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千葉県認定職業訓練校MAP

普通課程
３年コース
募集訓練科 実施校
木造建築科 君津郡市共同高等職業訓練校
２年コース
募集訓練科 実施校
木造建築科 市原共同高等職業訓練校

柏工業専門校
和裁科 市原共同高等職業訓練校
１年コース
募集訓練科 実施校
木造建築科 住友林業建築技術専門校
造園科 市原共同高等職業訓練校

君津郡市共同高等職業訓練校
配管科 千葉県建築設備高等技術専門校
左官・タイル施工科 住友林業建築技術専門校

P2

市原共同高等職業訓練校 訓練期間 定員

普通
課程

木造建築科 2年 10名
和裁科 2年 10名
造園科 1年 10名

短期
課程

造園科（１級技能士コース） 6ヶ月 10名
造園施工管理科 5ヶ月 10名
和裁科（２級技能士コース） 1年 10名
電気工事科 6ヶ月 10名
電気工事科（技能コース） 3ヶ月 10名
第一種電気工事科 6ヶ月 10名
パソコンⅠ・Ⅱ 6ヶ月 各10名
建築リフォーム科 6ヶ月 10名
建築CADトレース科 11ヶ月 10名

P3

住友林業建築技術専門校 訓練期間 定員
普通
課程

木造建築科 1年 70名
左官・タイル施工科 1年 5名

短期
課程

施工管理者養成コース
11日 12名
5日 12名
3日 30名

リターン研修５日間コース 5日 10名
リターン初級コース 3日 50名

P4

千葉県建築設備高等技術専門校 訓練期間 定員
普通
課程 配管科 1年 40名

P2

柏工業専門校 訓練期間 定員
普通
課程 木造建築科 2年 6名

短期
課程

電気工事科 6ヶ月 6名
建築大工科 1ヶ月 8名
ＪＷ－ＣＡＤコース 3ヶ月～5ヶ月 各10名Ａｕｔｏ ＣＡＤコース
パソコン科 1ヶ月～6ヶ月 10名
２級土木施工管理技術士コース 3ヶ月 10名
２級建築施工管理技術士基礎コース 2ヶ月～3ヶ月 5名
２級建築施工管理技士受験コース 2ヶ月～3ヶ月 5名

P3

君津郡市共同高等職業訓練校 訓練期間 定員
普通
課程

造園科 1年 10名
木造建築科 3年 10名

短期
課程

造園科　技能検定準備講習 2日間 10名
建築科　技能検定準備講習 2日間 10名

１年コース
募集訓練科 実施校
和裁科（２級技能士コース）市原共同高等職業訓練校
１１ヶ月コース
募集訓練科 実施校
建築CADトレース科 市原共同高等職業訓練校
６ヶ月コース
募集訓練科 実施校
造園科（１級技能士コース）市原共同高等職業訓練校
電気工事科 市原共同高等職業訓練校

柏工業専門校
第一種電気工事科 市原共同高等職業訓練校
パソコンⅠ・Ⅱ 市原共同高等職業訓練校
建築リフォーム科 市原共同高等職業訓練校
５ヶ月コース
募集訓練科 実施校
造園施工管理科 市原共同高等職業訓練校
３ヶ月～５ヶ月コース
募集訓練科 実施校
ＪＷ－ＣＡＤコース 柏工業専門校
Ａｕｔｏ ＣＡＤコース 柏工業専門校

短期課程
３ヶ月コース
募集訓練科 実施校
電気工事科（技能コース） 市原共同高等職業訓練校
２級土木施工管理技術士コース 柏工業専門校
２ヶ月～３ヶ月コース
募集訓練科 実施校
２級建築施工管理技術士基礎コース 柏工業専門校
２級建築施工管理技士受験コース 柏工業専門校
１ヶ月～６ヶ月コース
募集訓練科 実施校
パソコン科 柏工業専門校
１ヶ月コース
募集訓練科 実施校
建築大工科 柏工業専門校
２日間～１１日間コース
募集訓練科 実施校
造園科　技能検定準備講習 君津郡市共同高等職業訓練校
建築科　技能検定準備講習 君津郡市共同高等職業訓練校
施工管理者養成コース 住友林業建築技術専門校
リターン研修５日間コース 住友林業建築技術専門校
リターン初級コース 住友林業建築技術専門校



