
職業教育技術認定事業　対象資格等一覧

大分類 中分類 資格・検定試験等の名称 ポイント数 主催団体

一般 英語 実用英語技能検定準２級 1 日本英語検定協会

一般 英語 実用英語技能検定(点字試験）３級 1 日本英語検定協会

一般 国語 日本漢字能力検定　準２級 1 日本漢字能力検定協会

一般 情報技術 画像情報技能検定　ＣＧ部門３級 1 画像情報教育振興協会

一般 書写 書写検定２級 1 全国書写能力検定連合会

一般 書写 硬筆書写検定　準１級・２級 1 日本書写技能検定協会

一般 速記 速記検定２級 1 全日本速記教育協会

一般 点字 全国盲学生点字競技大会２位 1 全国盲学校長会

一般 レタリング レタリング技能検定３級 1 実務技能検定協会

家庭 編物 編物技能検定(毛糸)４級 1 日本編物検定協会

家庭 織物設計 織物設計検定２級 1 日本繊維工業教育研究会

家庭 食物 家庭科食物調理技術検定２級 1 全国家庭科教育振興会

家庭 染色 染色検定２級 1 日本繊維工業教育研究会

家庭 デザイン カラーコーディネーター検定３級 1 名古屋商工会議所・東京商工会議所

家庭 デザイン 文部科学省認定色彩検定３級 1 社団法人全国服飾教育者連合会

家庭 デザイン ＮＤＣ中部フレッシュコンテスト入選 1 日本デザイナーズクラブ中部支部

家庭 デザイン きもの作品コンテスト入選 1 日本和裁士会

家庭 保育 保育技術検定２級 1 全国家庭科教育振興会

家庭 縫製 障害者技能競技大会　銅賞 1 愛知県雇用開発協会

家庭 洋服 家庭科被服製作技術検定(洋服)２級 1 全国家庭科教育振興会

家庭 洋服 障害者技能競技大会　銅賞 1 愛知県雇用開発協会

家庭 和服 家庭科被服製作技術検定(和服)２級 1 全国家庭科教育振興会

家庭 和服 障害者技能競技大会　銅賞 1 愛知県雇用開発協会

工業 アーク溶接 ＪＩＳアーク溶接技術検定試験 1 日本溶接協会

工業 英語 工業英語能力検定４級 1 日本工業英語協会

工業 英語 リスニング英語検定３級 1 全国工業高等学校長協会

工業 化学物質 特定化学物質等作業主任者 1 愛知労働基準協会

工業 化学物質 有機溶剤作業主任者 1 愛知労働基準協会

工業 家具 障害者技能競技大会　銅賞 1 愛知県雇用開発協会

工業 ガス ＬＰガス丙種化学責任者(筆記） 1 高圧ガス保安協会（県知事）

工業 ガス ＬＰガス第二種販売主任者(筆記） 1 高圧ガス保安協会（県知事）

工業 ガス 液化石油ガス設備士 1 高圧ガス保安協会（県知事）

＜特待生減免制度＞

「職業教育技術認定事業」顕彰制度のポイントに該当する資格一覧です。



職業教育技術認定事業　対象資格等一覧

大分類 中分類 資格・検定試験等の名称 ポイント数 主催団体

工業 ガス ガス溶接技術講習 1 厚生労働省

工業 家電技能 ラジオ音響技能検定３級 1 実務技能検定協会

工業 家電技能 家庭用電子機器修理技術者 1 家電製品協会

工業 家電技能 家庭用電気機器修理技術者 1 家電製品協会

工業 危険物 危険物取扱者　丙種 1 消防試験研究センター(県知事）

