
A B C D E F S X

1 2 3 4 5 7 12 25

1 計算技術検定 3級 2級 1級

2 情報技術検定 3級 2級 1級

3 基礎製図検定 ○

4 機械製図検定 1次合格 2次合格 特別賞

5 パソコン利用技術検定 3級 2級 1級

6 リスニング英語検定 3級 2級 1級

7 初級CAD検定 ○

8 グラフィックデザイン検定 3級 2級 1級

9 実用英語技能検定 （財）日本英語検定協会 3級 準2級 2級 準1級 1級

10 工業英語能力検定 （社）日本工業英語協会 4級 3級 2級 1級

11 日本漢字能力検定 （財）日本漢字能力検定協会 3級 準2級 2級 準1級 1級

12 実用数学技能検定 （財）日本数学検定協会 3級 準2級 2級 準1級 1級

13 技能士（機械加工） 3級 2級

14 技能士（機械検査） 3級 2級

15 技能士（電子機器組立） 3級 2級

16 技能士（電気機器組立） 3級 2級

17 技能士（機械保全） 3級 2級

18 技能士（造園） 3級 2級

19 技能士（建築大工） 3級 2級

20 技能士（その他の職種） 3級 2級

21 建築施工管理技術検定 国土交通省（建設業振興基金） 2級学科

22 建築機械管理技術検定 国土交通省（建設業振興基金） 2級学科

23 土木施工管理技術検定 国土交通省（全国建設研修センター） 2級学科

24 管工事施工管理技術検定 国土交通省（全国建設研修センター） 2級学科

25 電気工事施工管理技術検定 国土交通省（建設業振興基金） 2級学科

26 造園施工管理技術者 国土交通省（全国建設研修センター） 2級学科

27 車両系建設機械運転技能者 厚生労働省（労働基準協会） ○

28 運転士（クレーン・デリック、移動式クレーン） 厚生労働省（労働基準協会） ○

29 玉掛け 厚生労働省（労働基準協会） ○

30 ガス溶接技能講習 労働安全衛生管理協会他 ○

31 アーク溶接技能講習 労働安全衛生管理協会他 ○

32 ボイラ取扱技能講習 （財）日本ボイラ協会、安全協会 ○

33 有機溶剤作業主任者 厚生労働省（労働基準協会） ○

34 酸素欠乏危険作業主任者 厚生労働省（労働基準協会） ○

35 特定化学物質作業主任者 厚生労働省（労働基準協会） ○

36 鉛作業主任者 厚生労働省（労働基準協会） ○

37 その他の技能講習 関係各機関 ○

38 ボイラー技士 厚生労働省（安全衛生技術試験協会） 2級 1級学科

39 JIS溶接技能者評価試験 （社）日本溶接協会 基本級 専門級

40 自動車整備士 国土交通省 3級

41 危険物取扱者 甲種

42 危険物取扱者 丙種 乙種4類

43 危険物取扱者（乙種１類） ○

44 危険物取扱者（乙種２類） ○

令和４年度　林工マイスター顕彰に係わる資格・検定等の区分表
記
号
番
号

資格・検定、各種競技会名称 　　実　施　団　体　名

資格・検定、各種競技会の区分および得点

（社）全国工業高等学校長協会

厚生労働省
（中央職業能力開発協会）

総務省（消防試験研究センター）
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45 危険物取扱者（乙種３類） ○

