
区分A　（現在、全国水産関係高等学校一覧に掲載されている資格）
（１）海技試験

コード 学科系列 主催団体
20 15 10 5

101 海技士　航海（筆記試験合格） 国土交通省 二級 三級 四級 五級
102 国土交通省 二級 三級 四級 五級
103 国土交通省 内燃二級 内燃三級 内燃四級 内燃五級
104 小型船舶操縦士（免許状取得） 国土交通省 1級 2級

（２）無線従事者技術者資格・技術者資格

コード 資格 主催団体
20 15 10 5

201 総合無線通信士 総務省 第１級 第2級 第3級
202 陸上無線技術士 総務省 第１級 第2級
203 海上無線通信士 総務省 第1級 第2級 第3級
204 工事担任者 総務省 ＡＩ１種 ＡＩ２種 ＡＩ３種
205 工事担任者 総務省 ＤＤ１種 ＤＤ２種 ＤＤ３種
206 潜水士 厚生労働省 ○

（３）校長協会検定

コード 資格検定 主催団体
20 15 10 5

301 高等学校水産海洋技術検定（必修） 全国水産高等学校長協会 ○
302 高等学校海洋情報技術検定 全国水産高等学校長協会 第1級 第2級
303 高等学校通信技術検定 全国水産高等学校長協会 〇
304 高等学校栽培漁業技術検定 全国水産高等学校長協会 1級 ２級
305 第1類
306 第2類
307 第3類
308 ＨＡＣＣＰ基本技能検定 全国水産高等学校長協会 〇
309 高等学校潜水技術検定 全国水産高等学校長協会 １級 ２級
310 高等学校漁業技術検定 全国水産高等学校長協会 ○
311 高等学校エンジン技術検定 全国水産高等学校長協会 1級 ２級

（４）校長協会　大会・コンテスト

コード 大会・コンテスト等 主催団体
20 15 10 5

401 生徒研究発表大会(全国大会) 全国水産高等学校長協会 最優秀 優秀
402 生徒研究発表大会(地区大会) 全国水産高等学校長協会 最優秀 優秀
403 ｶｯﾀｰﾚｰｽ大会(全国大会) 全国水産高等学校長協会 優勝 2位 3位
404 ｶｯﾀｰﾚｰｽ大会(地区大会) 全国水産高等学校長協会 優勝
405 ﾌｨｯｼﾝｸﾞ技能ｺﾝﾃｽﾄ(部門別) 全国水産高等学校長協会 優勝
406 食品技能ｺﾝﾃｽﾄ 全国水産高等学校長協会 総合優勝 2位 3位
407 ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ技能ｺﾝﾃｽﾄ(全国大会) 全国水産高等学校長協会 総合優勝 2位 3位
408 ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ技能ｺﾝﾃｽﾄ(地区大会) 全国水産高等学校長協会 総合優勝
409 栽培漁業検定ポスター・標語・スケッチ・コンテスト 全国水産高等学校長協会 最優秀 優秀
410 意見・体験発表大会（全国大会） 全国高等学校水産教育研究会 最優秀 優秀
411 意見・体験発表大会（地区大会） 全国高等学校水産教育研究会 最優秀 優秀
412 マリンロボットコンテスト 全国水産高等学校長協会 総合優勝 2位 3位

○上級資格を得た時点で、下級資格の点数は評価に該当しない。（0点扱い）
○大会、コンテストの上位の賞を受けた場合は下位の賞の点数は評価に該当しない。（地区予選　０点扱い）
○団体扱いの種目については出場登録者のみを対象とする。
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賞

資格別

海技士　機関（筆記試験合格）

資格別

資格別

全国水産高等学校長協会
食品技能検定

                                  （15点まで）



No.２
（５）その他資格

コード 資格 主催団体 15 10 5 2
501 ボイラ技士 厚生労働省 １級 ２級
502 第３種冷凍機械責任者 厚生労働省 〇
503 甲種危険物取扱者 総務省 甲種
504 1類
505 2類
506 3類
507 4類
508 5類
509 6類
510 丙種危険物取扱者 総務省 ○
511 電気工事士２種 経済産業省 ○
512 販売士 日本商工会議所 3級
513 簿記検定 日本商工会議所 2級 3級
514 簿記実務検定 商高長会 1級 2級 3級
515 ビジネス文書実務検定 商高長会 1級 2級 3級
516 PC検定（文書作成） 日商・全経 1級 2級 3級
517 食物調理技術検定 全高家教振 1級 2級 3級
518 陸上特殊無線技士 総務省 第1級 第2級
519 海上特殊無線技士 総務省 第1級 第2級
520 レーダー級海上特殊無線技士 総務省 ○
521 情報技術検定 工高長会 1級 2級
522 情報処理検定 商高長会 1級 2級
523 移動式小型クレーン 厚生労働省 ○
524 実用英語技能検定試験 公益財団法人　日本英語検定協会 準1級 2級 準2級 3級
525 フォークリフト運転技能講習 （各県）労働局長登録教習機関 ○
526 アーク溶接基本級A-2F※ＪＩＳ溶接評価試験 日本溶接協会 ○
527 アーク溶接業務特別教育講習修了証 厚生労働省 ○
528 ガス溶接技能者講習修了証 厚生労働省 ○
529 ボイラ取扱技能講習 日本ボイラ協会各支部等 ○
530 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 日本ボイラ協会各支部等 ○
531 玉掛け技能講習 ボイラ・クレーン安全協会等 〇
532 第二種酸素欠乏危険作業特別講習　 労働局登録研修機関 〇

○危険物の甲乙丙種はそれぞれ別の資格として申請可能。甲乙種は丙種の上位資格と見なさない。
例：乙４類 ５点＋丙種 ２点＝７点

区分B　その他の資格・大会

コード 資格・大会 主催団体 10 5 2 1
1001 食の６次産業化プロデューサー 一般社団法人食の検定協会 レベル1
1002 食品衛生責任者 都道府県食品衛生協会 合格
1003 実用数学 技能検定 公益財団法人　日本数学検定協会 準1級 2級 準2級 3級
1004 日本漢字能力検定 公益財団法人　日本漢字能力検定協会 準1級 2級 準2級 3級
1005 うまいもん甲子園 一般社団法人　全国食の甲子園協会 全国優勝 地区代表

1006 全日本スポーツダイビング室内選手権大会
５０ｍフリッパー競技（高校生の部：文部科学大臣賞対象競技のみ）

一般財団法人　社会スポーツセンター 優勝
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乙種危険物取扱者（１５点まで） 総務省