工業 グラフィックアーツ グラフィックデザイン検定３級 1 全国工業高等学校長協会

工業 計算技術 計算技術検定試験３級 1 全国工業高等学校長協会

工業 情報技術 情報技術検定試験３級 1 全国工業高等学校長協会

工業 情報技術 ディジタル技術検定３級 1 実務技能検定協会

工業 情報処理 ポケコン技術検定　基礎級 1 全国工業高等学校長協会

工業 製図 基礎製図検定 1 全国工業高等学校長協会

工業 製図 障害者技能競技大会（製図）銅賞 1 愛知県雇用開発協会

工業 製図 障害者技能競技大会（機械ＣAＤ）銅賞 1 愛知県雇用開発協会

工業 設備工事 工事担当者ＡＩ第３種 1 日本データ通信協会(総務省）

工業 設備工事 工事担当者ＤＤ第３種 1 日本データ通信協会(総務省）

工業 旋盤 障害者技能競技大会　銅賞 1 愛知県雇用開発協会

工業 トレース トレース技能検定３級 1 実務技能検定協会

工業 品質管理 品質管理検定（ＱＣ検定）４級 1 日本規格協会

工業 放射線 エックス線作業主任者 1 安全衛生技術試験協会（労働基準局）

工業 無線 陸上特殊無線技士　二級 1 日本無線協会（総務省）

工業 無線 海上無線通信士　四級 1 日本無線協会（総務省）

工業 無線 海上特殊無線技士　二級 1 日本無線協会（総務省）

工業 無線 アマチュア無線技士　二級 1 日本無線協会（総務省）

工業 木工 障害者技能競技大会　銅賞 1 愛知県雇用開発協会

商業 英語 英語検定２級 1 全国商業高等学校協会

商業 英文タイプライティング パソコン入力スピード認定試験(英語部門）初段 1 全国商業高等学校協会

商業 計算技術 珠算・電卓実務検定(電卓）２級 1 全国商業高等学校協会

商業 珠算 珠算能力検定２級 1 日本商工会議所

商業 珠算 珠算検定２級 1 全国商工会連合会

商業 珠算 珠算検定２級 1 全国珠算教育連盟

商業 珠算 珠算・電卓実務検定(珠算）２級 1 全国商業高等学校協会

商業 珠算 盲人珠算検定Ｃ級 1 日本商工会議所

商業 商業経済 商業経済検定２級 1 全国商業高等学校協会

商業 情報技術 情報処理検定（ビジネス情報部門）２級 1 全国商業高等学校協会



職業教育技術認定事業　対象資格等一覧

大分類 中分類 資格・検定試験等の名称 ポイント数 主催団体

商業 情報技術 情報処理技能検定(表計算）初段・１級 1 日本情報処理検定協会

商業 情報処理 障害者技能競技大会(ホームページ）銅賞 1 愛知県雇用開発協会

商業 情報処理 パーソナルコンピュータ利用技術認定３級 1 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾕｰｻﾞｰ利用技術協会

商業 情報処理 情報処理検定(プログラミング部門）２級 1 全国商業高等学校協会

商業 情報処理 障害者技能競技大会（表計算）銅賞 1 愛知県雇用開発協会

商業 情報処理 障害者技能競技大会(データベース)銅賞 1 愛知県雇用開発協会

商業 情報処理 障害者技能競技大会(ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ入力）銅賞 1 愛知県雇用開発協会