認定職業訓練校とは
都道府県知事の認定を受けて、事業主等が従業員のために能力開発、技能向上訓練を行う

ため、単独又は共同で設置した職業訓練施設です。
認定職業訓練校では、それぞれの職業に必要な知識や技能を職業訓練指導員の指導により、

習得できます。
県内各地に設置されており、毎年多くの方々が職業訓練を受けられ、優秀な技能者となっ

て企業・事業所で活躍されています。

職業訓練の種類とその内容

訓練校利用によるメリット
○実際に働いている方々が対象の訓練内容ですので、働きながら職業訓練が受けられるカリ
キュラムです。

○仕事に密着した高度な専門知識・技能の習得が可能となるので、職場で直ちに習得した技
能・技術が実践可能です。

○一部の訓練課程には修了者に対し、各種国家資格取得の際に恩恵制度があります。

訓練修了生の特典
○普通職業訓練の普通課程修了時に行われる技能照査に合格すると「技能士補」の称号が与
えられます。

○技能照査合格者として技能士補の資格を得た者は、国家�定の��技能�定の���験が
免除されます。

○訓練職種によっては、関係法令に基づく資格取得や受験資格の際に実務経験年数の期間短
縮などがあります。（職業訓練指導員免許等）

訓 練 の 概 要訓練課程職業訓練の種類

�����な技能・知識を�する��者となるために��な技能・
知識を習得させるための長期的な課程

�����業者���等���業者等が対象
���1年の訓練�����業者��年）

1年につき1,400時間以上

普通課程

普通職業訓練
�職業に��な技能���の技能を���）・知識を習得させるため

の短期の課程
��職��者���者���������を��する者���職者�

技能検定受検を目的とする者等が対象
�����以�の訓練�1�時間以上）

短期課程
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市原共同高等職業訓練校 開校年月 昭和４４年５月

内 容昼夜別曜 日定員期間科 目訓練課程

木造建築における学科・実技の修得夜間水曜日１０名２年木造建築科

普通課程
昼間土曜日

和裁仕立における学科・実技の修得昼間月・水曜日１０名２年和裁科

２級技能士資格取得のための訓練夜間水・金曜日１０名１年造園科 昼間日曜日

１級技能士資格取得のための訓練夜間金曜日１０名６ヶ月造園科（１級技能士コース）

短期課程

昼間日曜日
２級造園施工管理技士の資格取得のための訓練夜間月曜日１０名５ヶ月造園施工管理科
２級技能士資格取得のための訓練昼間月・水曜日１０名１年和裁科（２級技能士コース）

第二種電気工事士の資格取得のための訓練夜間水曜日・一部金曜日１０名６ヶ月電気工事科 昼間土曜日
第二種電気工事士の技能試験のための訓練夜間水曜日・一部金曜日１０名３ヶ月電気工事科（技能コース）

第一種電気工事士の資格取得のための訓練夜間水曜日１０名６ヶ月第一種電気工事科 昼間土曜日
基本操作（事務系）、日商PC検定３級対策コース（ワード・エクセル）昼間月・金曜日１０名６ヶ月パソコンⅠ（ワード・エクセル）
基本操作（事務系）、日商PC検定３級対策コース（ワード・エクセル）夜間金曜日１０名６ヶ月パソコンⅡ（ワード・エクセル）
住宅のリフォームに必要な施工及び施工管理に関する知識と技能の習得昼間土曜日１０名６ヶ月建築リフォーム科
Jw-cadを利用した基本的な製図技能の習得夜間水曜日１０名１１ヶ月建築CADトレース科

