


島根県立高等技術校は、就職に必要な技術、専門知識や資格を習得するための職業訓

練を実施する県立の職業能力開発施設です。
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明日という未来のた めに、

「活きる技術」を学 びませんか？
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神戸橋境橋

ローソン●

至大社 至大社

長浜中核工業団地

浜山中

川成橋

神戸川

至大田

至大田

至大田

至大田 ＪＲ山陰本線

9

431

白枝交差点

至出雲・宍道

至出雲市

JR出雲神西駅 JR西出雲駅

出雲IC

●イズミ

東部
高等技術校

長浜工業団地前

山陰自動車道

〒693ｰ0043 島根県出雲市長浜町3057 1ー1

【JR出雲市駅から】

・バス（スサノオ観光外園行25分）

 「長浜工業団地前」停留所下車後徒歩15分

・バス（一畑バス 出雲大社行15分）

 「川成橋」停留所下車後徒歩２0分

・タクシー20分

東部校
■学科（1,192時間）
美容技術理論
保健
香粧品化学
運営管理
文化論
社会福祉
衛生管理

▲

カリキュラム
関係法規・制度
美容モード
接客法　等

■実技（1,650時間）
美容実習
ネイル技術
フェイシャル技術
美容総合技術
着付け技術　等

■学科（1,254時間） 
自動車構造・性能 
力学・数学 
関係法規 
電気・電子理論 
自動車整備法 等 

▲

カリキュラム
■実技（1,588時間） 
機械操作基本実習 
測定基本実習 
自動車整備実習 
自動車検査実習 
故障原因探究実習　等 

（株）arte arte、（有）ワイ・エフプランニング、（有）ラ・クー
プ、L U C E N T E（ル チェン テ）、k・m かよこ 美 容 室、
hair&make SALPHA、HAIR DESIGN GROW、（有）エス
エムケイエム（hair make flapper）、（株）Rendez-Vous、
（有）a・s・k、（有）草谷、（有）ミュー、（有）ベレーム、hair 
salon GiGi

主な就職先

美容師国家資格取得のための教育訓練に併せ、美容技術に関す
る専門知識や技能を習得します。また、関係業界（美容室）の協力
を得て実務実習を行うなど、より実践的な技能や接客マナーを身
につけた人材を育成することを目標としています。

概　要

■在校時
あいサポーター
普通救命講習
サービス接遇検定2級
■修了後
美容師国家資格取得

取得可能な資格等

美 容 科
4月入校／2年課程

　技術校を卒業した私は、毎日、多くの人に美しく、
笑顔になって頂きたいと思いながらサロンワークを
頑張っています。仕事中は、「ありがとう」という言葉
を耳にします。お客様からだけでなく、スタッフ同士で
感謝を伝え合ったりもします。美容師とはお互いに感
謝し合えるやりがいのある素敵な仕事だと思います。
　技術校では経験豊かな先生方からのご指導、現場
で活躍する美容師の方からも授業が受けることがで
きます。
　ぜひ、美容師を目指すあなたに、技術校で学ぶこと
をおすすめします！

修了生のメッセージ

平成25年度修了生

有限会社エスエムケイエム　勤務
（Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ ｆｌａｐｐｅｒ）

糸賀 智佳子さん

島根日産自動車（株）、（株）オートライフビュー、（株）ボ
ディーショップ・ドリーム、島根日野自動車（株）、島根ダイハツ
販売（株）、島根トヨタグループ、（株）スズキ自販島根、（株）日
発オートセンター、（株）エーシーエヌ CarＩLand、島根トヨ
ペット（株）

主な就職先

2級自動車整備士資格取得のための教育訓練に併せ、自動車の
点検整備に関する知識及び技能の習得や、自動車整備士として
の資質の向上を目指します。

概　要

■在校時
ガス溶接技能講習（島根労働
局登録機関 第8号 登録有効
期限 令和６年3月30日）
アーク溶接特別教育
低電圧取り扱い業務特別教育
研削といしの取替え業務特別教育

クレーン運転業務特別教育

■修了後
２級自動車整備士「ガソリン・
ジーゼル」（実技試験免除）

取得可能な資格等

自動車工学科
4月入校／2年課程

　私は東部高等技術校を修了して８年になります。
　現在、整備工場で整備士として働いています。技
術校では学科の授業もありますが、実技の授業も多
く、基礎的なことをしっかりと学べます。それは当時
何もわからなかった私が、工具の使い方から自動車の
構造、基本的な整備作業を覚える為の貴重な２年間
となりました。就職してからも覚えることは沢山ありま
すが、技術校で培った基礎が、プロとして働き出して
からとても役立っています。
　自分の将来を見つめた時、整備士になるという目
標があるならば、自動車工学科をお勧めします。

修了生のメッセージ

平成２２年度修了生

有限会社湖陵オートサービス　勤務

原　一生さん

区分 訓練科名 定員 期間 応募資格 提出書類 選抜方法 入校料・授業料等
（平成31年4月1日現在）

その他の費用
（概算額）

（
高
卒
）

普
通
課
程

美容科 20名

2年
高等学校を卒業
または卒業見込
みの方※１

入校願
高等学校の卒業
証明書または卒
業見込証明書

（専門学校は不可）

学力検査
（国語・数学）
面接

入校検定料
2,200円（1回）
入校料
5,650円
授業料
9,900円×24ヶ月

240,000円

自動車工学科 15名
程度 140,000円

住環境・土木科 10名 200,000円

（
高
卒
程
度
）

普
通
課
程

ものづくり機械加工科 10名

1年

高等学校を卒業
または卒業見込
みの方及び同程
度の学力がある
方

入校願

学力検査
（国語・数学）
面接

入校検定料
2,200円（1回）
入校料
5,650円
授業料
9,900円×12ヶ月

78,000円

Webデザイン科 10名 100,000円

短
期
課
程

建築科 15名
1年

原則として中学
校以上を卒業ま
たは卒業見込み
の方

入校願

学力検査
（国語・数学）
面接 無料※２

60,000円

ハウスアート科 10名 52,000円
（
障
が
い
者
訓
練
科
）

短
期
課
程

介護サービス科 10名 1年

療 育 手 帳 所 持
者、または知的
障がいと認める
判定書が提出可
能な方

入校願
学力検査

（国語・数学）
面接

無料 50,000円

※１ 通常の課程による12年の学校教育（特別支援学校など）を修了された方、修了見込みの方、文部科学大臣が定めるところにより高等
学校卒業者と同様の学力があると認められた方（高等学校卒業程度認定試験合格者及び合格見込み者）を含みます。

※２ 在職のまま受講予定の方は普通課程と同様の負担額となります。
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美容師国家資格取得のための教育訓練に併せ、美容技術に関す
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で活躍する美容師の方からも授業が受けることがで
きます。
　ぜひ、美容師を目指すあなたに、技術校で学ぶこと
をおすすめします！

修了生のメッセージ

平成25年度修了生

有限会社エスエムケイエム　勤務
（Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ ｆｌａｐｐｅｒ）

糸賀 智佳子さん

島根日産自動車（株）、（株）オートライフビュー、（株）ボ
ディーショップ・ドリーム、島根日野自動車（株）、島根ダイハツ
販売（株）、島根トヨタグループ、（株）スズキ自販島根、（株）日
発オートセンター、（株）エーシーエヌ CarＩLand、島根トヨ
ペット（株）