商業 販売 販売士検定３級 1 日本商工会議所

商業 秘書 秘書技能検定３級 1 実務技能検定協会

商業 簿記 簿記検定３級 1 日本商工会議所

商業 簿記 簿記実務検定２級 1 全国商業高等学校協会

商業 ワープロ 日商ＰＣ検定試験(文書作成)３級 1 日本商工会議所

商業 ワープロ ビジネス文書実務検定試験（旧ワープロ実務検定２級） 1 全国商業高等学校協会

商業 ワープロ 日本語ワープロ検定２級 1 日本情報処理検定協会

商業 ワープロ パソコン入力スピード認定試験(日本語部門）初段 1 全国商業高等学校協会

商業 ワープロ 障害者技能競技大会　銅賞 1 愛知県雇用開発協会

水産 エンジン エンジン技術検定２級 1 全国水産高等学校長協会

水産 海技 海技士（航海）(筆記)科目「航海」 1 国土交通省

水産 海技 海技士（航海）(筆記)科目「運用」 1 国土交通省

水産 海技 海技士（航海）(筆記)科目「法規」 1 国土交通省

水産 海技 内燃機関海技士（機関）（筆記）科目「機関術Ⅰ」四級 1 国土交通省

水産 海技 内燃機関海技士（機関）（筆記）科目「機関術Ⅱ」四級 1 国土交通省

水産 海技 内燃機関海技士（機関）（筆記）科目「執務一般」四級 1 国土交通省

水産 漁業 漁業技術検定 1 全国水産高等学校長協会

水産 小型海技 小型船舶操縦士　二級 1
日本船舶職員養成協会

（国土交通省）

水産 栽培漁業 栽培漁業技術検定　二級 1 全国水産高等学校長協会

水産 情報通信 情報通信技術検定　第１級・第２級 1 全国水産高等学校長協会

水産 情報通信 海洋情報技術検定　第１級・第２級 1 全国水産高等学校長協会

水産 食品 食品技能検定 1 全国水産高等学校長協会

水産 潜水 潜水技術検定　二級 1 全国水産高等学校長協会

農業 家畜審査 家畜審査競技会（県大会）入賞 1 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 造園 造園技術検定２種 1 全国農業高等学校長協会

農業 測量 測量技術競技会(県大会)入賞 1 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 デザイン 全国デザインコンクール佳作・奨学賞 1 日本造園建設業協会（A.F.T.)



職業教育技術認定事業　対象資格等一覧

大分類 中分類 資格・検定試験等の名称 ポイント数 主催団体

農業 動物飼養 準二級愛玩動物飼養管理士 1 日本愛玩動物協会

農業 農業意見発表 農業意見発表会（県大会）入賞 1 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 農業鑑定 農業鑑定競技会（県大会）入賞 1 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 農業機械 農業機械技術検定　中級 1 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 農業機械 大型特殊自動車免許 1 県公安委員会

農業 農業技術検定 日本農業技術検定３級 1 日本農業技術検定協会

農業 農業情報処理 農業情報処理競技会(県大会)入賞 1 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 農業プロジェクト発表 農業プロジェクト発表会（県大会）入賞 1 愛知県高等学校農業教育研究会