〒２９０−００６２市原市八幡１０５０−５
TEL：０４３６（４１）２７８９ FAX：０４３６（４１）１２５０
http://www.kunrenkou.com/

◉最寄駅 JR内房線 八幡宿駅
【構成団体】職業訓練法人 市原共同職業訓練協議会
【訓練方針】
○健全な職業人を育成し、技能士の地位の向上と地
元産業界の発展を図る。

【特 色】
○「第二種電気工事士」の筆記・技能の国家試験対策
講習会（各４日間）を年２回開催。

○日商PC検定の試験実施認定校である。

【入校資格】
○中卒以上。建築・造園・和裁については、若干の経験があればなお可。
【修了後の特典】
○修了時の技能照査合格者は技能士補の資格が授与され、２級技能
検定（国家検定）の学科試験が免除される。

〒２７７−０８４３ 柏市明原３−２０−１６
TEL：04（7144）6681 FAX：04（7148）5215
http://www.kashiwa-kougyou.ac.jp/

◉最寄駅 JR常磐線・東武アーバンパークライン 柏駅
【構成団体】職業訓練法人 柏地区共同職業訓練協会
【訓練方針】
○産業社会が求める職業人としての有為な技能者を養
成すること。

○本校は、優れた講師陣による親身な指導と少数精鋭
の教育をモットーとしている。

【特 色】
○働きながら訓練を受けることが出来る。
○講師陣はプロの技術者が指導するので、すぐに実践
的に役立つ技術を習得できる。

○（一社）全国建築CAD連盟「建築CAD検定試験」認定校。
内 容昼夜別曜 日定員期間科 目訓練課程

２級建築士・２級技能士資格取得・建築大工養成のた
めの基礎コース昼間・夜間水・土曜日・祭日６名２年木造建築科普通課程

第二種電気工事士資格対策コース昼間・夜間水・木・土曜日６名６ヶ月電気工事科

短期課程

建築大工技能士資格対策コース昼間・夜間平日／土・日曜日８名１ヶ月建築大工科
・基礎・応用・資格対策・就労支援コース
・短期企業研修開催昼間月～金曜日／土曜日各１０名３ヶ月～

５ヶ月
JW-CADコース
AutoCADコース

ワード、エクセル、デジカメ、パワーポイント、再チャレンジ
ITコース、コンピュータサービス技能評価試験対策昼間月～金曜日／土曜日１０名１ヶ月～

６ヶ月パソコン科

２級土木施工管理技士資格試験対策昼間・夜間平日／日曜日・祭日１０名３ヶ月２級土木施工管理
技術士コース

２級建築施工管理技士受験を目標にした基礎知識
及び、学科の受験対策昼間土曜日５名２ヶ月～

３ヶ月
２級建築施工管理
技術士基礎コース

２級建築施工管理技術検定の受験対策講座昼間土曜日５名２ヶ月～
３ヶ月

２級建築施工管理
技士受験コース

柏工業専門校

【入校資格】
○全課程高校卒業以上。

【修了後の特典】
○修了時の技能照査に合格すると技能士補の称号が授与される
（木造建築科）。

開校年月 昭和４５年４月
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〒２９２−０８３４ 木更津市潮見２−８
TEL：０４３８（２３）９５５４ FAX：０４３８（３８）４３８８
https://www.kg-kunrenko.com/

◉最寄駅 JR内房線 木更津駅
【構成団体】職業訓練法人 君津郡市職業訓練協会
【訓練方針】
○職業人として有為な労働者の養成と労働者の経済
的・社会的な地位の向上を図ることを目的とする。