主な就職先

2級自動車整備士資格取得のための教育訓練に併せ、自動車の
点検整備に関する知識及び技能の習得や、自動車整備士として
の資質の向上を目指します。

概　要

■在校時
ガス溶接技能講習（島根労働
局登録機関 第8号 登録有効
期限 令和６年3月30日）
アーク溶接特別教育
低電圧取り扱い業務特別教育
研削といしの取替え業務特別教育

クレーン運転業務特別教育

■修了後
２級自動車整備士「ガソリン・
ジーゼル」（実技試験免除）

取得可能な資格等

自動車工学科
4月入校／2年課程

　私は東部高等技術校を修了して８年になります。
　現在、整備工場で整備士として働いています。技
術校では学科の授業もありますが、実技の授業も多
く、基礎的なことをしっかりと学べます。それは当時
何もわからなかった私が、工具の使い方から自動車の
構造、基本的な整備作業を覚える為の貴重な２年間
となりました。就職してからも覚えることは沢山ありま
すが、技術校で培った基礎が、プロとして働き出して
からとても役立っています。
　自分の将来を見つめた時、整備士になるという目
標があるならば、自動車工学科をお勧めします。

修了生のメッセージ

平成２２年度修了生

有限会社湖陵オートサービス　勤務

原　一生さん
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■学科（1,262時間）
応用力学
コンクリート工学
消防設備
土木施工法
配管施工法　等

▲

カリキュラム
■実技（1,580時間）
測量実習
土質試験実習
電気工事施工実習
土木施工実習
配管施工実習
空調設備実習　等

■学科（499時間） 
機械工学概論
機械材料
機械工作法（溶接）
機械保全法　等

▲

カリキュラム
■実技（922時間） 
製図基本実習（ＣＡＤ）
NC加工実習
機械工作実習（溶接）
切削加工及び研削加工実習
自動制御実習
油・空気圧実習　等

（株）フクダ、（有）斐川水道、（株）中筋組、イマックス（株）、
（株）豊洋、まるなか建設（株）、島建コンサルタント（株）、雲
南建設（株）、祥洋建設（株）、山陰冷暖（株）、今岡工業（株）、
（株）トガノ建設、一畑住設（株）、山陰水道工業（株）、（有）
神門組

主な就職先

施工管理技術者を養成するため、土木工学と設備工学の基礎を
学びます。
仕事に必要な資格取得に併せ、実際の工事に必要な測量、施工
及び情報処理まで一連の技術習得を目指しています。

概　要

■在校時
測量士補
二級土木施工管理技士（学科）
二級管工事施工管理技士（学科）
第二種電気工事士
消防設備士１類　甲種及び乙種
液化石油ガス設備士

建築配管技能検定２級及び３級
小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛け技能講習
小型車両系建設機械運転業務特
別教育
ローラー運転業務特別教育
アーク溶接等業務特別教育

取得可能な資格等

住環境・土木科
4月入校／2年課程

　住環境・土木科は、土木と設備の両方兼ね備えた技
術者を養成している訓練科です。
　土木と設備を基礎から学べることに魅力を感じ、二
年間、技術校のお世話になりました。
　技術校の魅力は、新卒の方は段階的に学べて、就
職活動の心構えを養う時間を持つことができます。一
方、離職者の方は仕事をしながらでは、難しい資格に
挑戦するなど、様々な時間の使い方ができるところ
です。
　土木や設備の仕事に興味があり、学ぶ意欲のある
方はぜひ入校をお勧めします。

修了生のメッセージ

平成29年度修了生

株式会社フクダ　勤務

長岡 丈瑠さん

（株）コウダイ、協栄金属工業（株）、清和鉄工（株）、（有）永瀬
工具研磨、秦精工（株）、（有）ヒロノ製作所、ヒラタ精機（株）、

（株）矢田製作所、（株）吉川製作所　他

主な就職先

製造業の現場で必要な機械加工（旋盤・フライス盤・ＮＣ旋盤）やＣ
ＡＤ（コンピュータによる設計・製図）、溶接（ガス・アーク）、シーケ
ンス制御回路、油圧・空気圧回路などについて学びます。

概　要

■在校時
労働安全衛生法による安全教育

ガス溶接技能講習（島根労働局
登録教習機関　第８号　登録有
効期限令和6年３月30日）
アーク溶接等業務特別教育、 
研削といし取替等業務特別教育

技能検定 島根県技能五輪予選（普
通旋盤２級 実技試験）…受検に年齢
制限があります。

■修了後
技能検定２級（普通旋盤・ＮＣ旋
盤ほか）

取得可能な資格等

ものづくり機械加工科
4月入校／1年課程

 私は親族の経営する機械加工の仕事に小学生の頃
から興味がありました。技術校のことは中学校の先生
から聞いて、高校を卒業したら入校したいと思ってい
ました。技術校では実技の時間が多く、機械作業の基
礎基本を身につけることができたと思っています。現
在は、マシニングセンターと云う機械を使って機械部
品の加工やその段取り作業などをしています。
　覚えることが沢山あり、日々の仕事をこなしていく
のが大変ですが、会社の将来を担えるような人材に
なりたいと思っています。

修了生のメッセージ

平成29年度修了生

有限会社ヒロノ製作所　勤務

廣野 知馬さん

■学科（544時間）
デザイン概論
webデザイン
視覚伝達法
安全衛生 等

▲

カリキュラム
■実技（877時間）
webサイト構築（コーディン
グ作業含む）
コンピュータグラフィックデ
ザイン基本実習
写真撮影実習
総合演習作業 等

■学科（339時間）
建築構造
規矩術
建築製図
安全衛生
関係法規　等

▲

カリキュラム
■実技（1,082時間）
器工具使用法
機械操作実習
工作実習
施工実習
安全衛生作業法　等

ワコムアイティ（株）、（有）高浜印刷、（株）ティーエム２１、
（合）玉造温泉まちづくり街デコ、(株)報光社、（有）八雲テン
ト、（有）黒潮社、（株）あしたの為のＤｅｓｉｇｎ、柏村印刷
（株）、（株）日本ハイソフト、（有）福間秀文堂、（有）ノード、
（有）大田美工、（株）山陰中央新報社、渡部印刷（株）、（株）
ジェットシステム、ニュータイプ（株）他

主な就職先

主にWebサイト制作、グラフィックデザインを中心とした基礎的
な技術を学びます。また関連授業として写真・動画・３DCAD・知的
財産権等についても学習します。習得した資格等を活かし、広告
業界、印刷業界、IT業界などへの就職を目指します。

概　要

ウェブデザイン技能検定
サーティファイⅠllustratorクリ
エイター能力認定試験
サーティファイPhotoshopク
リエイター能力認定試験

取得可能な資格等

Webデザイン科
４月入校／１年課程

　高校生の時にWebデザインについて勉強する機会
があり、もっと学びたいと思ったので東部高等技術校
へ入校しました。
　ここでは、WebデザインやDTPの知識をただ勉強
するだけでなく、実際に作品を作ってどうしたら人に伝
わるデザインができるのかを実践的に学ぶことができ
ます。現在、仕事で自社Ｗｅｂサイトのリニューアルに
携わっていることも、この学びがあればこそです。
　デザインに興味がある人、もっと自分の腕を磨きた
いと思っている人はぜひ技術校へ入校してみません
か。