福祉 福祉 福祉住環境コーディネーター検定３級 1 東京商工会議所

一般 英語 実用英語技能検定２級 2 日本英語検定協会

一般 英語 ビジネス英語検定３級 2 日本商工会議所

一般 英語 実用英語技能検定(点字試験）２級 2 日本英語検定協会

一般 国語 日本漢字能力検定　２級 2 日本漢字能力検定協会

一般 書写 書写検定１級 2 全国書写能力検定連合会

一般 書写 硬筆書写検定１級 2 日本書写技能検定協会

一般 速記 速記検定１級 2 全日本速記教育協会

一般 点字 全国盲学生点字競技大会１位 2 全国盲学校長会

一般 レタリング レタリング技能検定２級 2 実務技能検定協会

家庭 編物 編物技能検定（毛糸）３級 2 日本編物検定協会

家庭 食物 家庭科食物調理技術検定１級 2 全国家庭科教育振興会

家庭 調理 ヤングライスクッキングコンテスト県大会入選 2 食糧庁

家庭 調理 全国高校生料理コンクール入賞 2 全国高等学校家庭クラブ連盟

家庭 調理 全国高校生ホームプロジェクトコンクール優秀賞 2 全国高等学校家庭クラブ連盟

家庭 デザイン カラーコーディネーター検定２級 2 名古屋商工会議所・東京商工会議所

家庭 デザイン 文部科学省認定色彩検定２級 2 社団法人全国服飾教育者連合会

家庭 デザイン ＮＤＣ中部フレッシュコンテスト大賞 2 日本デザイナーズクラブ中部支部

家庭 デザイン きもの作品コンテスト最優秀賞・優秀賞 2 日本和裁士会

家庭 保育 保育技術検定１級 2 全国家庭科教育振興会

家庭 縫製 障害者技能競技大会　銀賞 2 愛知県雇用開発協会

家庭 洋服 家庭科被服製作技術検定(洋服)１級 2 全国家庭科教育振興会

家庭 洋服 障害者技能競技大会　銀賞 2 愛知県雇用開発協会

家庭 和服 家庭科被服製作技術検定(和服)１級 2 全国家庭科教育振興会

家庭 和服 障害者技能競技大会　銀賞 2 愛知県雇用開発協会

工業 英語 リスニング英語検定１級・２級 2 全国工業高等学校長協会



職業教育技術認定事業　対象資格等一覧

大分類 中分類 資格・検定試験等の名称 ポイント数 主催団体

工業 家具 障害者技能競技大会　銀賞 2 愛知県雇用開発協会

工業 ガス 第三種冷凍機械責任者（筆記） 2 高圧ガス保安協会（県知事）

工業 家電技能 ラジオ音響技能検定２級 2 実務技能検定協会

工業 機械加工 普通旋盤作業３級 2
中央職業能力開発協会

（厚生労働省）

工業 機械加工 フライス旋盤作業３級 2
中央職業能力開発協会

（厚生労働省）

工業 機械加工 マシニングセンタ作業３級 2
中央職業能力開発協会

（厚生労働省）

工業 危険物 危険物取扱者　乙種 2 消防試験研究センター(県知事)

工業 グラフィックアーツ グラフィックデザイン検定２級 2 全国工業高等学校長協会

工業 計算技術 計算技術検定試験２級 2 全国工業高等学校長協会

工業 計算技術 珠算・電卓実務検定（電卓）１級 2 全国商業高等学校協会

工業 仕上げ 機械組立仕上げ作業３級 2
中央職業能力開発協会

（厚生労働省）

工業 情報技術 情報技術検定試験２級 2 全国工業高等学校長協会

工業 情報技術 ディジタル技術検定２級 2 実務技能検定協会

工業 情報技術 障害者技能競技大会（ホームページ）銀賞 2 愛知県雇用開発協会

工業 情報処理 ポケコン技術検定　上級 2 全国工業高等学校長協会

工業 情報処理 システムアドミニストレータ初級 2 日本情報処理開発協会(経済産業省）

工業 消防設備 消防設備士　乙種 2 消防試験研究センター(県知事)

工業 製図 機械製図検定 2 全国工業高等学校長協会

工業 製図 テクニカルイラストレーション３級以上 2 愛知県職業能力開発協会

工業 製図 ＣＡＤトレース技能審査（機械部門）初級 2 中央職業能力開発協会

工業 製図 障害者技能競技大会（製図）銀賞 2 愛知県雇用開発協会

工業 製図 障害者技能競技大会（機械ＣＡＤ）銀賞 2 愛知県雇用開発協会

工業 設備工事 工事担当者ＡＩ第２種 2 日本データ通信協会（総務省）

工業 設備工事 工事担当者ＤＤ第２種 2 日本データ通信協会（総務省）

工業 旋盤 障害者技能競技大会　銀賞 2 愛知県雇用開発協会

工業 電気機器組立て シーケンス制御作業３級 2 中央職業能力開発協会（厚生労働省）

工業 電気工事 電気工事士　第二種 2 電気技術者試験センター（県知事）

工業 毒物劇物 毒物劇物取扱責任者 2 県知事

工業 トレース トレース技能検定２級 2 実務技能検定協会

工業 品質管理 品質管理検定（ＱＣ検定）３級 2 日本規格協会

工業 ボイラー ボイラー技師２級 2 安全衛生技術試験協会（厚生労働省）

工業 放射線 ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2 労働基準局

工業 無線 陸上特殊無線技師　一級 2 日本無線協会（総務省）

工業 無線 アマチュア無線技師　一級 2 日本無線協会（総務省）



職業教育技術認定事業　対象資格等一覧

大分類 中分類 資格・検定試験等の名称 ポイント数 主催団体

工業 木工 障害者技能競技大会　銀賞 2 愛知県雇用開発協会

商業 英語 英語検定１級 2 全国商業高等学校協会

商業 英文タイプライティング パソコン入力スピード認定試験(英語部門）３段・２段 2 全国商業高等学校協会

商業 珠算 珠算能力検定１級 2 日本商工会議所

商業 珠算 珠算検定１級 2 全国商工会連合会

商業 珠算 珠算検定１級 2 全国珠算教育連盟

商業 珠算 珠算・電卓実務検定(珠算）１級 2 全国商業高等学校協会

商業 珠算 盲人珠算検定Ｂ級 2 日本商工会議所

商業 商業経済 商業経済検定１級 2 全国商業高等学校協会

商業 情報技術 情報処理検定（ビジネス情報部門）１級 2 全国商業高等学校協会

商業 情報処理 パーソナルコンピュータ利用技術認定２級 2 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾕｰｻﾞｰ利用技術協会

