) リテール・サービス 小売業の経営支援

自動販売機製造・管理運営業 販売企画 販売企画 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

自動販売機製造・管理運営業 営業 ロケーション開拓

自動販売機製造・管理運営業 営業 ロケーション維持管理

クレジットカード業 営業 営業企画

クレジットカード業 営業 会員営業

クレジットカード業 営業 加盟店営業

クレジットカード業 信用・債権管理 信用・債権管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a22.html

クレジットカード業 カスタマーサービス カスタマーサービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a22.html

ＤＩＹ業 販売 店舗運営

ＤＩＹ業 販売 販売

ＤＩＹ業 営業企画 店舗運営管理

ＤＩＹ業 営業企画 販売促進

ＤＩＹ業 商品開発・ＭＤ 仕入 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

ＤＩＹ業 店舗開発 店舗開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

コンビニエンスストア業 店舗オペレーション 店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（発注）

コンビニエンスストア業 店舗オペレーション 店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（帳票・現金管
理）

マテリアル・ハンドリング業 購買・調達 購買・調達 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

旅館業 営業・マーケティング 営業・マーケティング http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

クレジットカード業 カスタマーサービス

クレジットカード業 カスタマーサービス

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送業務 配車・運行管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

営業・販売関連事
務の職業（２８）

運輸・通信事務の
職業（３０）

運行管理事務（３０２）

カスタマーサービス

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a22.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a22.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a76.html

事務的職業（Ｃ）

その他の営業・販売関連事
務の職業（２８９）

営業・販売事務員（２８１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

在宅介護業 訪問入浴サービス 訪問入浴サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

産業廃棄物処理業 収集・運搬及び積替え・保管 収集・運搬管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a250.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫運営 業務運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

サイト運営（ウェブマスター） サイト運営業務（更新）

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

サイト運営（ウェブマスター） アクセス状況等管理

スーパーマーケット業 販売 ストアマネジメント http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

ボウリング場業 接客サービス プロショップ運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

ＤＩＹ業 販売 店舗運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

コンビニエンスストア業 店舗マネジメント 店舗マネジメント http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a76.html

専門店業（「店舗ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」職
種）

店舗マネジメント 店舗マネジメント http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a77.html

飲食店主・支配人（３２３） 外食産業 店舗運営 オペレーション管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

スーパーマーケット業 販売 販売

スーパーマーケット業 販売 販売・加工

アパレル分野 アパレル販売 販売

アパレル分野 アパレル販売 店舗運営

パン製造業 販売 販売 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a68.html

クリーニング業 営業 店舗業務 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

ボウリング場業 接客サービス プロショップ運営 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

ＤＩＹ業 販売 販売 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

コンビニエンスストア業 店舗オペレーション 店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（商品陳列・管
理）

コンビニエンスストア業 店舗オペレーション 店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（クリンリネス）

コンビニエンスストア業 店舗オペレーション 店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（接客・販売）

コンビニエンスストア業 店舗オペレーション 店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（発注）

コンビニエンスストア業 店舗オペレーション 店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（帳票・現金管
理）

コンビニエンスストア業 店舗オペレーション 店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（点検・防犯）

専門店業（「店舗ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」職
種）

店舗マネジメント 店舗マネジメント http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a77.html

旅館業 接客サービス 販売 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

運輸・通信事務の
職業（３０）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

運行管理事務（３０２）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a26.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a76.html

電子計算機オペレーター（３
１３）

事務用機器操作
の職業（３１）

事務的職業（Ｃ）

販売店員（３２４）

小売店主・支配人（３２１）商品販売の職業
（３２）

販売の職業（Ｄ）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

印刷業 営業 印刷営業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html

スーパーマーケット業 商品開発・仕入れ 商品開発・仕入れ http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html

マテリアル・ハンドリング業 営業技術 営業技術 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

外食産業 店舗開発 物件 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

総合工事業 建設営業 建設営業実務 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html

ＤＩＹ業 店舗開発 店舗開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

広告業 媒体 メディアプランニング

広告業 媒体 メディアバイイング

クリーニング業 営業 外交営業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

自動販売機製造・管理運営業 営業 ロケーション開拓

自動販売機製造・管理運営業 営業 ロケーション維持管理

クレジットカード業 営業 会員営業

クレジットカード業 営業 加盟店営業

イベント産業 企画 企画プロデュース

イベント産業 企画 プロジェクト・マネジメント

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

セールス・エンジニア（営業） 受注営業

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

セールス・エンジニア（営業） コーディネーション（交渉・調
整）

その他の販売類似の職業
（３３９）

クリーニング業 営業 店舗業務 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

家政婦（夫）、家事手伝(３４
１)