修了生のメッセージ

平成29年度修了生

渡部印刷株式会社　勤務

舟木 由華さん

（有）門脇工務店、（株）金田建設、（株）いちい、森下建設
（株）、（有）竹下美健、（有）石川工務店、新宮建築、建築木り
家、ヤマノ建築、石川建築、（株）インテリアアサオ

主な就職先

木造建築の基本となる在来木造建築の基礎を実技・学科を通して
学び、多様化する建築工法の素地を養い、将来の資格取得に必
要な建築法規等の専門知識と技能を習得します。又、技能検定

（建築大工）の合格を目指します。

概　要

技能検定2級（建築大工）
訓練修了により受検資格取得
技能五輪島根県予選で技能
証取得により実技免除（建築
大工）

取得可能な資格等

建 築 科
４月入校／１年課程

 東部高等技術校を修了して５年が経ちますが、授業
で学んだ建築大工の基礎知識は仕事をする上で大
いに役立っています。1年という短い訓練期間でした
が、先生方の分かりやすい指導のおかげで充実した
時間を過ごすことが出来ました。
　また、技能五輪全国大会や技能グランプリに挑戦
した時には建築科の先生にサポートしてもらい、敢闘
賞や銀賞を獲得することが出来ました。
　ここでの経験は今後、自信へと繋がっていくと思っ
ています。

修了生のメッセージ

平成25年度修了生

建築木り家　勤務

矢田 祥磨さん
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■学科（1,262時間）
応用力学
コンクリート工学
消防設備
土木施工法
配管施工法　等

▲

カリキュラム
■実技（1,580時間）
測量実習
土質試験実習
電気工事施工実習
土木施工実習
配管施工実習
空調設備実習　等

■学科（499時間） 
機械工学概論
機械材料
機械工作法（溶接）
機械保全法　等

▲

カリキュラム
■実技（922時間） 
製図基本実習（ＣＡＤ）
NC加工実習
機械工作実習（溶接）
切削加工及び研削加工実習
自動制御実習
油・空気圧実習　等

（株）フクダ、（有）斐川水道、（株）中筋組、イマックス（株）、
（株）豊洋、まるなか建設（株）、島建コンサルタント（株）、雲
南建設（株）、祥洋建設（株）、山陰冷暖（株）、今岡工業（株）、
（株）トガノ建設、一畑住設（株）、山陰水道工業（株）、（有）
神門組

主な就職先

施工管理技術者を養成するため、土木工学と設備工学の基礎を
学びます。
仕事に必要な資格取得に併せ、実際の工事に必要な測量、施工
及び情報処理まで一連の技術習得を目指しています。

概　要

■在校時
測量士補
二級土木施工管理技士（学科）
二級管工事施工管理技士（学科）
第二種電気工事士
消防設備士１類　甲種及び乙種
液化石油ガス設備士

建築配管技能検定２級及び３級
小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛け技能講習
小型車両系建設機械運転業務特
別教育
ローラー運転業務特別教育
アーク溶接等業務特別教育

取得可能な資格等

住環境・土木科
4月入校／2年課程

　住環境・土木科は、土木と設備の両方兼ね備えた技
術者を養成している訓練科です。
　土木と設備を基礎から学べることに魅力を感じ、二
年間、技術校のお世話になりました。
　技術校の魅力は、新卒の方は段階的に学べて、就
職活動の心構えを養う時間を持つことができます。一
方、離職者の方は仕事をしながらでは、難しい資格に
挑戦するなど、様々な時間の使い方ができるところ
です。
　土木や設備の仕事に興味があり、学ぶ意欲のある
方はぜひ入校をお勧めします。

修了生のメッセージ

平成29年度修了生

株式会社フクダ　勤務

長岡 丈瑠さん

（株）コウダイ、協栄金属工業（株）、清和鉄工（株）、（有）永瀬
工具研磨、秦精工（株）、（有）ヒロノ製作所、ヒラタ精機（株）、

（株）矢田製作所、（株）吉川製作所　他

主な就職先

製造業の現場で必要な機械加工（旋盤・フライス盤・ＮＣ旋盤）やＣ
ＡＤ（コンピュータによる設計・製図）、溶接（ガス・アーク）、シーケ
ンス制御回路、油圧・空気圧回路などについて学びます。

概　要

■在校時
労働安全衛生法による安全教育

ガス溶接技能講習（島根労働局
登録教習機関　第８号　登録有
効期限令和6年３月30日）
アーク溶接等業務特別教育、 
研削といし取替等業務特別教育

技能検定 島根県技能五輪予選（普
通旋盤２級 実技試験）…受検に年齢
制限があります。

■修了後
技能検定２級（普通旋盤・ＮＣ旋
盤ほか）

取得可能な資格等

ものづくり機械加工科
4月入校／1年課程

 私は親族の経営する機械加工の仕事に小学生の頃
から興味がありました。技術校のことは中学校の先生
から聞いて、高校を卒業したら入校したいと思ってい
ました。技術校では実技の時間が多く、機械作業の基
礎基本を身につけることができたと思っています。現
在は、マシニングセンターと云う機械を使って機械部
品の加工やその段取り作業などをしています。
　覚えることが沢山あり、日々の仕事をこなしていく
のが大変ですが、会社の将来を担えるような人材に
なりたいと思っています。

修了生のメッセージ

平成29年度修了生

有限会社ヒロノ製作所　勤務

廣野 知馬さん

■学科（544時間）
デザイン概論
webデザイン
視覚伝達法
安全衛生 等

▲

カリキュラム
■実技（877時間）
webサイト構築（コーディン
グ作業含む）
コンピュータグラフィックデ
ザイン基本実習
写真撮影実習
総合演習作業 等

■学科（339時間）
建築構造
規矩術
建築製図
安全衛生
関係法規　等

▲

カリキュラム
■実技（1,082時間）
器工具使用法
機械操作実習
工作実習
施工実習
安全衛生作業法　等

ワコムアイティ（株）、（有）高浜印刷、（株）ティーエム２１、
（合）玉造温泉まちづくり街デコ、(株)報光社、（有）八雲テン
ト、（有）黒潮社、（株）あしたの為のＤｅｓｉｇｎ、柏村印刷
（株）、（株）日本ハイソフト、（有）福間秀文堂、（有）ノード、
（有）大田美工、（株）山陰中央新報社、渡部印刷（株）、（株）
ジェットシステム、ニュータイプ（株）他

主な就職先

主にWebサイト制作、グラフィックデザインを中心とした基礎的
な技術を学びます。また関連授業として写真・動画・３DCAD・知的
財産権等についても学習します。習得した資格等を活かし、広告
業界、印刷業界、IT業界などへの就職を目指します。

概　要

ウェブデザイン技能検定
サーティファイⅠllustratorクリ
エイター能力認定試験
サーティファイPhotoshopク
リエイター能力認定試験

取得可能な資格等

Webデザイン科
４月入校／１年課程

　高校生の時にWebデザインについて勉強する機会
があり、もっと学びたいと思ったので東部高等技術校
へ入校しました。
　ここでは、WebデザインやDTPの知識をただ勉強
するだけでなく、実際に作品を作ってどうしたら人に伝
わるデザインができるのかを実践的に学ぶことができ
ます。現在、仕事で自社Ｗｅｂサイトのリニューアルに
携わっていることも、この学びがあればこそです。
　デザインに興味がある人、もっと自分の腕を磨きた
いと思っている人はぜひ技術校へ入校してみません
か。

