
弁護士 法務省 国 試験 27,200 11,892 60,000

司法書士 法務省 国 試験 6,600 31,228 30,000

行政書士 法務省 （財）行政書士試験研究センター 試験 7,000 70,586 30,000

弁理士 経産省 国 試験 12,000 10,384 60,000

不動産鑑定士 国土交通省 国 試験 12,800 2,171 60,000

土地家屋調査士 法務省 国 試験 7,200 6,310 30,000

マンション管理士 国土交通省 （財）マンション管理センター 試験 9,400 20,348 9,000

税理士 財務省 国 試験 3,500～7500 62,996 60,000

公認会計士 財務省 国 試験 19,500 17,244 60,000

社会保険労務士 厚生労働省 全国社会保険労務士会連合会 試験 9,000 55,445 30,000

医師 厚生労働省 国 試験 15,300 8,447 60,000

歯科医師 厚生労働省 国 試験 18,900 3,581 60,000

保健士 厚生労働省 国 試験 5,400 14,819 9,000

助産師 厚生労働省 国 試験 5,400 1,901 9,000

看護師 厚生労働省 国 試験 5,400 54,138 9,000

診療放射線技師 厚生労働省 国 試験 11,400 2,460 9,000

臨床検査技師 厚生労働省 国 試験 11,300 3,959 9,000

国家資格の試験実施主体、受験手数料、受験者数、登録の要否等一覧

登録免許税

１　登録が必要な国家資格（登録免許税の課税対象）

受験手数料
（円）

受験者数
（人）
※直近

資格名称 所管省庁 試験実施主体
試験・講習等

の別

参考資料 ３ 



作業療法士 厚生労働省 国 試験 10,100 5,794 9,000

理学療法士 厚生労働省 国 試験 10,100 10,416 9,000

視能訓練士 厚生労働省 国 試験 15,800 734 9,000

言語聴覚士 厚生労働省 （財）医療研修推進財団 試験 34,000 2,498 9,000

臨床工学技士 厚生労働省 （財）医療機器センター 試験 30,800 1,959 9,000

技師装具士 厚生労働省 （財）テクノエイド協会 試験 59,800 159 9,000

歯科衛生士 厚生労働省 （財）歯科医療研修振興財団 試験 14,300 5,788 9,000

救急救命士 厚生労働省 （財）日本救急医療財団 試験 30,300 2,456 9,000

あん摩マッサージ指圧師 厚生労働省 （財）東洋療法研修試験財団 試験 11,600 1,849 9,000

はり師 厚生労働省 （財）東洋療法研修試験財団 試験 11,600 5,483 9,000

きゅう師 厚生労働省 （財）東洋療法研修試験財団 試験 11,600 5,499 9,000

柔道整復師 厚生労働省 （財）柔道整復研修試験財団 試験 16,500 6,625 9,000

薬剤師 厚生労働省 国 試験 6,800 3,274 30,000

社会福祉士 厚生労働省 （財）社会福祉振興・試験センター 試験 5,580 43,568 15,000

介護福祉士 厚生労働省 （財）社会福祉振興・試験センター 試験 10,650 154,223 9,000

精神保健福祉士 厚生労働省 （財）社会福祉振興・試験センター 試験 9,750 7,233 15,000

管理栄養士 厚生労働省 国 試験 6,800 23,744 15,000

美容師 厚生労働省 （財）理容師美容師試験研修センター 試験 30,000 8,070 9,000

理容師 厚生労働省 （財）理容師美容師試験研修センター 試験 30,000 1,150 9,000

獣医師 農林水産省 国 試験 13,900 1,275 30,000



航空従事者 試験 －

（定期運送用操縦士） 国土交通省 国 18,000

（事業用操縦士：飛行機） 国土交通省 国 7,500

（事業用操縦士：回転翼航空機） 国土交通省 国 7,500

（事業用操縦士：飛行船） 国土交通省 国 7,500

（事業用操縦士：滑空機） 国土交通省 国 7,500

（自家用操縦士：飛行機） 国土交通省 国 3,000

（自家用操縦士：回転翼航空機） 国土交通省 国 3,000

（自家用操縦士：飛行船） 国土交通省 国 3,000

（自家用操縦士：滑空機） 国土交通省 国 3,000

（１等航空士） 国土交通省 国 12,000

（２等航空士） 国土交通省 国 7,500

（航空機関士） 国土交通省 国 12,000

（航空通信士） 国土交通省 国 3,000

（１等航空整備士） 国土交通省 国 9,000

（２等航空整備士） 国土交通省 国 6,000

（１等航空運行整備士） 国土交通省 国 6,000

（２等航空運行整備士） 国土交通省 国 3,000

（航空工場整備士） 国土交通省 国 9,000

5,600（学科）
22,600（航空英

語）
別途実技有り



海技士 国土交通省 国 試験 2,700～14,700 －

（１級航海） 国土交通省 国 15,000

（２級航海） 国土交通省 国 9,000

（３級航海） 国土交通省 国 9,000

（４級航海） 国土交通省 国 4,500

（５級航海） 国土交通省 国 3,000

（６級航海） 国土交通省 国 2,100

（１級機関） 国土交通省 国 15,000

（２級機関） 国土交通省 国 9,000

（３級機関） 国土交通省 国 9,000

（４級機関） 国土交通省 国 4,500

（５級機関） 国土交通省 国 3,000

（６級機関） 国土交通省 国 2,100