ビルメンテナンス業 清掃管理 特別清掃 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

ホームヘルパー（３４２） 在宅介護業 訪問介護サービス 訪問介護サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

美容師（３５２） 写真館業 接客・サービス 着付け・ヘアメイク http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a249.html

着付師、エステティシャン（３
５３）

写真館業 接客・サービス 着付け・ヘアメイク http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a249.html

クリーニング業 経営管理 工場管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

クリーニング業 工場 工場作業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

外食産業 店舗運営 オペレーション管理

外食産業 店舗運営 キッチン

旅館業 調理 調理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

家庭生活支援
サービスの職業
（３４）

サービスの職業
（Ｅ）

家庭衛生サービ
スの職業（３５）

販売類似の職業
（３３）

クリーニング工（３５５）

不動産仲介・売買人（３３１）

調理人（３６１）

商品仕入・販売外交員（３２
７）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html飲食物調理の職
業（３６）

サービス外交員（３３５） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html

商品販売の職業
（３２）

販売の職業（Ｄ）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a22.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

27

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a21.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a10.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a249.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a249.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a244.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a22.html
http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html


対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

ホテル業 レストラン レストランサービス

ホテル業 レストラン ルームサービス

ホテル業 レストラン 店舗管理

ホテル業 レストラン ソムリエ

ホテル業 宴会 宴会サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

外食産業 店舗運営 オペレーション管理

外食産業 店舗運営 キッチン

外食産業 店舗運営 フロアサービス

ボウリング場業 接客サービス 付帯サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

旅館業 接客サービス 客室

旅館業 接客サービス 宴会・食堂

旅館業 調理 調理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

ホテル業 宿泊 ロビーサービス

ホテル業 宿泊 コンシェルジュ

ホテル業 宿泊 フロントオフィス

ホテル業 宿泊 客室予約

ホテル業 宿泊 ハウスキーピング

ビルメンテナンス業 清掃管理 建物用途別清掃 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

旅館業 接客サービス フロント

旅館業 接客サービス 客室

旅館業 旅館管理 衛生・環境管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

ボウリング場業 センター運営 センター運営統括

ボウリング場業 センター運営 フロント・インフォメーション

ボウリング場業 接客サービス セクレタリー

ボウリング場業 接客サービス インストラクター

ボウリング場業 接客サービス プロショップ運営

ボウリング場業 接客サービス 付帯サービス

サービスの職業
（Ｅ）

飲食物給仕人（３７１）

身の回り世話従事者（３７２）

接客・給仕の職業
（３７）

娯楽場等の接客員（３７５）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a23.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

旅館主・支配人（３７６） 旅館業 旅館管理 経営管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a252.html

ビル管理人（３８３) ビルメンテナンス業 管理サービス 管理サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

駐車場・駐輪場管理人(３８
４)

ビルメンテナンス業 保安管理 施設警備 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

ビルメンテナンス業 清掃管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

ビルメンテナンス業 設備管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

広告宣伝員（３９４） イベント産業 企画 企画プロデュース http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

在宅介護業 通所介護サービス

在宅介護業 通所介護サービス

施設介護業 施設介護サービス 施設介護サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html

イベント産業 運営 運営管理

イベント産業 運営 運営実施

ビルメンテナンス業 保安管理 施設警備

ビルメンテナンス業 保安管理 現場監督

造園工事業 施工技能 施工技能 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a15.html

造園工事業 維持管理 維持管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a15.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送業務 輸配送作業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