修了生のメッセージ

平成29年度修了生

渡部印刷株式会社　勤務

舟木 由華さん

（有）門脇工務店、（株）金田建設、（株）いちい、森下建設
（株）、（有）竹下美健、（有）石川工務店、新宮建築、建築木り
家、ヤマノ建築、石川建築、（株）インテリアアサオ

主な就職先

木造建築の基本となる在来木造建築の基礎を実技・学科を通して
学び、多様化する建築工法の素地を養い、将来の資格取得に必
要な建築法規等の専門知識と技能を習得します。又、技能検定

（建築大工）の合格を目指します。

概　要

技能検定2級（建築大工）
訓練修了により受検資格取得
技能五輪島根県予選で技能
証取得により実技免除（建築
大工）

取得可能な資格等

建 築 科
４月入校／１年課程

 東部高等技術校を修了して５年が経ちますが、授業
で学んだ建築大工の基礎知識は仕事をする上で大
いに役立っています。1年という短い訓練期間でした
が、先生方の分かりやすい指導のおかげで充実した
時間を過ごすことが出来ました。
　また、技能五輪全国大会や技能グランプリに挑戦
した時には建築科の先生にサポートしてもらい、敢闘
賞や銀賞を獲得することが出来ました。
　ここでの経験は今後、自信へと繋がっていくと思っ
ています。

修了生のメッセージ

平成25年度修了生

建築木り家　勤務

矢田 祥磨さん
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■学科（433時間）
安全衛生
造形 
材料 
左官施工法
タイル施工法　等

▲

カリキュラム
■実技（988時間）
測定及び墨出し実習
下地施工実習
左官施工実習
タイル施工実習　等

■学科（235時間）
介護における尊厳の保持・自
立支援
介護の基本
老化の理解
認知症の理解
障がいの理解

▲

カリキュラム
■実技（1,186時間）
介護におけるコミュニケー
ション技術
こころとからだのしくみと生
活支援技術
職場実習
社会生活技能訓練
就業課題克服訓練

ステップアップミーティング
補完体育

（有）小沢工業、（株）藤原技研工業、（有）浜松工業所、（有）
中村技建工業、（有）坪倉工業、糸原左工房、足立左官工業、
（有）石田工務店、（株）蔵本塗装

主な就職先

左官作業を軸に建物の仕上げ作業の知識と技術を学びます。ま
た、修了後受検することになる、技能検定試験2級（左官作業）の
合格レベルまで学びます。

概　要

■在校時
小型車両系建設機械運転業務
特別教育
研削砥石取替等業務特別教育
動力巻上機運転業務特別教育

■修了後
技能検定２級（左官）

取得可能な資格等

ハウスアート科
４月入校／１年課程

　左官を初めて3年目になります。最近では、徐々に仕事も任され
るようになり、仕事の楽しさが分ってきました。そして自分がした仕
事が建物として何年も残るので、気の抜けないことも実感するよう
になりました。
　今の自分を、振り返ってみれば、きっかけになったのは、技術校
でした。
　現場の仕事では、失敗が許されないので、経験するのに時間が
かかりますが技術校では存分に経験でき、失敗しても、なぜそう
なったか理論で知る事が出来ました。また、卒業してからも資格取
得の講習会や、練習の場を提供してもらいました。技術校は、在校
中、そして社会に出てからも職人を支援する素晴らしい施設です。

修了生のメッセージ

平成28年度修了生

若槻工業　勤務

若槻 尚哉さん

海士町社会福祉協議会、隠岐共生学園、島根ライトハウス、雲
南市社会福祉協議会、仁摩福祉会、水澄み会、吉賀町社会福祉
協議会

主な就職先

介護施設職員の介護補助員（清掃、洗濯、ベッドメイクなどの作業、車いすの移動や手足を
清潔にするなどの介助）として働くために、必要な知識と技術及び社会人として必要な基本
的マナーの習得をめざし、修了後の進路は訓練生の職業選択の自由とニーズの多様化によ
り介護施設への就職だけでなく、いろいろな職種に対応できるよう訓練を進めていきます。

概　要

■在校時
介護職員初任者研修修了  

（ホームヘルパー2級と同程度）
普通救命講習修了 

取得可能な資格等

介護サービス科
４月入校／１年課程

　今の仕事は体を動かすことが多いですが、技術校
で毎朝２０分ジョギングしたおかげであまり疲れない
です。現在、食事介助やポータブルトイレ清掃等もし
ていますが、一番自信があるのがシーツ交換です。き
れいに早くできるようになりました。
　技術校で訓練して職場で活かせる言葉遣いや態度
が身につきました。また介護職員初任者研修の試験
はむずかしかったですが、その分合格したときはとて
もうれしくなるので、これから入校されるかたも頑
張ってほしいです。

修了生のメッセージ

平成２９年度修了生

社会福祉法人隠岐共生学園　勤務

白潟 百合子さん

〒698ｰ0041 島根県益田市高津四丁目7番10号

【JR益田駅から】 

・バス（蟠竜湖線、松ヶ丘病院行18分）

 「西部技術校入口」停留所下車後徒歩2分

・タクシー10分 

西部校

9

9
191

191

●ゆめタウン
至萩

●萩・石見空港

●蟠竜湖

●
市役所

●日赤病院

●
グラントワ

至浜田日本海

遠田IC
山陰道・益田道路

至広島

益田翔陽高●

高津中
●

●万葉公園

高津IC

至津和野

益
田
川

高
津
川

石見空港IC

角井西IC

JR益田駅

西部
高等技術校
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■学科（433時間）
安全衛生
造形 
材料 
左官施工法
タイル施工法　等

▲

カリキュラム
■実技（988時間）
測定及び墨出し実習
下地施工実習
左官施工実習
タイル施工実習　等

■学科（235時間）
介護における尊厳の保持・自
立支援
介護の基本
老化の理解
認知症の理解
障がいの理解

▲

カリキュラム
■実技（1,186時間）
介護におけるコミュニケー
ション技術
こころとからだのしくみと生
活支援技術
職場実習
社会生活技能訓練
就業課題克服訓練

ステップアップミーティング
補完体育

（有）小沢工業、（株）藤原技研工業、（有）浜松工業所、（有）
中村技建工業、（有）坪倉工業、糸原左工房、足立左官工業、
（有）石田工務店、（株）蔵本塗装

主な就職先

左官作業を軸に建物の仕上げ作業の知識と技術を学びます。ま
た、修了後受検することになる、技能検定試験2級（左官作業）の
合格レベルまで学びます。

概　要

■在校時
小型車両系建設機械運転業務
特別教育
研削砥石取替等業務特別教育
動力巻上機運転業務特別教育

■修了後
技能検定２級（左官）

取得可能な資格等

ハウスアート科
４月入校／１年課程

　左官を初めて3年目になります。最近では、徐々に仕事も任され
るようになり、仕事の楽しさが分ってきました。そして自分がした仕
事が建物として何年も残るので、気の抜けないことも実感するよう
になりました。
　今の自分を、振り返ってみれば、きっかけになったのは、技術校
でした。
　現場の仕事では、失敗が許されないので、経験するのに時間が
かかりますが技術校では存分に経験でき、失敗しても、なぜそう
なったか理論で知る事が出来ました。また、卒業してからも資格取
得の講習会や、練習の場を提供してもらいました。技術校は、在校
中、そして社会に出てからも職人を支援する素晴らしい施設です。

