
 

 

令和元年１１月２２日 

新たに１級技術検定試験に合格された皆様へ 
 
 

1級技術検定試験に合格したことの確認方法について 
 
 
技術検定に新たに合格され早期の資格者証交付を希望される方については、監理技術

者資格者証（以下、「資格者証」という。）の交付申請の際に、技術検定に合格した者である
ことを、指定試験機関が通知する「合格通知書（受験番号）」により確認することとなっており
ます。 
なお、これは合格証明書発行までの暫定的な確認手段ですので、合格通知書で資格者

証の交付を受けた方は、後日合格通知書に記載されている申請方法で技術検定合格証明
書交付申請を行い、合格証明書を受領していただき、資格者証交付後お届けするご案内
（別添 「合格証明書番号届」について（お願い）） に従い、「合格証明書番号」を必ず当セ
ンターへお知らせ下さい。 
 
１. 対象者 

 各技術検定に合格され、新規又は追加申請される方で、合格通知書の通知日から半
年間を経過していない者 
 
（注）技術検定とは、建設業法第２７条１項に規定する１級の建設機械施工技士、土
木・建築・電気工事・管工事・造園・電気通信工事の施工管理技士の資格を得るため
の試験です。 

 
２. 「合格通知書（受験番号）」による交付申請の留意点 

 資格者証交付申請の際は、申請書等の項目「８．監理技術者資格」の「番号」欄に「合
格証明書番号」に代えて「合格通知書（受験番号）」を右詰めで記入してください。また、
「番号」欄の左余白は「０（ゼロ）」で埋めてください。 

 
 
 
                                 ＜本件に関するお問合せ先＞ 

（一財）建設業技術者センター 管理部 
                    電話：０３－３５１４－４７１１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
＜記入例＞ 
 

１. １級技術検定試験に合格し「合格通知書（受験番号）」で申請する場合 

 

 ・交付申請書を使用する場合 

 

  

 ・インターネット申込サイトを利用する場合 

 

＜「８．監理技術者資格」の記入例＞ 

①「区分」欄：「資格区分コード」を記入 

例：一級土木施工管理技士の場合 「１３」 

②「番号」欄：「合格通知書（受験番号）」を右詰めで記入（「番号」欄の左余白は「０（ゼロ）」） 

例：受験番号が「１２３４５６７８」の場合 

０００ １２３４５６７８ 

余白    受験番号 

1 3 



別添 

各  位                     

（受験番号で資格者証の交付を受けられた方へ） 

  国土交通大臣指定資格者証交付機関 

               一般財団法人 建設業技術者センター 

                                 管理部 

「合格証明書番号届」について（お願い） 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

このたびは、監理技術者証の交付申請をいただきありがとうございました。 

 さて、お客様は、令和＊＊年度に実施された技術検定試験に合格され、この合格通知書に記

載された番号（受験番号）をもって資格者証の交付申請を行われておりますが、これは、国土

交通省が交付の早期化を図るために本来の手続きを一時的に緩和した暫定的な措置によるもの

です。 

 本来の監理技術者資格を証するための手続きは、技術検定の合格証明書の発行を受けられた

上で、合格証明書の番号をもって申請していただくことになっており、当センターでは、お客

様から申請時にお届けいただいた受験番号を、本来の合格証明書の番号に変更する必要が生じ

ております。（当センターホームページの「重要なお知らせ」に掲載） 

 つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮でございますが、合格証明書が交付され次第、下部

の「合格証明書番号届」に合格証明書の番号を記入の上、同封の返信用封筒にてお届けいただ

きたくお願い申し上げます。 

 当センターは、お届けいただいたお客様の合格証明書の番号を当センターが管理する資格者

証交付データとして登録します（資格者証自体の変更は発生いたしません）。 

 なお、合格証明書の交付手続きには受付期間（申請締切）がございます。受付期間中は合格通

知書に記載された手順で交付手続きを行ってください。受付期間後は、裏面（２頁）を参照の

うえ、合格証明書の交付手続きを行ってください。                 

敬白 

★この「お願い」についてのお問い合わせ先 

一般財団法人 建設業技術者センター 管理部 「合格証明書番号届」係  

TEL： 03（3514）4711 FAX： 03（3556）0340 お問い合わせﾌｫｰﾑ： https://www.cezaidan.or.jp/inquiry/form01/ 

※個人情報の取扱については、当財団の「個人情報保護基本方針」及び「情報セキュリティポリシー」に則り 

  適正に管理・保護を行い目的外の利用は致しません。 

  詳しくはホームページ(http://www.cezaidan.or.jp)または「作成の手引き」をご覧ください。 

★「合格証明書番号届」の記載について 
氏名と生年月日、監理技術者資格者証の交付番号、日中帯の連絡先を記入し、今回該当の技術検定に☑した

うえで、合格証明書右上の番号を、「お届けいただく合格証明書番号」欄の続き（太枠）からご記入ください。 

郵送の際は、必ず控え（写し）をお取りください。 

 