クリーニング業 工場 配送 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

卸売業（食品・菓子・雑貨等） ロジスティクス 物流

卸売業（食品・菓子・雑貨等） ロジスティクス センター開設・運営

ＤＩＹ業 物流管理 物流管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

在宅介護業 訪問入浴サービス 訪問入浴サービス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html

ＤＩＹ業 物流管理 物流管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a75.html

産業廃棄物処理業 収集・運搬及び積替え・保管 収集・運搬

産業廃棄物処理業 収集・運搬及び積替え・保管 積替え・保管

産業廃棄物処理業 収集・運搬及び積替え・保管 収集・運搬管理

産業廃棄物処理業 最終処分 受入れ・埋立て作業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a250.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫内作業その他の運輸の
職業（４９）

他に分類されないｻｰﾋﾞｽの
職業（３９９）

その他のサービス
の職業（３９）

他に分類されない運輸の職
業（４９９）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html入荷・保管・出荷

サービスの職業
（Ｅ）

農林漁業の職業
（Ｇ）

農業の職業（４３）

居住施設・ビル等
の管理の職業（３
８）

貨物自動車運転者（４７３）

植木職、造園師（４３３）

自動車運転の職
業（４７）

保安の職業（Ｆ） その他の保安の
職業（４２）

他に分類されない居住施設・
ビル等の管理の職業（３８９)

警備員（４２３）

その他の自動車運転の職業
（４７９）

運輸・通信の職業
（Ｈ）

接客・給仕の職業
（３７）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html通所介護サービス

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a250.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

現場監督
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫内作業

マテリアル・ハンドリング業 製造 出荷検査・梱包・出荷 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

鋳物工（５１３） 電気機械器具製造業 加工 鋳造 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

電気機械器具製造業 加工 鍛造 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 加工 鍛造 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

鍛造業 切断 切断 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

鍛造業 鍛造 加熱

鍛造業 鍛造 ハンマ型鍛造

鍛造業 鍛造 プレス型鍛造

鍛造業 鍛造 自由鍛造

鍛造業 鍛造 リングロール鍛造

鍛造業 熱処理 熱処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

鍛造業 仕上 仕上 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

鍛造業 金型製作 金型製作 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

鍛造業 検査 検査 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

電気機械器具製造業 加工 金属熱処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 加工 金属熱処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

光学機器製造業 機器加工 金属熱処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

鍛造業 仕上 仕上 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

電気機械器具製造業 加工 粉末冶金 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 加工 粉末冶金 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

石油精製業 設備維持管理 設備維持管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 安全・環境管理 環境管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

石油精製業 石油精製 石油精製プラントオペレーショ
ン管理

石油精製業 石油精製 石油精製プラントオペレーショ
ン

光学機器製造業 光学部品加工 切断

光学機器製造業 光学部品加工 荒摺

その他の運輸の
職業（４９）

窯業製品製造の
職業（５３）

その他の金属材料製造の職
業（５１９）

金属材料製造の
職業（５１）

他に分類されない運輸の職
業（４９９）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a72.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

入荷・保管・出荷

生産工程・労務の
職業（Ｉ）

鍛造工（５１４）

金属熱処理工（５１５）

ガラス製品製造工（５３２）

運輸・通信の職業
（Ｈ）

化学製品製造の
職業（５２）

石油精製オペレーター（５２
２）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

光学機器製造業 光学部品加工 精研削・砂かけ

光学機器製造業 光学部品加工 研磨

光学機器製造業 光学部品加工 心取り

光学機器製造業 光学部品加工 洗浄

光学機器製造業 光学部品加工 コーティング

光学機器製造業 光学部品加工 接合

光学機器製造業 光学部品加工 墨塗

光学機器製造業 光学部品加工 成形

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 セラミックス製造 原料調製

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 セラミックス製造 成形

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 セラミックス製造 乾燥・脱脂

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 セラミックス製造 切削加工

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 セラミックス製造 焼成

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 セラミックス製造 精密加工

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 セラミックス製造 組立

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 セラミックス製造

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 セラミックス製造

電気機械器具製造業 加工 機械加工

電気機械器具製造業 加工 放電加工

電気機械器具製造業 加工 レーザ加工

フルードパワー分野 加工 機械加工

フルードパワー分野 加工 放電加工

光学機器製造業 機器加工 機械加工

光学機器製造業 機器加工 放電加工

軽金属製品製造業 加工 機械加工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

軽金属製品製造業 表面処理 機械的前処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

自動販売機製造・管理運営業 加工 放電加工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

その他の窯業製品製造の職
業（５３９）

窯業製品製造の
職業（５３）

金属加工の職業
（５５）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html検査

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

生産工程・労務の
職業（Ｉ）

ガラス製品製造工（５３２）

陶磁器製造工、ファインセラ
ミックス製品製造工（５３５）

金属工作機械（５５１）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

金属プレス加工業 開発・設計 製品開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

金属プレス加工業 金型製作 金型製作 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

電気機械器具製造業 加工 金属プレス加工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 加工 金属プレス加工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