修了生のメッセージ

平成28年度修了生

若槻工業　勤務

若槻 尚哉さん

海士町社会福祉協議会、隠岐共生学園、島根ライトハウス、雲
南市社会福祉協議会、仁摩福祉会、水澄み会、吉賀町社会福祉
協議会

主な就職先

介護施設職員の介護補助員（清掃、洗濯、ベッドメイクなどの作業、車いすの移動や手足を
清潔にするなどの介助）として働くために、必要な知識と技術及び社会人として必要な基本
的マナーの習得をめざし、修了後の進路は訓練生の職業選択の自由とニーズの多様化によ
り介護施設への就職だけでなく、いろいろな職種に対応できるよう訓練を進めていきます。

概　要

■在校時
介護職員初任者研修修了  

（ホームヘルパー2級と同程度）
普通救命講習修了 

取得可能な資格等

介護サービス科
４月入校／１年課程

　今の仕事は体を動かすことが多いですが、技術校
で毎朝２０分ジョギングしたおかげであまり疲れない
です。現在、食事介助やポータブルトイレ清掃等もし
ていますが、一番自信があるのがシーツ交換です。き
れいに早くできるようになりました。
　技術校で訓練して職場で活かせる言葉遣いや態度
が身につきました。また介護職員初任者研修の試験
はむずかしかったですが、その分合格したときはとて
もうれしくなるので、これから入校されるかたも頑
張ってほしいです。

修了生のメッセージ

平成２９年度修了生

社会福祉法人隠岐共生学園　勤務

白潟 百合子さん

〒698ｰ0041 島根県益田市高津四丁目7番10号

【JR益田駅から】 

・バス（蟠竜湖線、松ヶ丘病院行18分）

 「西部技術校入口」停留所下車後徒歩2分

・タクシー10分 

西部校
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JR益田駅

西部
高等技術校

区分 訓練科名 定員 期間 応募資格 提出書類 選抜方法 入校料・授業料等
（平成31年4月1日現在）

その他の費用
（概算額）

（
高
卒
程
度
）

普
通
課
程

OAシステム科 10名 1年

高等学校を卒業ま
たは卒業見込みの
方及び同程度の学
力がある方

入校願
学力検査

（国語・数学）
面接

入校検定料
2,200円（1回）
入校料
5,650円
授業料
9,900円×12ヶ月

90,000円

短
期
課
程

建築科 10名
1年 原則として中学

校以上を卒業ま
たは卒業見込み
の方

入校願
学力検査

（国語・数学）
面接

無料※２

70,000円

機械加工・溶接科 10名 85,000円

事務ワーク科 20名
※１ ６ヶ月 60,000円

（
障
が
い
者
訓
練
科
）

短
期
課
程

総合実務科 10名
※３ ５ヶ月

障がいのある方
で、ハローワー
クの受講斡旋を
受けた方

入校願 面接 無料 10,000円

※１ 事務ワーク科は、前期10名、後期10名の募集です。
※２ 在職のまま受講予定の方は普通課程と同様の負担額となります。
※３ 総合実務科は、前期５名、後期５名の募集です。
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■学科（445時間）
情報概論
簿記会計
キャリアデザイン
安全衛生

▲

カリキュラム
■実技（962時間）
PC操作基本実習
プレゼンテーション実習
ネットワーク構築実習
簿記実習

■学科（300時間） 
建築構造
規く術
建築製図
安全衛生
関係法規　等

▲

カリキュラム
■実技（1,107時間） 
器工具使用法
機械操作実習
工作実習
施工実習
木造建築実習　等

イワタニ島根（株）、（有）ＳＴＫ会計センター、島根益田信用
組合、石州測量設計（株）、寺戸工業（株）、（有）秀浦会計、（社
福）いわみ福祉会、セブンイレブンかもしま西町店、フジパンス
トアー（株）、（株）マシノ

主な就職先

職業人として必要な情報技術の基礎知識・技術の習得に合わせ
て、事務職として必要な簿記会計および情報処理機器の活用に
関する知識・技術・技能を習得します。

概　要

■在校時
ITパスポート試験（情報処理技
術者試験）
日商PC検定（文書作成）2級
日商PC検定（データ活用）2級
中央職業能力開発協会CS技能
評価試験　ワープロ部門2級

中央職業能力開発協会CS技能
評価試験　表計算部門2級
日商簿記検定2級
建設業経理士２級

取得可能な資格等

OAシステム科
4月入校／1年課程

　自分に自信をつけたい！と思い、思い切って西部高等技術校ＯＡ
システム科へ入校しました。最初は色々と不安でしたが、先生方の
熱心な指導のもと様々な資格を取り、同じ目標の仲間たちと切磋
琢磨してきた一年間は、本当に貴重な一年間だったと感じました。
　現在は福祉施設の事務員として働いています。職務内容は、お
もに利用者の預り金の管理で、利用者と関わり合いながらの仕事
は楽しく、とてもやり甲斐があります。
　就職がゴールと思わず、さらなる資格取得に励み、今以上に役に
立てる存在になりたいと思っています。
　少しでも自分に自信がないな、と思ったら、思い切って入校して
みてください！

修了生のメッセージ

平成29年度修了生

社会福祉法人希望の里福祉会　勤務

島田 雅子さん

（株）拵（こしらえ）、（株）ひょうま、（有）石田工務店、大工み
よし、（株）建匠、（有）岡崎組、（有）吉岡建設、（有）たくみ住
建、徳栄建設（株）、陽吉建設（有）、増本建設（有）、長嶺建設
（株）、（株）佐々木木造建築　等

主な就職先

木造住宅の柱やはり材を実際に加工する事で木材の性質、加工
技術、手工具や電動工具の扱い方等を習得して頂きます。又将来
の資格取得に向けた建築学科の基礎知識や大工作業に必要な 
さし矩使い等も技能検定を通じて学習します。

概　要

■在校時
アーク溶接等業務特別教育
玉掛け業務特別教育
丸のこ等取扱い作業従事者教育
振動工具取扱い作業従事者教育
小型車両系建設機械特別教育

クレーン運転業務特別教育
技能検定建築大工３級又は２級

（※五輪予選）
※五輪予選は翌年以後、学科試

験合格（実技免除）で２級を取
得

取得可能な資格等

建 築 科
4月入校／1年課程

　私はものづくりが好きで、その中でも大工さんをやってみた
いと思っていました。
　技術校に入校して訓練を受けてみると想像以上に難しく奥深
いものだと分かり、ますます興味が沸いてきました。在校中は先
生から注意される事も有りましたが実際に働いてみると、あの
時はここを気を付けるように言われてたんだ、又、あそこで習っ
たことがこうゆうところで役に立つんだなと感じています。
　現在は、在校中に合格した技能検定二級（五輪予選）も仕事
への励みになり、毎日一生懸命になって働いています。
　もちろん、大変な事もたくさん有りますが楽しく仕事をできて
いるのは技術校に入ったからだと思っています。