（１級通信） 国土交通省 国 7,500

（２級通信） 国土交通省 国 6,000

（３級通信） 国土交通省 国 2,100

（１級電子通信） 国土交通省 国 7,500

（２級電子通信） 国土交通省 国 7,500

（３級電子通信） 国土交通省 国 7,500

（４級電子通信） 国土交通省 国 2,100

小型船舶操縦士 国土交通省 （財）日本海洋レジャー安全・振興協会 試験 20,100～27,700 －

（１級） 国土交通省 （財）日本海洋レジャー安全・振興協会 2,000

（２級） 国土交通省 （財）日本海洋レジャー安全・振興協会 1,800

（特殊） 国土交通省 （財）日本海洋レジャー安全・振興協会 1,500



水先人 国土交通省 国 試験 26,150 －

（１級） 国土交通省 国 60,000

（２級） 国土交通省 国 30,000

（３級） 国土交通省 国 15,000

海事代理士 国土交通省 国 試験 6,800 － 30,000

建築士

（１級） 国土交通省 （財）建築技術教育普及センター 試験 19,700 38,476 60,000

測量士 国土交通省 国 試験 4,250 － 30,000

測量士補 国土交通省 国 試験 2,850 － 15,000

技術士 文部科学省 （社）日本技術士会 試験 25,000 21,656 30,000

計量士

（環境計量士：濃度関係） 経済産業省 国 試験 8,500 4,813 30,000

（環境計量士：騒音・振動関係） 経済産業省 国 試験 8,500 1,251 30,000

（一般計量士） 経済産業省 国 試験 8,500 1,220 30,000

作業環境測定士

（第１種） 厚生労働省 （財）安全衛生技術試験協会 試験 13,900 1,129 30,000

（第２種） 厚生労働省 （財）安全衛生技術試験協会 試験 11,800 1,649 15,000



宅地建物取引主任者 国土交通省 （財）不動産適正取引推進機構 試験 7,000 228,214 37,000

管理業務主任者 国土交通省 （社）高層住宅管理業協会本部 試験 8,900 20,620 2,300

中小企業診断士 経済産業省 （社）中小企業診断協会 試験 14,400 17,832 0

保育士 厚生労働省 社団法人全国保育士養成協議会 試験 12,700 41,163 4,200

手話通訳士 厚生労働省 社会福祉法人聴力障害者情報文化センター 試験 18,000 863 8,000

通訳案内士 国土交通省 （独）国際観光振興機構 試験 8,700 7,239 5,100

建築士

（２級） 国土交通省 （財）建築技術教育普及センター 試験 16,900 31,730 19,200

（木造） 国土交通省 （財）建築技術教育普及センター 試験 16,900 1,035 19,200

気象予報士 国土交通省 （財）気象業務支援センター 試験 11,400 4,330 3,600

労働安全・労働衛生コンサルタント

（労働安全コンサルタント） 厚生労働省 （財）安全衛生技術試験協会 試験 24,700
892（筆記）
159（口述）

30,000

（労働衛生コンサルタント） 厚生労働省 （財）安全衛生技術試験協会 試験 24,700
299（筆記）
301（口述）

30,000

受験手数料
（円）

受験者数
（人）
※直近

登録料

２　登録が必要な国家資格（登録免許税が課税されないもの）

資格名称 所管省庁 試験実施主体
試験・講習等

の別



土地区画整理士 国土交通省 （財）全国建設研修センター 試験 18,000 303 －

土地改良換地士 農林水産省 国 試験 6,500 200程度 －

情報処理技術者 経済産業省 （独）情報処理推進機構 試験 5,100 294,657 －

（ＩＴパスポート試験）

（基本情報技術者試験）

（応用情報技術者試験）

（ＩＴストラテジスト試験）

（システムアーキテクト試験）

（プロジェクトマネージャ試験）

（ネットワークスペシャリスト試験）

（データベーススペシャリスト試験）

（エンベデッドシステムスペシャリスト試験）

（情報セキュリティスペシャリスト試験）

（ITサービスマネージャ試験）

（システム監査技術者試験）

資格名称 所管省庁 試験実施主体
試験・講習等

の別
受験手数料

（円）

受験者数
（人）
※直近

登録料

３　登録が不要な国家資格



教諭 文部科学省 各大学 学歴等 － － －

司書 文部科学省 各大学 学歴等 － － －

旅程管理主任者 国土交通省 （社）日本添乗サービス協会 講習 26,000～36,000 － －

旅行業務取扱管理者

（総合旅行業務取扱管理者） 国土交通省 （社）日本旅行業協会 試験 6,500 13,351 －

（国内旅行業務取扱管理者） 国土交通省 （社）全国旅行業協会 試験 5,800 14,820 －

専門調理師 厚生労働省 （社）調理技術技能センター 試験 22,500 1,799 －

食品衛生管理者 厚生労働省 （社）日本食品協会ほか 講習 298,000（講習） － －

食鳥処理衛生管理者 厚生労働省 （社）日本食品協会ほか 講習 48,000（講習） － －

飼料製造管理者 農林水産省 （独）肥飼料検査所 学歴等 40,000（講習） － －

自動車整備士 国 試験 7,200 － －

（１級自動車整備士） 国土交通省

（２級自動車整備士） 国土交通省

（３級自動車整備士） 国土交通省

（特殊自動車整備士） 国土交通省

整備管理者 国土交通省 国 講習等 － － －

自動車車体整備士 国土交通省 （社）日本自動車整備振興会連合会 試験 7,200 － －