【特 色】
○生産現場に密着した知識や技能を習得することが
できる。

○優秀な指導員のもとに生徒中心主義の訓練を実施
する。

○生産現場のきびしい修業で、希望と誇りと喜びを
もって働きうる職業人の養成に力を入れる。

内 容昼夜別曜 日定員期間科 目訓練課程

専門学科・実技・技能士資格取得昼間土曜日１０名１年造園科
普通課程

専門学科・実技・技能士資格取得昼間土曜日１０名３年木造建築科

１・２級技能士資格取得昼間土・日曜日１０名２日間造園科 技能検定準備講習
短期課程

１・２級技能士資格取得昼間土・日曜日１０名２日間建築科 技能検定準備講習

君津郡市共同高等職業訓練校

【入校資格】
○中学・高校を卒業した者で、建築・造園を希望する者。

【修了後の特典】
○技能照査試験の合格者は、技能士補。
○二級技能検定試験の学科免除。

開校年月 昭和３９年４月

〒２８４−０００３ 四街道市鹿渡１１４４
TEL：０４３（４３２）６６３９ FAX：０４３（４３２）４０８４
http://sfc.jp/kgs/

◉最寄駅 JR総武本線 四街道駅
【構成団体】住友林業建築技術専門校共同運営組合
【訓練方針】
○普通訓練 心・技・体バランスのとれた技能者養成。
○短期訓練 「住友林業の家」建築体験を通してモノ
つくりの原点《心》を知る。

【特 色】
○伝統的在来工法から先進的な「住友林業の家」の施
工法までの基礎的知識と技能をバランスよく訓練。

○人間形成にも重点を置いた、きめ細かな指導。

内 容昼夜別曜 日定員期間科 目訓練課程
基礎実技、モデル棟実習他昼間７０名１年木造建築科

普通課程
基礎実技、壁塗り、ブロック積み、タイル張り昼間５名１年左官・タイル施工科
建方、下屋施行、階段昼間１２名１１日施工管理者養成コース

短期課程
建方昼間１２名５日施工管理者養成コース
建物のメンテナンス昼間３０名３日施工管理者養成コース
和室、床の間昼間１０名５日リターン研修５日間コース
階段、ルームセット取付、隅木展開図昼間５０名３日リターン初級コース

住友林業建築技術専門校

【入校資格】
○普通課程 住友林業ホームエンジニアリング新入技能社員・住友
林業協力工務店社員。（http://www.sumirin-he.co.jp/）

○短期課程 共同運営組合の構成会社及び推薦会社の社員。
【修了後の特典】
○普通課程修了後、技能士補の資格取得（２級技能検定を受検する
場合、学科試験免除）。

開校年月 昭和６３年４月

－３－



〒２６０−００２４ 千葉市中央区中央港２丁目５番１４号
TEL：０４３（２４７）７３７３ FAX：０４３（２４８）４４８４

◉最寄駅 外房線・内房線 本千葉駅
京葉線 千葉みなと駅

【構成団体】
○千葉県水道管工事協同組合
○千葉県管工事業協同組合連合会
○一般社団法人千葉県空調衛生工事業協会
○一般社団法人千葉県浄化槽協会
【訓練方針】
○管工事業界における総合技術者を養成。
【特 色】
○管工事業界に必要な国家資格等の取得を目的とした
カリキュラム編成で訓練を実施している。

【入校資格】
○本校協賛団体の構成事業所及び構成事業所の推薦す
る事業所の後継者、従業員で原則として実務経験２
年以上を有する者。

○高等学校卒業者、または同等以上の学力を有する者。
○雇用保険の被保険者であること。

内 容昼夜別曜 日定員期間科 目訓練課程

教室でのスクーリングを主として訓練を実施している他に
一部実技を加えた訓練内容となっている。昼間毎週火曜日

第１・３土曜日４０名１年配管科普通課程

千葉県建築設備高等技術専門校

【修了後の特典】
○二級技能検定（建築配管）の学科試験免除。
○穿孔実技授業を受講することにより千葉県企業局水道
部の配水管工事施工の際に必要な不断水穿孔技能者と
して認められる。