修了生のメッセージ

平成27年度修了生

徳栄建設株式会社　勤務

湯面　龍さん

■学科（417時間）
機械工学
NC工学
製図
機械工作法
溶接法　他

▲

カリキュラム
■実技（976時間）
PC操作基本実習 
溶接基本実習
NC工作実習　他

■学科（315時間）
QC概論
クレーム処理概論
簿記
情報基礎知識　他

▲

カリキュラム
■実技（400時間）
QC実習
PC操作基本実習
プレゼンテーション実習
クレーム処理発表会
簿記実習　他

アケボノ（株）、（株）石原製作所、大見工業(株)島根益田工場、
（株）梶本工業、（有）金田商店、（株）品川特殊製缶、（有）西部機
械商事、（有）太陽海事開発、東昇工業（株）、（有）松本機械工業

主な就職先

汎用工作機械及びNC旋盤を操作できる技術及び関連知識を習
得します。また、各種溶接方法の技術及び関連知識を習得しま
す。

概　要

■在校時
クレーン特別教育
アーク溶接等業務特別教育
ガス溶接技能講習
JIS溶接技能者評価試験
基本級　被覆アーク溶接（N-2F)
JIS溶接技能者評価試験

基本級　半自動溶接（SN-2F)
玉掛け技能講習

■修了後
技能検定2級（普通旋盤作業）
技能検定2級（フライス盤作業）

取得可能な資格等

機械加工・溶接科
４月入校／１年課程

　手に職を付けるために、西部高等技術校の機械加工・溶
接科に入校しました。訓練で初めて溶接実習を行ったと
き、指導員がアークスタートを簡単そうにしたので自分に
も出来そうと思い、実際に訓練してみると、電流調整、溶接
棒の高さ、角度、スピード、鋼材の厚さ、母材の温度等、す
べてを考慮しないと出来ないことが分かり、指導員の技術
の高さに痛感しました。
　技術校は、『出来るまで』サポートして頂きながら訓練を
実施できるの、後は本人の『努力』次第です。
　まだまだ半人前の私ですが、技術校で習得した知識と技
能を生かし、一日でも早く会社で頼られる人材になります。

修了生のメッセージ

平成28年度修了生

有限会社桶田工業　勤務

佐々木 達哉さん

石見紙工業（株）、タカラスタンダード（株）、（株）ファーマシー、益
田赤十字病院、（有）益田陸運、橋本商店（株）、（有）石州造林、

（株）安野産業、企業警備保障（株）石見支社、島根県立益田養護
学校、ＮＰＯ法人きずな、大石公認会計士・税理士事務所、大見工
業（株）、ワンズクリエイト（株）、若葉保育園、（株）ＮＡＧＡＳＥ、三
光ビル管理（株）、松本医院、益田市役所、（株）美萩工芸 萩営業所

主な就職先

企業の「製品」「サービス」「仕事のやり方」の品質管理に必要な
管理サイクル（計画・実行・評価・改善）などの知識・技能の他、簿記
会計およびパソコン操作（ワープロ・表計算・プレゼンテーション）
等の技能を習得します。

概　要

■在校時
日本規格協会・日本科学技術連
盟　品質管理検定（QC検定）
3級 
日商簿記検定3級 

中央職業能力開発協会　CS
技能評価試験　ワープロ及び
表計算部門2、3級
赤 十 字 ベーシックライフサ
ポーター（赤十字救急法基礎
講習）

取得可能な資格等

事務ワーク科
6月・1月入校／6か月課程

　私は事務職に就くために有利な資格を取得したいと思い、事務
ワーク科に入校しました。パソコンや簿記の知識はほぼゼロからのス
タートでしたが、一緒に学んだ訓練生や、丁寧に指導して下さった先
生方のおかげで多くの資格を取得することができました。現在の仕
事でも、技術校で学んだ技術や知識がとても役に立っています。
　また、幅広い年齢の方と学ぶことができたことも、とても良い経験
となり、現在に活かされていると感じています。半年という短い期間
の中で、資格についてはもちろん、社会人のマナーなど多くのことを
学ぶことができ、入校して良かったと今でも強く思います。就職に迷
いや不安のある方は、ぜひ技術校に通って有意義な時間を過ごして
欲しいです。

修了生のメッセージ

平成28年度前期修了生

安野産業株式会社　勤務

三浦 こなみさん

9 



■学科（445時間）
情報概論
簿記会計
キャリアデザイン
安全衛生

▲

カリキュラム
■実技（962時間）
PC操作基本実習
プレゼンテーション実習
ネットワーク構築実習
簿記実習

■学科（300時間） 
建築構造
規く術
建築製図
安全衛生
関係法規　等

▲

カリキュラム
■実技（1,107時間） 
器工具使用法
機械操作実習
工作実習
施工実習
木造建築実習　等

イワタニ島根（株）、（有）ＳＴＫ会計センター、島根益田信用
組合、石州測量設計（株）、寺戸工業（株）、（有）秀浦会計、（社
福）いわみ福祉会、セブンイレブンかもしま西町店、フジパンス
トアー（株）、（株）マシノ

主な就職先

職業人として必要な情報技術の基礎知識・技術の習得に合わせ
て、事務職として必要な簿記会計および情報処理機器の活用に
関する知識・技術・技能を習得します。

概　要

■在校時
ITパスポート試験（情報処理技
術者試験）
日商PC検定（文書作成）2級
日商PC検定（データ活用）2級
中央職業能力開発協会CS技能
評価試験　ワープロ部門2級

中央職業能力開発協会CS技能
評価試験　表計算部門2級
日商簿記検定2級
建設業経理士２級

取得可能な資格等

OAシステム科
4月入校／1年課程

　自分に自信をつけたい！と思い、思い切って西部高等技術校ＯＡ
システム科へ入校しました。最初は色々と不安でしたが、先生方の
熱心な指導のもと様々な資格を取り、同じ目標の仲間たちと切磋
琢磨してきた一年間は、本当に貴重な一年間だったと感じました。
　現在は福祉施設の事務員として働いています。職務内容は、お
もに利用者の預り金の管理で、利用者と関わり合いながらの仕事
は楽しく、とてもやり甲斐があります。
　就職がゴールと思わず、さらなる資格取得に励み、今以上に役に
立てる存在になりたいと思っています。
　少しでも自分に自信がないな、と思ったら、思い切って入校して
みてください！

修了生のメッセージ

平成29年度修了生

社会福祉法人希望の里福祉会　勤務

島田 雅子さん

（株）拵（こしらえ）、（株）ひょうま、（有）石田工務店、大工み
よし、（株）建匠、（有）岡崎組、（有）吉岡建設、（有）たくみ住
建、徳栄建設（株）、陽吉建設（有）、増本建設（有）、長嶺建設
（株）、（株）佐々木木造建築　等

主な就職先

木造住宅の柱やはり材を実際に加工する事で木材の性質、加工
技術、手工具や電動工具の扱い方等を習得して頂きます。又将来
の資格取得に向けた建築学科の基礎知識や大工作業に必要な 
さし矩使い等も技能検定を通じて学習します。