商業 情報処理 情報処理検定(プログラミング部門）１級 2 全国商業高等学校協会

商業 情報処理 ＩＴパスポート試験 2 情報処理推進機構（経済産業省）

商業 情報処理 障害者技能競技大会（表計算）銀賞 2 愛知県雇用開発協会

商業 情報処理 障害者技能競技大会(データベース)銀賞 2 愛知県雇用開発協会

商業 情報処理 障害者技能競技大会(ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ入力）金賞 2 愛知県雇用開発協会

商業 販売 販売士検定２級 2 日本商工会議所

商業 秘書 秘書技能検定２級 2 実務技能検定協会

商業 簿記 簿記検定２級 2 日本商工会議所

商業 簿記 簿記実務検定（会計）１級 2 全国商業高等学校協会

商業 簿記 簿記実務検定（原価計算）１級 2 全国商業高等学校協会

商業 簿記 簿記実務検定（財務会計論） 2 全国商業高等学校協会

商業 簿記 簿記実務検定（財務諸表分析） 2 全国商業高等学校協会

商業 ワープロ 日商ＰＣ検定試験(文書作成）２級 2 日本商工会議所

商業 ワープロ ビジネス文書実務検定試験（旧ワープロ実務検定１級） 2 全国商業高等学校協会

商業 ワープロ 日本語ワープロ検定１級 2 日本情報処理検定協会

商業 ワープロ パソコン入力スピード認定試験(日本語部門）３段・２段 2 全国商業高等学校協会

商業 ワープロ 障害者技能競技大会　銀賞 2 愛知県雇用開発協会

水産 エンジン エンジン技術検定１級 2 全国水産高等学校長協会

水産 栽培漁業 栽培漁業技術検定　一級 2 全国水産高等学校長協会

水産 潜水 潜水士 2 安全衛生技術試験協会（労働基準局）

水産 潜水 潜水技術検定　一級 2 全国水産高等学校長協会

農業 家畜審査 家畜審査競技会（全国大会）入賞 2 日本学校農業クラブ連盟

農業 家畜審査 家畜審査競技会（県大会）最優秀 2 愛知県高等学校農業教育研究会



職業教育技術認定事業　対象資格等一覧

大分類 中分類 資格・検定試験等の名称 ポイント数 主催団体

農業 造園 造園技術検定１種 2 全国農業高等学校長協会

農業 造園 造園技能士３級 2
中央職業能力開発協会

（厚生労働省）

農業 測量 測量技術競技会（全国大会）入賞 2 日本学校農業クラブ連盟

農業 測量 測量技術競技会（県大会）最優秀 2 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 デザイン 全国デザインコンクール入選 2 日本造園建設業協会

農業 動物管理 実験動物技術者　二級 2 日本実験動物協会

農業 動物飼養 愛玩動物飼養管理士　二級 2 日本愛玩動物協会

農業 農業意見発表 農業意見発表会（全国大会）入賞 2 日本学校農業クラブ連盟

農業 農業意見発表 農業意見発表会（県大会）最優秀 2 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 農業鑑定 農業鑑定競技会（全国大会）入賞 2 日本学校農業クラブ連盟

農業 農業鑑定 農業鑑定競技会（県大会）最優秀 2 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 農業機械 農業機械技術検定　上級 2 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 農業技術検定 日本農業技術検定２級 2 日本農業技術検定協会