46 危険物取扱者（乙種５類） ○

47 危険物取扱者（乙種６類） ○

48 危険物乙種全類制覇 追加点

49 電気主任技術者 経済産業省（電気技術者試験センタ） 3種

50 電気工事士 経済産業省（電気技術者試験センタ） 2種 1種

51 工事担任者（AI種） 総務省（日本データ通信協会） 2種･3種 1種 総合種

52 工事担任者（DD種） 総務省（日本データ通信協会） 2種･3種 1種 総合種

53 新家電-修理技術士 日本電子情報教育振興協会 ○

54 色彩検定士 全国美術デザイン専門学校教育振興会 3級 2級 1級

55 カラーコーディネータ検定 日本商工会議所 3級 2級 1級

56 ワープロ実務検定 全国商業高等学校長協会 3級 2級 1級

57 パソコン検定試験（Ｐ検） パソコン検定協会 準4級 4級 3級 準2級 2級 1級・準1級

58 パソコン利用技術検定 パソコン利用技術協会 3級 2級 1級・準1級

59 DGエンジニア検定 CG-ARTS協会 3級 2級 1級

60 CGクリエータ検定 CG-ARTS協会 3級 2級 1級

61 測量士・測量士補 国土交通省（国土地理院） 士・士補

62 福祉住環境コーディネータ ３級 ２級

63 品質管理検定 ３級

64 伐木等の業務に係る特別教育 ○

65 刈払機取扱作業者 ○

66 高校生ものづくりコンテスト（全国大会） （社）全国工業高等学校長協会 3位以上

67 高校生ものづくりコンテスト（九州大会） （社）全国工業高等学校長協会 入賞

68 高校生ものづくりコンテスト（県大会） （社）全国工業高等学校長協会 参加 入賞

69 全日本ロボット相撲大会（一般の部） 協賛（社）全国工業高等学校長協会 入賞 優勝

70 全国高等学校ロボット相撲大会 （社）全国工業高等学校長協会 地区入賞 全国入賞 全国優勝

71 全国高等学校ロボット相撲九州大会 九州地区工業高等学校長協会 参加 入賞 優勝

72 ロボット相撲大分県大会 大分県高教研工業部会 参加 入賞 優勝

73 全国高等学校ロボット競技大会 産業教育フェア実施県 入賞 優勝

74 大分県高等学校ロボット競技大会 大分県高教研工業部会 参加 入賞 優勝

75 生徒研究成果発表大会九州大会 九州地区工業高等学校長協会 入賞 優勝

76 生徒研究成果発表大会　県大会 大分県高教研工業部会 参加 入賞 優勝

77 全日本学生児童発明くふう展 発明協会・関係団体 参加 奨励賞 特別賞 大臣賞

78 大分県発明工夫展 発明協会・関係団体 参加

79 ジャパンマイコンカーラリー （社）全国工業高等学校長協会 参加 地区入賞 全国入賞 全国優勝

80 工高生デザインコンクール 日本建築協会 参加 入選 優秀 最優秀

81 全国高校生建築製図コンクール課題３ 東日本建築教育研究会 参加 入選 銅賞 銀賞 金賞

82 全国高校生建築製図コンクール課題１ 入選 銀銅賞 金賞

83 日本工業大学建築設計競技 日本工業大学 参加 佳作 3等 2等 1等

84 日本大学全国高等学校・建築設計競技 日本大学 参加 佳作・激励 優秀賞 特別賞 最優秀

85 高校生住宅設計コンクール 道都大学 参加 特別賞 佳作 優秀 最優秀

86 建築系高校生対象コンペティション 中央工学校 参加 佳作 優秀 最優秀

87 各種コンクール・競技会・コンペ（全国大会） 参加 入選 入賞 最優秀

総務省（消防試験研究センター）
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88 各種コンクール・競技会・コンペ（地方大会） 参加 入選 入賞

89 フォークリフト運転技能講習 大分県産業機械技能講習所 ○

90 農業クラブ各種大会（全国大会） 学校農業クラブ連盟 優秀賞 最優秀賞

91 農業クラブ各種大会（九州大会） 九州学校農業クラブ連盟 優秀賞 最優秀賞

92 農業クラブ各種大会（県大会）プロジェクト発表 大分県学校農業クラブ連盟 参加 優秀賞 最優秀賞

93 農業クラブ各種大会（県大会）情報・測量競技 大分県学校農業クラブ連盟 参加 優秀賞 最優秀賞

94 農業クラブ各種大会（県大会）鑑定競技 大分県学校農業クラブ連盟 参加 優秀賞 最優秀賞

95 千年あかりボランティア 学年毎で加算 参加 オブジェ製作 林業クラブ

96 小・中学校との連携事業 学年毎で加算 参加 講師

97 発明クラブ補助員 参加

98 清掃ボランティア 累計加点 参加

99 子育て支援センター・幼稚園・保育園訪問 学年毎で加算 参加 読み聞かせ

100 老健施設への慰問 学年毎で加算 参加 介護補助

101 家庭科技術検定（食物調理・被服製作） 全国高等学校家庭科教育振興会 ４級 ３級 ２級 １級

102 保育技術検定（造形・看護・音楽・言語表現） 全国高等学校家庭科教育振興会 各４級 各３級 各２級 各１級 全種１級

103 家庭クラブ研究発表大会（プロジェクト発表） 全国高等学校家庭クラブ連盟 県参加 県優秀賞 県最優秀 九州最優秀 全国最優秀

104 読書感想文コンクール 学校図書館協議会・毎日新聞社 提出 校内優秀 県優良・佳作 県・優秀最優秀 全国・佳作優良 全国・優秀最優秀

105 地域ＮＰＯ等との連携による環境活動 環境活動各ＮＰＯ等団体 参加 顕彰

106 エコノパワーレース（地区大会） 入賞 優勝

107 エコデンレース 入賞 優勝

108 建築系技術交換会 学年毎で加算 参加

109 親子もの作り教室 学年毎で加算 参加

110 子どもフェスティバル 学年毎で加算 参加

111 体験入学補助 学年毎で加算 参加

112 地域行事への貢献 参加

113 生徒会長 ○

114 生徒会役員 学年毎で加算 ○

115 ルーム長 学年毎で加算 ○

117 身だしなみ 学年毎で加算 1年間違反なし

118 部活動入部 3年継続

119 部活動主将 ○

120 部活動 学年毎で加算 地区優勝 県入賞 県優勝 九州入賞 九州優勝 全国優勝

121 学年末成績〔平均点〕 学年毎で加算 70～79 80～89 90～

122 図書館本の読書量 ３年間トータル ３０～５９ ６０～９９ １００～１９９ ２００～

123 体育大会応援団 学年毎で加算 団員 優勝 団長

124 体育大会 学年毎で加算 優勝

125 体育大会バックボード 学年毎で加算 係 優勝

126 月隈祭クラス展示 学年毎で加算 入賞 最優秀

127 月隈祭垂れ幕制作 学年毎で加算 入賞 最優秀

128 自転車施錠 学期ゼロ 年間ゼロ 2年間ｾﾞﾛ 3年間ｾﾞﾛ

129 美化コンクール 各学年各学期で加算 学年1位

130 クラスマッチ 各学年各学期で加算 種目別 総合優勝

131 各種発表会における成績 九州森林管理局、森林組合等 参加 入賞 最優秀

132 各種発表会における成績 九州森林管理局、森林組合等 参加 入賞 最優秀

116 登校への取組（出席状況）
学年毎で加算を行う。
A～B迄は遅刻早退カウン
トなし。

3カ年精勤 3カ年皆勤年間２日以内 年間１日以内
年間1日以内
遅刻早退なし 1カ年皆勤

○単年度毎の集計、加算

○資格・検定等も、点数を加算する。

主催者毎に「１回の参加（２点）、

ただし、最大１０点までとする。