概　要

■在校時
アーク溶接等業務特別教育
玉掛け業務特別教育
丸のこ等取扱い作業従事者教育
振動工具取扱い作業従事者教育
小型車両系建設機械特別教育

クレーン運転業務特別教育
技能検定建築大工３級又は２級

（※五輪予選）
※五輪予選は翌年以後、学科試

験合格（実技免除）で２級を取
得

取得可能な資格等

建 築 科
4月入校／1年課程

　私はものづくりが好きで、その中でも大工さんをやってみた
いと思っていました。
　技術校に入校して訓練を受けてみると想像以上に難しく奥深
いものだと分かり、ますます興味が沸いてきました。在校中は先
生から注意される事も有りましたが実際に働いてみると、あの
時はここを気を付けるように言われてたんだ、又、あそこで習っ
たことがこうゆうところで役に立つんだなと感じています。
　現在は、在校中に合格した技能検定二級（五輪予選）も仕事
への励みになり、毎日一生懸命になって働いています。
　もちろん、大変な事もたくさん有りますが楽しく仕事をできて
いるのは技術校に入ったからだと思っています。

修了生のメッセージ

平成27年度修了生

徳栄建設株式会社　勤務

湯面　龍さん

■学科（417時間）
機械工学
NC工学
製図
機械工作法
溶接法　他

▲

カリキュラム
■実技（976時間）
PC操作基本実習 
溶接基本実習
NC工作実習　他

■学科（315時間）
QC概論
クレーム処理概論
簿記
情報基礎知識　他

▲

カリキュラム
■実技（400時間）
QC実習
PC操作基本実習
プレゼンテーション実習
クレーム処理発表会
簿記実習　他

アケボノ（株）、（株）石原製作所、大見工業(株)島根益田工場、
（株）梶本工業、（有）金田商店、（株）品川特殊製缶、（有）西部機
械商事、（有）太陽海事開発、東昇工業（株）、（有）松本機械工業

主な就職先

汎用工作機械及びNC旋盤を操作できる技術及び関連知識を習
得します。また、各種溶接方法の技術及び関連知識を習得しま
す。

概　要

■在校時
クレーン特別教育
アーク溶接等業務特別教育
ガス溶接技能講習
JIS溶接技能者評価試験
基本級　被覆アーク溶接（N-2F)
JIS溶接技能者評価試験

基本級　半自動溶接（SN-2F)
玉掛け技能講習

■修了後
技能検定2級（普通旋盤作業）
技能検定2級（フライス盤作業）

取得可能な資格等

機械加工・溶接科
４月入校／１年課程

　手に職を付けるために、西部高等技術校の機械加工・溶
接科に入校しました。訓練で初めて溶接実習を行ったと
き、指導員がアークスタートを簡単そうにしたので自分に
も出来そうと思い、実際に訓練してみると、電流調整、溶接
棒の高さ、角度、スピード、鋼材の厚さ、母材の温度等、す
べてを考慮しないと出来ないことが分かり、指導員の技術
の高さに痛感しました。
　技術校は、『出来るまで』サポートして頂きながら訓練を
実施できるの、後は本人の『努力』次第です。
　まだまだ半人前の私ですが、技術校で習得した知識と技
能を生かし、一日でも早く会社で頼られる人材になります。

修了生のメッセージ

平成28年度修了生

有限会社桶田工業　勤務

佐々木 達哉さん

石見紙工業（株）、タカラスタンダード（株）、（株）ファーマシー、益
田赤十字病院、（有）益田陸運、橋本商店（株）、（有）石州造林、

（株）安野産業、企業警備保障（株）石見支社、島根県立益田養護
学校、ＮＰＯ法人きずな、大石公認会計士・税理士事務所、大見工
業（株）、ワンズクリエイト（株）、若葉保育園、（株）ＮＡＧＡＳＥ、三
光ビル管理（株）、松本医院、益田市役所、（株）美萩工芸 萩営業所

主な就職先

企業の「製品」「サービス」「仕事のやり方」の品質管理に必要な
管理サイクル（計画・実行・評価・改善）などの知識・技能の他、簿記
会計およびパソコン操作（ワープロ・表計算・プレゼンテーション）
等の技能を習得します。

概　要

■在校時
日本規格協会・日本科学技術連
盟　品質管理検定（QC検定）
3級 
日商簿記検定3級 

中央職業能力開発協会　CS
技能評価試験　ワープロ及び
表計算部門2、3級
赤 十 字 ベーシックライフサ
ポーター（赤十字救急法基礎
講習）

取得可能な資格等

事務ワーク科
6月・1月入校／6か月課程

　私は事務職に就くために有利な資格を取得したいと思い、事務
ワーク科に入校しました。パソコンや簿記の知識はほぼゼロからのス
タートでしたが、一緒に学んだ訓練生や、丁寧に指導して下さった先
生方のおかげで多くの資格を取得することができました。現在の仕
事でも、技術校で学んだ技術や知識がとても役に立っています。
　また、幅広い年齢の方と学ぶことができたことも、とても良い経験
となり、現在に活かされていると感じています。半年という短い期間
の中で、資格についてはもちろん、社会人のマナーなど多くのことを
学ぶことができ、入校して良かったと今でも強く思います。就職に迷
いや不安のある方は、ぜひ技術校に通って有意義な時間を過ごして
欲しいです。

修了生のメッセージ

平成28年度前期修了生

安野産業株式会社　勤務

三浦 こなみさん
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■学科（約200時間）
自分を知る
職場でのルールとマナー
職場のコミュニケーション
支援機関利用方法
職場対人技能　等

▲

カリキュラム
■実技（約300時間）
清掃実習
介護実習
調理実習
販売実習
会社見学
職場体験実習
事業所での作業訓練　等

（株）キヌヤ、（株）ジュンテンドー、（株）テライ、ホームプラザ
ナフコ、（公社）益田市医師会、イオン益田店、三光ビル管理
（株）、（株）佐々木馬一商店、益田赤十字病院

主な就職先

障がいのある方が、就職するために必用な知識やマナーを習得します。その課程
で、自分にあった仕事を見つけ、その仕事につくために必要な作業の訓練を実施
します。第Ⅰ部(前半3か月）では座学を中心に各種実習、会社見学、職場体験実習
等を行います。第Ⅱ部(後半2か月）の作業訓練は、地域の企業等で実施します。

概　要

個々の訓練生が選んだ仕事を
行う上で、必要な資格があれ
ば、取得のサポートを行います。

取得可能な資格等

総合実務科
5月・11月入校／5か月課程

　入校し色々と勉強していく中で、食品関係の仕事
につきたいと思って頑張りました。
　日赤の栄養課で実習を受けた時に、周りの人に助
けられて作業をすることができました。今も周りの人
に助けられながら楽しい雰囲気の中で仕事をしてい
ます。これからも自分に与えられた仕事を一生懸命頑
張ろうと思います。
　自分に頑張れる仕事に就きたいと考えている人
は、総合実務科で学んでみてはどうでしょうか。