光学機器製造業 機器加工 金属プレス加工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

軽金属製品製造業 加工 プレス加工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

自動販売機製造・管理運営業 加工 金属プレス加工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

金属プレス加工業 開発・設計 製品開発

金属プレス加工業 開発・設計 製品設計

金属プレス加工業 金型設計 金型設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

金属プレス加工業 金型製作 金型製作

金属プレス加工業 金型製作 金型保全

金属プレス加工業 プレス加工 プレス加工段取り替え

金属プレス加工業 プレス加工 打ち抜き加工

金属プレス加工業 プレス加工 曲げ加工

金属プレス加工業 プレス加工 絞り加工

金属プレス加工業 プレス加工 冷間鍛造加工

金属プレス加工業 プレス加工 ファインブランキング

金属プレス加工業 ２次加工 ２次加工段取り替え

金属プレス加工業 ２次加工 溶接・組立

金属プレス加工業 品質管理 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

鉄工、製かん（缶）工（５５３） 電気機械器具製造業 加工 鉄工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

板金工（５５４） 電気機械器具製造業 加工 工場板金 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

電気機械器具製造業 加工 めっき http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 加工 表面処理

フルードパワー分野 加工 ライニング

光学機器製造業 機器加工 表面処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

金属加工の職業
（５５）

めっき工（５５６）

金属プレス工（５５２）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

生産工程・労務の
職業（Ｉ）

金属工作機械（５５１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

軽金属製品製造業 表面処理 マスキング

軽金属製品製造業 表面処理 機械的前処理

軽金属製品製造業 表面処理 ラッキング・アンラッキング

軽金属製品製造業 表面処理 前処理

軽金属製品製造業 表面処理 陽極酸化処理

軽金属製品製造業 表面処理 後処理

軽金属製品製造業 品質管理 品質検査

軽金属製品製造業 品質管理 品質試験

軽金属製品製造業 生産技術 仕様・工程設計

軽金属製品製造業 生産技術 液管理

軽金属製品製造業 生産技術 環境管理

金属プレス加工業 ２次加工 表面処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

金属研磨工（５５７） 金属プレス加工業 ２次加工 表面処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

電気機械器具製造業 加工 金型製作

電気機械器具製造業 加工 仕上げ

電気機械器具製造業 加工 ダイカスト

フルードパワー分野 加工 ダイカスト http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

光学機器製造業 機器加工 金型製作 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

軽金属製品製造業 組立 組立 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

鍛造業 切断 切断 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

鍛造業 鍛造 加熱

鍛造業 鍛造 ハンマ型鍛造

鍛造業 鍛造 プレス型鍛造

鍛造業 鍛造 自由鍛造

鍛造業 鍛造 リングロール鍛造

鍛造業 熱処理 熱処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

鍛造業 仕上 仕上 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

その他の金属加工の職業
（５５９）

金属加工の職業
（５５）

めっき工（５５６）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

生産工程・労務の
職業（Ｉ）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

鍛造業 金型製作 金型製作 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

鍛造業 検査 検査 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

自動販売機製造・管理運営業 加工 金型製作 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

金属プレス加工業 開発・設計 製品開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

金属プレス加工業 金型設計 金型設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

金属プレス加工業 金型製作 金型製作 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

金属プレス加工業 プレス加工 プレス加工段取り替え http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

金属プレス加工業 ２次加工 ２次加工段取り替え

金属プレス加工業 ２次加工 溶接・組立

鍛造業 鍛造技術 金型設計 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

鍛造業 金型製作

鍛造業 金型製作

マテリアル・ハンドリング業 製造 加工・組立

マテリアル・ハンドリング業 製造 検査

マテリアル・ハンドリング業 製造 出荷検査・梱包・出荷

電気機械器具製造業 加工 溶接 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 加工 溶接 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