農業 農業情報処理 農業情報処理競技会（全国大会）入賞 2 日本学校農業クラブ連盟

農業 農業情報処理 農業情報処理競技会（県大会）最優秀 2 愛知県高等学校農業教育研究会

農業 農業プロジェクト発表 農業プロジェクト発表会（全国大会）入賞 2 日本学校農業クラブ連盟

農業 農業プロジェクト発表 農業プロジェクト発表会（県大会）最優秀 2 愛知県高等学校農業教育研究会

福祉 福祉 福祉住環境コーディネーター検定２級 2 東京商工会議所

一般 英語 実用英語技能検定１級・準１級 3 日本英語検定協会

一般 英語 ビジネス英語検定２級 3 日本商工会議所

一般 英語 実用英語技能検定（点字試験）１級 3 日本英語検定協会

家庭 編物 編物技能検定（毛糸）１級・２級 3 日本編物検定協会

家庭 調理 ヤングライスクッキングコンテスト全国大会出場 3 食糧庁

家庭 調理 全国高校生料理コンクール最優秀賞 3 全国高等学校家庭クラブ連盟

家庭 縫製 障害者技能競技大会　金賞 3 愛知県雇用開発協会

家庭 ホームプロジェクト 全国高校生ﾎｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺﾝｸｰﾙ最優秀賞 3 全国高等学校家庭クラブ連盟

