
問題解説集 種　　類 定価(10％税込) 作　業　内　容 収録年度 他年度

１０ 農業機械整備 ￥1,650 農業機械整備 平成20～22年度

２１ 機械保全 ￥2,200 機械系保全/電気系保全/設備診断 平成22～24年度

３４ 電子機器組立て ￥1,980 電子機器組立て 平成24～26年度

３７ 金属プレス加工 ￥1,980 金属プレス 平成26～28年度

３９ 建築板金 ￥2,090 内外装板金/ダクト板金 平成26～28年度

４０ 造園 ￥1,650 造園工事 平成26～28年度 ６３

４１ 左官 ￥1,650 左官 平成26～28年度

４３ 金属熱処理 ￥3,080 一般熱処理/浸炭・浸炭窒化・窒化処理/高周波・炎熱処理 平成26～28年度 ６５

４５ 機械加工 ￥3,520 普通旋盤/数値制御旋盤/フライス盤/数値制御フライス盤平面研削盤/円筒研削盤/心無し研削盤/マシニングセンタ 平成26～28年度 ６７

４６ 防水施工 ￥2,860 ウレタンゴム系塗膜防水工事/シーリング防水工事/ＦＲＰ防水工事/塩化ビニル系シート防水工事 平成26～28年度

４８ 半導体製品製造 ￥1,980 集積回路チップ製造/集積回路組立て 平成26～28年度

４９ 建築大工 ￥1,760 大工工事 平成26～28年度 ６９

５０ かわらぶき ￥1,760 かわらぶき 平成26～28年度

５２ 鉄筋施工 ￥1,760 鉄筋組立て 平成26～28年度

５５ 鉄工 ￥2,200 製缶/構造物鉄工 平成27～29年度

５６ 建設機械整備 ￥2,090 建設機械整備 平成27～29年度

５７ 塗装 ￥2,860 建築塗装/金属塗装/噴霧塗装/鋼橋塗装 平成27～29年度

５８ 電気機器組立て ￥2,530 配電盤・制御盤組立て/シーケンス制御 平成27～29年度

５９ 機械検査 ￥2,090 機械検査 平成27～29年度

６０ 機械・プラント製図 ￥1,980 機械製図手書き/機械製図ＣＡＤ 平成27～29年度

６１ 配管 ￥1,870 建築配管作業 平成28～30年度

６２ プラスチック成形 ￥2,090 射出成形/インフレーション成形 平成29～令和元年度

６３ 造園 ￥1,650 造園工事 平成29～令和元年度 ４０

６４ とび ￥1,650 とび 平成29～令和元年度

６５ 金属熱処理 ￥3,190 一般熱処理/浸炭・浸炭窒化・窒化処理/高周波・炎熱処理 平成29～令和元年度 ４３

６６ 仕上げ ￥2,420 治工具仕上げ/金型仕上げ/機械組立仕上げ 平成29～令和元年度

６７ 機械加工 ￥3,740 普通旋盤/数値制御旋盤/フライス盤/数値制御フライス盤/平面研削盤/円筒研削盤/心無し研削盤/マシニングセンタ 平成29～令和元年度 ４５

６８
熱絶縁施工/冷凍空気調
和機器施工

¥2,420 保温保冷工事/冷凍空気調和機器施工 平成29～令和元年度

６９ 建築大工 ￥1,760 大工工事 平成29～令和元年度 ４９

７０ 油圧装置調整 ￥2,090 油圧装置調整 平成29～令和元年度

７１ 空気圧装置組立て ￥1,980 空気圧装置組立て 平成29～令和元年度

問題解説集 種　　類 定価(10％税込) 作　業　内　容

№２ 配管 ￥3,300 建築配管施工法/プラント配管施工法

№３ 塗装 ￥3,300 木工塗装/建築塗装/金属塗装/鋼橋塗装/噴霧塗装

№４ 型枠施工 ￥1,650

№５ 鉄筋施工 ￥2,200

№８
冷凍空気調和機器施工/
熱絶縁施工

￥2,750

№９ 仕上げ ￥2,750 治工具仕上げ法/金型仕上げ法/機械組立仕上げ法

№１０ 機械･プラント製図 ￥2,420 機械製図手書き/機械製図ＣＡＤ/プラント配管製図

№１１ 機械検査 ￥2,200

№１２ 機械加工 ￥3,300 普通旋盤・タレット旋盤・立旋盤/フライス盤/ボール盤/横中ぐり盤/ジグ中ぐり盤/平面研削盤・円筒研削盤・心なし研削盤/ホ
ブ盤・歯車形削り盤・かさ歯車歯切り盤/数値制御旋盤・数値制御フライス盤・数値制御ボール盤・マシニングセンタ

№１３ 造園 ￥2,200

№１４ 金属プレス加工 ￥2,200

№１５ 金属材料試験 ￥2,860 機械試験法/組織試験法

№１６ 鉄工 ￥3,300 製缶/構造物鉄工/構造物現図

№１７ 建築板金 ￥2,860 内外装板金/ダクト板金

№１９ めっき/ダイガスト ￥3,300 電気めっき/コールド・ホットチャンバダイカスト

№２１ 電子機器組立て ￥1,980

№２２ 電気機器組立て ￥3,300 回転電機組立て/変圧器組立て/配電盤・制御盤組立て/開閉制御器具組立て/回転電機巻線製作

№２４ 油圧装置調整 ￥1,760

№３０ 建具製作 ￥2,200 木製建具手加工/木製建具機械加工

№３１ 左官/タイル張り ￥2,750

№３２ 建築大工/畳製作 ￥2,860

№３３ 防水施工(前期) ￥3,080 ウレタンゴム系塗膜防水工事/アクリルゴム系塗膜防水工事/セメント系防水工事/シーリング防水工事

№３５ とび、かわらぶき ￥2,750

№３６ サッシ施工、ガラス施工 ￥2,970

№３７ プラスチック成形 ￥3,080 射出成形/インフレーション成形

第４集 金属熱処理 ￥2,420 一般熱処理/浸炭・浸炭窒化・窒化処理/高周波・炎熱処理

第１１集 建築図面製作/テクニカルイ
ラストレーション

￥2,200 建築製図法/建築透視図法

第１８集 建設機械整備 ￥1,650

参考図書 種　　類 定価(10％税込) 編　集　元

５１ 安全衛生 ￥1,100 職業能力開発総合大学校　基盤整備センター

５４ 建築塗装法 ￥1,980 職業能力開発総合大学校　基盤整備センター

５５ 木工塗装法 ￥2,090 職業能力開発総合大学校　基盤整備センター

５６ 金属塗装法 ￥1,980 職業能力開発総合大学校　基盤整備センター

５７ 塗料 ￥2,860 職業能力開発総合大学校　基盤整備センター

５８ 金型工作法 ￥2,420 職業能力開発総合大学校　基盤整備センター

５９ 木工製品設計 ￥2,420 職業能力開発総合大学校　基盤整備センター

６０ 木造建築の基礎用語 ￥1,430 雇用問題研究会

令和3年3月2日より　価格表