自動販売機製造・管理運営業 加工 溶接 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

金属プレス加工業 ２次加工 溶接・組立 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

電気機械器具製造業 加工 溶接 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 加工 溶接 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

自動販売機製造・管理運営業 加工 溶接 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

金属プレス加工業 ２次加工 溶接・組立 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

マテリアル・ハンドリング業 製造 加工・組立 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

フルードパワー分野 組立 油圧機器・装置組立

フルードパワー分野 組立 空気圧機器・装置組立

電気機械器具製造業 保全 機械保全

金属溶接・溶断の
職業（５６）

一般機械器具組
立・修理の職業（５
７）

その他の金属加工の職業
（５５９）

ガス溶接工、ガス切断工（５
６２）

金属加工の職業
（５５）

電気溶接工（５６１）

一般機械器具組立工（５７１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

金型製作

生産工程・労務の
職業（Ｉ）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

電気機械器具製造業 保全 工場インフラ保全

フルードパワー分野 保全 機械保全

フルードパワー分野 保全 工場インフラ保全

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 保全 機械保全

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 保全 工場インフラ保全

光学機器製造業 保全 機械保全

光学機器製造業 保全 工場インフラ保全

ボウリング場業 設備管理 メンテナンス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html#D

軽金属製品製造業 生産技術 設備管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

鍛造業 設備保全 設備保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

自動販売機製造・管理運営業 技術 メンテナンス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

金属プレス加工業 生産技術 機械保全

金属プレス加工業 生産技術 工場インフラ保全

ビルメンテナンス業 設備管理 機械設備 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

マテリアル・ハンドリング業 製造 加工・組立 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

電気機械器具製造業 保全 機械保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 保全 機械保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 保全 機械保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

光学機器製造業 保全 機械保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

ボウリング場業 設備管理 メンテナンス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a248.html

軽金属製品製造業 生産技術 設備管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

鍛造業 設備保全 設備保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a70.html

金属プレス加工業 生産技術 機械保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

電気機械器具製造業 組立 半導体製品製造

電気機械器具製造業 組立 電子回路接続

光学機器製造業 組立 電子回路接続 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

電気機械器具製造業 組立 電子機器組立

一般機械器具組
立・修理の職業（５
７）

民生用電子・電気機械器具
組立工・修理工（５８７）

一般機械器具修理工（５７２）

電気機械器具組
立・修理の職業（５
８）

半導体製品製造工（５８５）

一般機械器具組立工（５７１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

生産工程・労務の
職業（Ｉ）

電気機械組立工・修理工（５
８１）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

電気機械器具製造業 組立 電気機器組立

光学機器製造業 組立 電子機器組立 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

自動販売機製造・管理運営業 組立・調整 自動販売機組立・調整 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

電気機械器具製造業 組立 プリント配線板製造

電気機械器具製造業 組立 電子機器組立

電気機械器具製造業 組立 電気機器組立

電気機械器具製造業 検査 検査 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 検査 検査 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

自動販売機製造・管理運営業 組立・調整 自動販売機組立・調整 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

自動販売機製造・管理運営業 検査 部品検査

自動販売機製造・管理運営業 検査 製品検査

自動販売機製造・管理運営業 修理 自動販売機修理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

マテリアル・ハンドリング業 製造 加工・組立 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

ウェブ・コンテンツ制作業（モバ
イル）

エンジニア（設計・開発） システム保守 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a27.html

自動車組立工（５９１） 自動車製造業(｢組立｣職種) 組立 組立 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a66.html

自動車整備工（５９２） ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 車両整備 車両整備 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