○給水装置工事配管技能検定会の受検資格で、実技課程
における作業の一部の免除を受けることができる。

開校年月 昭和６０年３月

－４－
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千 葉 県 職 業 能 力 開 発 協 会

入校手続

　千葉県職業能力開発協会は、厚生労働省・千葉県・中央職業能力開発協会との密接な連携のもとに、
企業・各種団体等の職業訓練、職業能力の開発・向上、技能検定等職業能力検定の普及・推進を目的
として、職業能力開発促進法に基づき設置された公共的団体（認可法人）です。

能力評価試験の実施
①技能検定
②ビジネス・キャリア検定試験
③コンピュータサービス技能評価試験

人材育成のサポート
①セミナー・講習の実施
②ちば仕事プラザの運営
③認定職業訓練校との連携

企業・事業所

個人

認定職業訓練校

千葉県職業能力開発協会� 〒２６１－００２６ 千葉市美浜区幕張西４－１－１０
TEL ０４３（２９６）１１５０　　FAX ０４３（２９６）１１８６　　http://www.chivada.or.jp

技能振興の取組
①各種技能競技大会への選手派遣
②千葉県技能祭（競技の部）の実施
③手づくりみらい教室の実施
④千葉県技能振興コーナーの運営
⑤千葉県技能士会連合会との連携
⑥各種表彰（千葉県職業能力開発促進大会の実施）

人材育成に係る情報の提供
①会報（ぎのうちば）等による情報提供

入校資格、訓練の実施時期・時間など
詳しくは、各認定職業訓練校にお問い合せください。

入校資格
確認 入校申込



お問い合せは・・・

この印刷製品は、環境に
配慮した資材と工場で
製造されています。

千葉県職業能力開発協会
〒２６１－００２６  千 葉 市 美 浜 区 幕 張 西４－１－１０
TEL 043（296）1150　 FAX 043（296）1186

https://www.chivada.or.jp

詳しくは、各認定職業訓練校へお問い合せください。

千葉県認定職業訓練校一覧
訓練校名 訓練科名 訓練期間 定員 ホームページ

市原共同高等職業訓練校
〒290-0062
市原市八幡1050-5
TEL：0436-41-2789

木造建築科 2年 10名
和裁科 2年 10名
造園科 1年 10名
造園科（１級技能士コース） 6ヶ月 10名
造園施工管理科 5ヶ月 10名
和裁科（２級技能士コース） 1年 10名
電気工事科 6ヶ月 10名
電気工事科（技能コース） 3ヶ月 10名
第一種電気工事科 6ヶ月 10名
パソコンⅠ・Ⅱ 6ヶ月 各10名
建築リフォーム科 6ヶ月 10名
建築CADトレース科 11ヶ月 10名

柏工業専門校
〒277-0843
柏市明原3-20-16
TEL：04-7144-6681

木造建築科 2年 6名
電気工事科 6ヶ月 ６名
建築大工科 1ヶ月 8名
ＪＷ－ＣＡＤコース 3ヶ月～ 5ヶ月 各10名Ａｕｔｏ ＣＡＤコース
パソコン科 1ヶ月～ 6ヶ月 10名
２級土木施工管理技術士コース 3ヶ月 10名
２級建築施工管理技術士基礎コース 2ヶ月～ 3ヶ月 5名
２級建築施工管理技士受験コース 2ヶ月～ 3ヶ月 5名

君津郡市共同高等職業訓練校
〒292-0834
木更津市潮見2-8
TEL：0438-23-9554

造園科 1年 10名
木造建築科 3年 10名
造園科　技能検定準備講習 2日間 10名
建築科　技能検定準備講習 2日間 10名

住友林業建築技術専門校
〒284-0003
四街道市鹿渡1144
TEL：043-432-6639

木造建築科 1年 70名
左官・タイル施工科 1年 5名

施工管理者養成コース 5・11日 各12名
3日 30名

リターン研修５日間コース 5日 10名
リターン初級コース 3日 50名

千葉県建築設備高等技術専門校
〒260-0024
千葉市中央区中央港2-5-14
TEL：043-247-7373

配管科 1年 40名

※千葉県職業能力開発協会会員訓練校のうち掲載希望校を掲載。