家庭 洋服 障害者技能競技大会　金賞 3 愛知県雇用開発協会

家庭 和服 障害者技能競技大会　金賞 3 愛知県雇用開発協会

工業 インテリア インテリアコーディネーター 3 インテリア産業協会

工業 家具 障害者技能競技大会　金賞 3 愛知県雇用開発協会

工業 ガス 第二種冷凍機械責任者（筆記） 3 高圧ガス保安協会（県知事）

工業 家電技能 ラジオ音響技能検定１級 3 実務技能検定協会

工業 機械加工 普通旋盤作業２級 3
中央職業能力開発協会

（厚生労働省）

工業 危険物 危険物取扱者（甲種） 3 消防試験研究センター（県知事）



職業教育技術認定事業　対象資格等一覧

大分類 中分類 資格・検定試験等の名称 ポイント数 主催団体

工業 グラフィックアーツ グラフィックデザイン検定１級 3 全国工業高等学校長協会

工業 計算技術 計算技術検定試験１級 3 全国工業高等学校長協会

工業 計量 計量士（環境計量士） 3 経済産業局産業振興部

工業 計量 計量士（一般計量士） 3 経済産業局産業振興部

工業 建築 建築士２級 3 建築技能教育普及センター（県知事）

工業 建築 木造建築士（木造） 3 建築技能教育普及センター（県知事）

工業 建築 ２級建築施工管理技術検定 3 建築業振興基金

工業 公害防止 公害防止管理者（大気関係） 3 産業環境管理協会（経済産業省）

工業 公害防止 公害防止管理者（水質関係） 3 産業環境管理協会（経済産業省）

工業 公害防止 公害防止管理者（騒音関係） 3 産業環境管理協会（経済産業省）

工業 公害防止 公害防止管理者（振動関係） 3 産業環境管理協会（経済産業省）

工業 公害防止 公害防止管理者（粉じん関係） 3 産業環境管理協会（経済産業省）

工業 情報技術 情報技術検定試験１級 3 全国工業高等学校長協会

工業 情報技術 障害者技能競技大会(ホームページ)金賞 3 愛知県雇用開発協会

工業 製図 障害者技能競技大会（製図）金賞 3 愛知県雇用開発協会

工業 製図 障害者技能競技大会（機械ＣＡＤ）金賞 3 愛知県雇用開発協会

工業 設備工事 工事担当者　ＡＩ第１種 3 日本データ通信協会（総務省）

工業 設備工事 工事担当者　ＤＤ第１種 3 日本データ通信協会（総務省）

工業 設備工事 工事担当者　ＡＩ・ＤＤ総合種 3 日本データ通信協会（総務省）

工業 旋盤 障害者技能競技大会　金賞 3 愛知県雇用開発協会

工業 測量 測量士・測量士補 3 国土交通省国土地理院

工業 電気工事 電気工事士　第一種 3 電気技術者試験センター（県知事）

工業 電気主任 電気主任技術者　第三種 3
電気技術者試験センター

（経済産業省）

工業 土木 ２級土木施工管理技術検定 3 全国建設研修センター（国土交通省）

工業 トレース トレース技能検定１級 3 実務技能検定協会

工業 品質管理 品質管理検定（ＱＣ検定）２級 3 日本規格協会

工業 放射線 放射線取扱主任１種・２種 3
原子力安全技術センター

（文部科学省）

工業 無線 陸上無線技術士二級 3 日本無線協会（総務省）

工業 無線 総合無線通信士二級・三級 3 日本無線協会（総務省）

工業 木工 障害者技能競技大会　金賞 3 愛知県雇用開発協会

工業 レタリング レタリング技能検定１級 3 実務技能検定協会

商業 英文タイプライティング
パソコン入力スピード認定試験

(英語部門）５段・４段
3 全国商業高等学校協会

商業 珠算 盲人珠算検定Ａ級 3 日本商工会議所

商業 情報処理 パーソナルコンピュータ利用技術認定１級 3 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾕｰｻﾞｰ利用技術協会



職業教育技術認定事業　対象資格等一覧

大分類 中分類 資格・検定試験等の名称 ポイント数 主催団体

商業 情報処理 ソフトウェア開発技術者 3 情報処理推進機構（経済産業省）

商業 情報処理 基本情報技術者試験 3 情報処理推進機構（経済産業省）

商業 情報処理 応用情報技術者 3 情報処理推進機構（経済産業省）

商業 情報処理
高度(プロフェッショナル)試験

(データベーススペシャリスト）
3 情報処理推進機構（経済産業省）

商業 情報処理 障害者技能競技大会（表計算）金賞 3 愛知県雇用開発協会

商業 情報処理 障害者技能競技大会（データベース）金賞 3 愛知県雇用開発協会

商業 情報処理 障害者技能競技大会（ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ入力）金賞 3 愛知県雇用開発協会

商業 販売 販売士検定１級 3 日本商工会議所

商業 秘書 秘書技能検定１級・準１級 3 実務技能検定協会

商業 簿記 簿記検定１級 3 日本商工会議所

商業 ワープロ 日商ＰＣ検定試験(文書作成）１級 3 日本商工会議所

商業 ワープロ
パソコン入力スピード認定試験

(日本語部門）５段・４段
3 全国商業高等学校協会

商業 ワープロ 障害者技能競技大会　金賞 3 愛知県雇用開発協会

水産 海技 海技士（航海）（筆記）四級 3 国土交通省

水産 海技 内燃機関海技士（機関）（筆記）四級 3 国土交通省

水産 小型海技 小型船舶操縦士（筆記）一級 3
日本船舶職員養成協会

（国土交通省）

農業 家畜審査 家畜審査競技会（全国大会）最優秀 3 日本学校農業クラブ連盟

農業 造園 造園技能士２級 3
中央職業能力開発協会

（厚生労働省）

農業 測量 測量技術競技会（全国大会）最優秀 3 日本学校農業クラブ連盟

農業 測量 測量士・測量士補 3 国土交通省国土地理院

農業 デザイン
全国デザインコンクール・

日本造園建設業協会長賞
3 日本造園建設業協会

農業 デザイン
全国デザインコンクール・

日本造園コンサルタンツ協会長賞
3 日本造園建設業協会

農業 デザイン
全国デザインコンクール・

全国高等学校造園教育研究協議会長賞
3 日本造園建設業協会

農業 農業意見発表 農業意見発表会（全国大会）最優秀 3 日本学校農業クラブ連盟

農業 農業鑑定 農業鑑定競技会（全国大会）最優秀 3 日本学校農業クラブ連盟

農業 農業情報処理 農業情報処理競技会（全国大会)最優秀 3 日本学校農業クラブ連盟

農業 農業プロジェクト発表 農業プロジェクト発表会（全国大会）最優秀 3 日本学校農業クラブ連盟

福祉 福祉 福祉住環境コーディネーター検定１級 3 東京商工会議所