光学機器製造業 組立 光学機器組立

光学機器製造業 組立 電子機器組立

光学機器製造業 修理 光学機器修理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

光学機器製造業 組立 光学機器組立 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

光学機器製造業 検査 部品測定・検査

光学機器製造業 検査 製品検査

光学機器製造業 修理 光学機器修理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

めん類製造工（６２１） 外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

パン製造業 製造 パン製造 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a68.html

豆腐・こんにゃく・ふ製造（６２
３）

外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

民生用電子・電気機械器具
組立工・修理工（５８７）

食料品製造の職
業（精穀・製粉・調
味食品製造の職
業を除く（６２）

計量計測機器・光
学機械器具組立・
修理の職業（６０）

電気機械器具組
立・修理の職業（５
８）

輸送用機械器具
組立・修理の職業
（５９）

生産工程・労務の
職業（Ｉ）

その他の計量計測機器・光
学機械器具組立・修理の職
業（６０９）

その他の電気機械器具組
立・修理の職業（５８９）

パン・菓子製造工（６２２）

光学機械器具組立工・修理
工（６０３）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

かん詰・びん詰・ﾚﾄﾙﾄ食品製
造工（６２４）

外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

乳・乳製品製造工（６２５） 外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

食肉加工品製造工（６２６） 外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

水産物加工工（６２７） 外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

野菜つけ物工（６２８） 外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a243.html

ミシン縫製工（６５５） アパレル分野 アパレル製造 縫製 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a26.html

裁断工（６５６） アパレル分野 アパレル製造 検反・裁断 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a26.html

アパレル分野 アパレル設計 パターンメーキング（型紙製作） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a26.html

アパレル分野 アパレル製造 検反・裁断 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a26.html

印刷業 プリプレス 制作

印刷業 プリプレス 刷版

印刷業 プリプレス 制作

印刷業 プリプレス 刷版

印刷業 プレス 枚葉紙オフセット印刷

印刷業 プレス 巻取紙オフセット輪転印刷

光学機器製造業 機器加工 塗装・印刷 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

印刷業 ポストプレス 仕上げ加工

印刷業 ポストプレス 並製本

印刷業 ポストプレス 上製本

印刷業 プレス 枚葉紙オフセット印刷

印刷業 プレス 巻取紙オフセット輪転印刷

印刷業 ポストプレス 仕上げ加工

印刷業 ポストプレス 並製本

印刷業 ポストプレス 上製本

ゴム製品製造工（６９２） フルードパワー分野 加工 ライニング http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

印刷・製本の職業
（６８）

衣服・繊維製品製
造の職業（６５）

食料品製造の職
業（精穀・製粉・調
味食品製造の職
業を除く（６２）

文字組版作業員（６８１）

製本作業員（６８４）

その他の印刷・製本の職業
（６８９）

ゴム・プラスチック
製品製造の職業
（６９）

外食産業 食材・商品購買 セントラルキッチン

生産工程・労務の
職業（Ｉ）

その他の衣服・繊維製品製
造の職業（６５９）

製版作業員（６８２）

その他の食料品製造の職業
（６２９）

印刷作業員（６８３）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html
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http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a25.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

電気機械器具製造業 加工 プラスチック成形 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業 技術 設計・開発 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a18.html

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業 製造 製造管理

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業 製造 成形

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業 製造 二次加工

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業 品質管理 品質管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a18.html

フルードパワー分野 加工 プラスチック成形 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

光学機器製造業 光学部品加工 成形 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

光学機器製造業 機器加工 プラスチック成形 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

電気機械器具製造業 加工 塗装 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 加工 塗装 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

光学機器製造業 機器加工 塗装・印刷 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

自動販売機製造・管理運営業 加工 塗装 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

金属プレス加工業 ２次加工 表面処理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

写真館業 写真処理・制作 銀塩写真処理・制作

写真館業 写真処理・制作 デジタル写真処理・制作

製図工、写図工（７２６） イベント産業 製作 製作施工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

電気機械器具製造業 組立 工場包装 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 組立 梱包・包装 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送業務 輸送包装作業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫内作業 流通加工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

軽金属製品製造業 運搬・梱包 運搬・梱包 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス 物流

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス センター開設・運営

マテリアル・ハンドリング業 製造 出荷検査・梱包・出荷 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

定置機関・機械お
よび建設機械運
転の職業（７３）

クレーン・巻上機運転工（７３
２）

マテリアル・ハンドリング業 工事 検収・引渡し http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

その他の製造・製
作の職業（７２）

写真工（７２５）

塗装工（７２３）

ゴム・プラスチック
製品製造の職業
（６９）

生産工程・労務の
職業（Ｉ）

プラスチック製品成形・加工
工（６９３）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a18.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a249.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

包装工（７２８）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

電気通信設備工（７４５） 電気通信工事業 施工技能 施工技能 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a16.html

電気機械器具製造業 保全 工場インフラ保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a17.html