運行管理者

（貨物自動車運送業） 国土交通省 （財）運行管理者試験センター 試験 6,000 50,000程度 －

（旅客自動車運送事業） 国土交通省 （財）運行管理者試験センター 試験 6,000 14,000程度 －

船舶に乗り組む衛生管理者 国土交通省 国 試験 5,400 － －



建築施工管理技士

（１級） 国土交通省 （財）建設業振興基金 試験 18,800 － －

（２級） 国土交通省 （財）建設業振興基金 試験 4,700 － －

土木施工管理技士

（１級） 国土交通省 （財）全国建設研修センター 試験 16,400 － －

（２級） 国土交通省 （財）全国建設研修センター 試験 8,200 － －

管工事施工管理技士

（１級） 国土交通省 （財）全国建設研修センター 試験 17,000 － －

（２級） 国土交通省 （財）全国建設研修センター 試験 8,500 － －

造園施工管理技士

（１級） 国土交通省 （財）全国建設研修センター 試験 20,800 － －

（２級） 国土交通省 （財）全国建設研修センター 試験 10,400 － －

公害防止管理者
経済産業省、

環境省
（社）産業環境管理協会 試験 6,400～6,800 29,456 －

電気主任技術者

（第１種） 経済産業省 （財）電気技術者試験センター 試験 12,400 2,395 －

（第２種） 経済産業省 （財）電気技術者試験センター 試験 12,400 9,422 －

（第３種） 経済産業省 （財）電気技術者試験センター 試験 4,850 50,794 －

電気工事士（１種）

（第１種） 経済産業省 （財）電気技術者試験センター 試験 10,900 56,577 －

（第２種） 経済産業省 （財）電気技術者試験センター 試験 9,300 178,379 －



電気工事施工管理技士

（１級） 国土交通省 （財）建設業振興基金 試験 11,800 - －

（２級） 国土交通省 （財）建設業振興基金 試験 5,900 - －

電気通信主任技術者

（伝送交換主任技術者） 総務省 （財）日本データ通信協会 試験 18,700 2,844 －

（線路主任技術者） 総務省 （財）日本データ通信協会 試験 18,700 1,153 －

工事担任者（電気通信）

（ＡＩ・ＤＤ総合種） 総務省 （財）日本データ通信協会 試験 8,700 4,263 －

（ＡＩ第１種） 総務省 （財）日本データ通信協会 試験 8,700 1,043 －

（ＡＩ第２種） 総務省 （財）日本データ通信協会 試験 8,700 348 －

（ＡＩ第３種） 総務省 （財）日本データ通信協会 試験 8,700 1,971 －

（ＤＤ第１種） 総務省 （財）日本データ通信協会 試験 8,700 4,886 －

（ＤＤ第２種） 総務省 （財）日本データ通信協会 試験 8,700 383 －

（ＤＤ第３種） 総務省 （財）日本データ通信協会 試験 8,700 6,963 －



無線従事者

（第１級総合無線通信士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 18,850 173 －

（第２級総合無線通信士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 16,750 232 －

（第３級総合無線通信士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 13,150 294 －

（第１級海上無線通信士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 15,450 57 －

（第２級海上無線通信士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 13,650 59 －

（第３級海上無線通信士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 8,850 554 －

（第４級海上無線通信士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 7,050 363 －

（航空無線通信士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 9,050 2,740 －

（第１級陸上無線技術士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 13,950 5,342 －

（第２級陸上無線技術士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 11,850 1,855 －

（第１級海上特殊無線技士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 6,550 553 －

（第２級海上特殊無線技士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 5,150 2,697 －

（第３級海上特殊無線技士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 5,150 355 －

（レーダー級特殊無線技士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 5,150 146 －



（航空特殊無線技士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 5,450 1,373 －