氏名（              ）  生年月日（大・昭・平    年   月   日） 

フリガナ（              ） 日中帯の連絡先（TEL:    －    －    ） 

監理技術者資格者証の交付番号（第           号） 

今回該当の技術検定 技術検定資格名称 お届けいただく合格証明書番号 

該
当
資
格
に
☑
を 

 
 

 

 

お
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し
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す
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□ 一級建設機械施工技士 Ｍ X X         

□ 一級土木施工管理技士 Ｃ X X        

□ 一級建築施工管理技士 Ｂ X X        

□ 一級電気工事施工管理技士 Ｅ X X        

□ 一級管工事施工管理技士 Ｐ X X        

□ 一級造園施工管理技士 Ｌ X X        

□ 一級電気通信工事施工管理技士 Ｔ X X        

 

 

きりとり きりとり 「合格証明書番号届」 

き
り
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https://www.cezaidan.or.jp/inquiry/form01/
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＜合格通知書に記載された受付期間後（申請締切後）に、 

合格証明書の交付手続きを行う場合＞ 

 

※ 1 級技術検定合格証明書（右・見本）の交付手続 

きが不明な場合は、下表の国土交通省地方整備

局等へ交付手続きについてお問い合わせくださ

い。 

※ 合格証明書が届きましたら、合格証明書右上の

番号を「合格証明書番号届」にご記入のうえ、

提出くださるよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 「国土交通省地方整備局等一覧」 

 技術室

開発建設部

℡ (098) 866－0031㈹
防災課 技術管理課 営繕課 営繕課 営繕課 技術管理課 情報通信

開発建設部 開発建設部 開発建設部 開発建設部 開発建設部 開発建設部沖縄総合事務局
沖縄

企画部

℡ (092) 471－6331㈹
情報通信

施工企画課 技術管理課 技術・評価課 技術・評価課 技術・評価課 都市・住宅整備課 技術課

企画部 企画部 営繕部 営繕部 営繕部 建政部

技術課

九州地方整備局 福岡・佐賀

長崎・熊本

大分・宮崎

鹿児島

技術・評価課 技術・評価課 都市・住宅整備課 情報通信

企画部 企画部 営繕部 営繕部 営繕部 建政部 企画部四国地方整備局
徳島・香川

愛媛・高知℡ (087) 851－8061㈹
施工企画課 技術管理課 技術・評価課

都市・住宅整備課 情報通信

技術課
℡ (082) 221－9231㈹

施工企画課 技術管理課 技術・評価課 技術・評価課 技術・評価課

企画部 企画部 営繕部 営繕部 営繕部 建政部 企画部中国地方整備局 鳥取・島根

岡山・広島

山口

情報通信

施工企画課 技術管理課 技術・評価課 技術・評価課 技術・評価課 都市整備課 技術課

企画部 企画部 営繕部 営繕部 営繕部 建政部 企画部近畿地方整備局 福井・滋賀

京都・大阪

兵庫・奈良

和歌山
℡ (06)6942－1141㈹

953－8131 953－8194 953－8194 953－8194 953－8573 953－8157

情報通信

℡ (052) 953－8119㈹
℡ (052) ℡ (052) ℡ (052) ℡ (052) ℡ (052) ℡ (052) 技術課

953－8180

施工企画課 技術管理課 技術・評価課 技術・評価課 技術・評価課 都市整備課

370－6789

中部地方整備局 岐阜・静岡

愛知・三重

企画部 企画部 営繕部 営繕部 営繕部 建政部 企画部

℡ (025) ℡ (025) 都市・住宅整備課 技術課

280－8705 280－8705 280－8705

営繕部 企画部

企画部 企画部 計画課 計画課 計画課 建政部 情報通信北陸地方整備局 新潟・富山

石川

営繕部 営繕部

℡ (025) 280－8880㈹
施工企画課 技術管理課 ℡ (025)

技術課

企画部

℡ (048) 601－3151㈹
情報通信

施工企画課 技術管理課 技術・評価課 整備課 整備課 都市整備課

企画部 企画部 営繕部 営繕部 営繕部 建政部関東地方整備局
茨城・栃木

群馬・埼玉

千葉・東京

神奈川・山梨

長野

企画部

℡ (022) 225－2171㈹
都市・住宅整備課

情報通信

施工企画課 技術管理課 技術・評価課 技術・評価課 技術・評価課 技術課

企画部 企画部 営繕部 営繕部 営繕部 建政部東北地方整備局 青森・岩手

宮城・秋田

山形・福島

技術・評価課 技術・評価課 都市住宅課 機械課

事業振興部 事業振興部 営繕部 営繕部 営繕部 事業振興部 事業振興部北海道開発局
北海道

℡ (011)709－2311㈹
機械課 技術管理課 技術・評価課

造　　　園 電気通信

工事

施工技士 施工管理技士 施工管理技士 施工管理技士 施工管理技士 施工管理技士 施工管理技士

地方整備局等
申請者の

現住所等所在

の都道府県名

建設機械 土　　　木 建　　　築 電気工事 管　工　事