フルードパワー分野 保全 工場インフラ保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a64.html

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ製品製造業 保全 工場インフラ保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a65.html

光学機器製造業 保全 工場インフラ保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a67.html

自動販売機製造・管理運営業 技術 設置 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

金属プレス加工業 生産技術 工場インフラ保全 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a71.html

ビルメンテナンス業 設備管理 電気設備 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

マテリアル・ハンドリング業 製造 検査 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

マテリアル・ハンドリング業 サービス技術 保守・メンテナンス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

型枠工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a12.html

型枠工事業 施工技能 現場管理

型枠工事業 施工技能 施工技能

鉄筋工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a11.html

鉄筋工事業 施工技能 現場管理

鉄筋工事業 施工技能 施工技能

左官工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a14.html

左官工事業 施工技能 現場管理

左官工事業 施工技能 施工技能

内装仕上工（７７７） イベント産業 製作 製作施工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

防水工事業 営業 営業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a13.html

防水工事業 施工管理 施工管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a13.html

防水工事業 施工技能 現場管理

防水工事業 施工技能 施工技能

イベント産業 製作 製作施工 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

土木の職業（７８） 土木作業者（７８１） 造園工事業 施工技能 施工技能 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a15.html

陸上荷役・運搬作業者（７９
２）

軽金属製品製造業 運搬・梱包 運搬・梱包 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

電気工事作業者（７４６）

電気作業者（７４）

生産工程・労務の
職業（Ｉ）

その他の建設の職業（７７９）

建設の職業（建設
躯体工事の職業
を除く（７７）

建設躯体工事の
職業（７６）

左官（７７４）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a12.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a11.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a14.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a13.html

運搬労務の職業
（７９）

型枠大工（７６１）

鉄筋工（７６３）
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫内作業 入荷・保管・出荷

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【倉庫業】 倉庫内作業 流通加工

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス 物流

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス センター開設・運営

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送業務 輸配送作業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

クリーニング業 工場 配送 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a246.html

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス 物流

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス センター開設・運営

自動販売機製造・管理運営業 ルートセールス ルートセールス http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a29.html

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野【運送業】 運送業務 輸送包装作業 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a19.html

軽金属製品製造業 運搬・梱包 運搬・梱包 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a69.html

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス 物流

卸売業(食品･菓子･雑貨等) ロジスティクス センター開設・運営

マテリアル・ハンドリング業 製造 出荷検査・梱包・出荷 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a73.html

ビルメンテナンス業 清掃管理 日常清掃

ビルメンテナンス業 清掃管理 特別清掃

ビルメンテナンス業 清掃管理 建物用途別清掃

ビルメンテナンス業 清掃管理 定期清掃

ビルメンテナンス業 衛生管理 衛生管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

産業廃棄物処理業 収集・運搬及び積替え・保管 積替え・保管 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a250.html

産業廃棄物処理業 中間処理 搬入

産業廃棄物処理業 中間処理 操業

産業廃棄物処理業 中間処理 搬出

産業廃棄物処理業 中間処理 設備保全

産業廃棄物処理業 最終処分 受入れ・埋立て管理

産業廃棄物処理業 最終処分 受入れ・埋立て作業

イベント産業 運営 運営管理

その他の労務の
職業（８０）

清掃員(８０１)

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

生産工程・労務の
職業（Ｉ）

倉庫作業員（７９３） http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a20.html

運搬労務の職業
（７９）

荷造工（７９５）

配達員（７９４）

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a250.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a74.html

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a250.html
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対応職務早見表（厚生労働省編職業分類（平成11年改訂）と職業能力評価基準との対応表）

大分類 中分類 小分類 業種 職種 職務 掲載ホームページアドレス※
（クリックすると能力ユニット名・ユニット番号が見れます。）

厚生労働省編職業分類（平成11年改訂） 参照できる既存の職業能力評価基準　※関係職務だけでなく、職種全体の職務が表示されます。

イベント産業 運営 運営実施

ビルメンテナンス業 衛生管理 衛生管理 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

他に分類されない労務の職
業（８０９)

ビルメンテナンス業 清掃管理 建物用途別清掃 http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a251.html

その他の労務の
職業（８０）

清掃員(８０１)

http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a30.html

生産工程・労務の
職業（Ｉ）
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