（第１級陸上特殊無線技士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 5,350 11,031 －

（第２級陸上特殊無線技士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 5,150 6,204 －

（第３級陸上特殊無線技士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 5,150 1,125 －

（国内電信級陸上特殊無線技士） 総務省 （財）日本無線協会 試験 4,550 123 －

（アマチュア無線技士１級） 総務省 （財）日本無線協会 試験 8,950 1,518 －

（アマチュア無線技士２級） 総務省 （財）日本無線協会 試験 7,450 865 －

（アマチュア無線技士３級） 総務省 （財）日本無線協会 試験 5,250 2,204 －

（アマチュア無線技士４級） 総務省 （財）日本無線協会 試験 5,000 3,617 －

砕石業務管理者 経済産業省 都道府県 試験 8000（東京都） － －

砂利採取業務主任者 経済産業省 都道府県 試験 8000（東京都） － －

ダム水路主任技術者

（第１種） 経済産業省 国 学歴等 6,600 － －

（第２種） 経済産業省 国 学歴等 6,600 － －

自動車運転者 警察庁 都道府県警察 試験 1,650～4,950 － －

ボイラー・タービン主任技術者

（第１種） 経済産業省 国 学歴等 6,600 － －

（第２種） 経済産業省 国 学歴等 6,600 － －

危険物取扱者

（甲種） 総務省 （財）消防試験研究センター 試験 5,000 6,932 －

（乙種） 総務省 （財）消防試験研究センター 試験 3,400 115,859 －

（丙種） 総務省 （財）消防試験研究センター 試験 2,700 9,998 －

エネルギー管理士 経済産業省 （財）省エネルギーセンター 試験 17,000 12,706 －



ガス主任技術者

（甲種） 経済産業省 （財）日本ガス機器検査協会 試験 12,700 － －

（乙種） 経済産業省 （財）日本ガス機器検査協会 試験 12,700 － －

（丙種） 経済産業省 （財）日本ガス機器検査協会 試験 12,700 － －

ガス消費機器設置工事監督者 経済産業省 （独）製品評価技術基盤機構 講習 26,700 － －

高圧ガス製造保安責任者

（甲種化学） 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 12,400 － －

（乙種化学） 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 8,500 － －

（丙種化学） 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 7,900 － －

（甲種機械） 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 12,400 － －

（乙種機械） 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 8,500 － －

（第１種冷凍機械） 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 12,400 － －

（第２種冷凍機械） 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 8,500 － －

（第３種冷凍機械） 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 7,900 － －

高圧ガス販売主任者

（第１種） 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 7,100 － －

（第２種） 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 5,500 － －

液化石油ガス設備士 経済産業省 高圧ガス保安協会 試験 20,200 － －

火薬類取扱保安責任者

（甲種） 経済産業省 （社）全国火薬類保安協会 試験 17,000 － －

（乙種） 経済産業省 （社）全国火薬類保安協会 試験 17,000 － －



火薬類製造保安責任者

（甲種） 経済産業省 （社）全国火薬類保安協会 試験 25,900 － －

（乙種） 経済産業省 （社）全国火薬類保安協会 試験 25,900 － －

（丙種） 経済産業省 （社）全国火薬類保安協会 試験 17,000 － －

原子炉主任技術者
経済産業省、
文部科学省

国 試験 52,100 45 －

核燃料取扱主任者 経済産業省 国 試験 47,700 101 －

放射線取扱主任者

（第１種） 経済産業省 （財）原子力安全技術センター 試験 13,900 3,822 －

（第２種） 経済産業省 （財）原子力安全技術センター 試験 9,900 2,701 －

浄化槽管理士 環境省 （財）日本環境整備教育センター 試験 20,200 1,144 －

浄化槽技術管理者 環境省 （財）日本環境整備教育センター 講習 49,000 － －

倉庫管理主任者 国土交通省 （社）日本倉庫協会 講習 10,000～12,000 － －

技能士 厚生労働省 都道府県ほか 試験 19,600 755,000程度 －

労働安全衛生法に規定する免許 厚生労働省 （財）安全衛生技術試験協会 試験
6,800（学科）

11,100～21,800
（実技）

185,358 －


	Sheet3