修了生のメッセージ

平成28年度後期（第12期）修了生

益田赤十字病院　栄養課勤務

廣中 智子さん

Ｑ．高等技術校ってなにするところ？

Ａ．中学校や高等学校を卒業される方や、離職・転職される方を対象（年齢制限はありません）に、職業に就くために必要な技術、専

門知識や資格を習得するための職業訓練、また、在職の方の職業訓練を行うための県立の職業能力開発施設です。

Q．どうすれば入校できますか？

Ａ．入校検定に合格する必要があります。スケジュールについては15ページ選抜日程をご覧下さい。また、過去に実施した検定問題を

ＨＰで公開しています。参考にしてください。

Ｑ．訓練を受講するための費用は？

Ａ．入校検定料、入校料、授業料（無料の訓練科もあります）のほか、教科書代、実習服代、各種資格試験受検費用などの実費が必要

です。

Ｑ．どんな資格がとれますか？

Ａ．各科さまざまな資格取得が可能です。各科のページをご覧下さい。普通課程の科では「技能照査」に合格すると「技能士補」の称

号がもらえます。

Ｑ．通うのがむずかしいのですが、寮はありますか。

Ａ．東部高等技術校には寄宿舎「清真寮」があります。寮には食堂もあり、また「Ｗｉ-Ｆｉ」が無料で使えます。西部高等技術校には

寄宿舎はありませんが、民間のアパート等を借りた場合、寄宿費助成をしています。

※これ以外にもわからないことがあれば各校にお気軽にお問い合わせください！

質問・疑問にお答えします！！
株式会社佐々木木造建築　代表取締役　佐々木 則道
「魅力ある家造り」
　私は昭和51年に染羽町にあった技術校を卒業し、15年間修業した後、独立しました。それ以来建築大工として日々頑張って
います。平成31年1月に株式会社佐々木木造建築として法人化し、新築、増築、リフォーム等を手掛けています。在来工法を主
にしており、施主様のニーズに応え丁寧な仕事を心がけています。建築大工は施主様にとって大切な家を造る仕事です。
　当社は現在も技術校修了生を雇用していますが、今後も受け入れて行きたいと思っています。工事完成した時の達成感は素
晴らしいものがあります。若い世代の人たちが技術校で基礎知識を身につけ、建築業界で活躍されることを期待します。

社会福祉法人隠岐共生学園（隠岐の島町）事務局長　名越 英貴
「共に活躍していきましょう！」
　まず初めに隠岐共生学園の理念は「共に生きる」です。様々な人とお互いの人権を尊重し高め合うことで、より良い法人運営を追求し邁進しております。
　平成30年４月から介護サービス科の修了生に活躍していただいている特別養護老人ホーム静和園は、利用定員数80名の高齢者介護施設です。その中
で、ベッドメイキング、移動介助、食事介助等様々な業務内容をこなしています。最初は、障害もあり、コミュニケーションをとることが苦手で孤立感を感じて
いたそうですが、一緒に食事をし、定期的な面談を行った結果、今では、障害を感じさせず、業務にも慣れその部署・法人の「共に生きる」家族としてハツラ
ツと業務に励んでいます。これからもより一層、地域の福祉に笑顔で貢献できるよう共に活躍していきましょう。

有限会社大田美工　代表取締役社長　大田 邦夫
サインで美しく活気のある街に
　屋外・屋内看板から、イベント会場設営、デジタルサイネージのコンテンツ制作・機器設置まで幅広く取り扱っております。いままで多くのアイデア
を看板を通じてご提供し、美しく活気のある街づくりに貢献してまいりました。
　現在、弊社では平均年齢35歳の若いスタッフを中心に事業を展開しております。その中でもサインデザイナーが3名在籍しており、どのようにすれ
ば情報が伝わりやすいサインができるのか、今以上に集客するにはどのようなサイン計画にすれば良いかなど、お客様と一緒になって、わかりやす
くデザイン性のあるものを提案しています。東部高等技術校では看板制作にも通ずるデザイン技術の習得から、社会で生きていく上で必要なコミュ
ニケーションスキルなど、プロの講師先生から直で学ぶことができますので、ぜひ充実した学校生活を送っていただければと願っております。

【就職意向ヒアリング】

【就職ガイダンス】

※支援内容は東西校または訓練科により若干の相違があります。

【就職フェアに参加】

【就職ガイダンス】

【未就職者に対するフォロー】

【就職後のフォロー】

入校時

修了前

修了後

●個人面談（随時）
　各科指導員と能力開発相談員による
　就職等についての面談

●職業観等に関するセミナー

●企業の業務内容及び採用条件等の情報収集

●履歴書・職務経歴書の作成指導、ジョブカードの作成
　支援、模擬面接 

●企業への定着のための相談等

就職へのサポート体制

企業からのメッセージ

支 援 内 容
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■学科（約200時間）
自分を知る
職場でのルールとマナー
職場のコミュニケーション
支援機関利用方法
職場対人技能　等

▲

カリキュラム
■実技（約300時間）
清掃実習
介護実習
調理実習
販売実習
会社見学
職場体験実習
事業所での作業訓練　等

（株）キヌヤ、（株）ジュンテンドー、（株）テライ、ホームプラザ
ナフコ、（公社）益田市医師会、イオン益田店、三光ビル管理
（株）、（株）佐々木馬一商店、益田赤十字病院

主な就職先

障がいのある方が、就職するために必用な知識やマナーを習得します。その課程
で、自分にあった仕事を見つけ、その仕事につくために必要な作業の訓練を実施
します。第Ⅰ部(前半3か月）では座学を中心に各種実習、会社見学、職場体験実習
等を行います。第Ⅱ部(後半2か月）の作業訓練は、地域の企業等で実施します。

概　要

個々の訓練生が選んだ仕事を
行う上で、必要な資格があれ
ば、取得のサポートを行います。

取得可能な資格等

総合実務科
5月・11月入校／5か月課程

　入校し色々と勉強していく中で、食品関係の仕事
につきたいと思って頑張りました。
　日赤の栄養課で実習を受けた時に、周りの人に助
けられて作業をすることができました。今も周りの人
に助けられながら楽しい雰囲気の中で仕事をしてい
ます。これからも自分に与えられた仕事を一生懸命頑
張ろうと思います。
　自分に頑張れる仕事に就きたいと考えている人
は、総合実務科で学んでみてはどうでしょうか。

修了生のメッセージ

平成28年度後期（第12期）修了生

益田赤十字病院　栄養課勤務

廣中 智子さん

Ｑ．高等技術校ってなにするところ？

Ａ．中学校や高等学校を卒業される方や、離職・転職される方を対象（年齢制限はありません）に、職業に就くために必要な技術、専

門知識や資格を習得するための職業訓練、また、在職の方の職業訓練を行うための県立の職業能力開発施設です。

Q．どうすれば入校できますか？

Ａ．入校検定に合格する必要があります。スケジュールについては15ページ選抜日程をご覧下さい。また、過去に実施した検定問題を

ＨＰで公開しています。参考にしてください。

Ｑ．訓練を受講するための費用は？

Ａ．入校検定料、入校料、授業料（無料の訓練科もあります）のほか、教科書代、実習服代、各種資格試験受検費用などの実費が必要

です。

Ｑ．どんな資格がとれますか？

Ａ．各科さまざまな資格取得が可能です。各科のページをご覧下さい。普通課程の科では「技能照査」に合格すると「技能士補」の称

号がもらえます。

Ｑ．通うのがむずかしいのですが、寮はありますか。

Ａ．東部高等技術校には寄宿舎「清真寮」があります。寮には食堂もあり、また「Ｗｉ-Ｆｉ」が無料で使えます。西部高等技術校には

寄宿舎はありませんが、民間のアパート等を借りた場合、寄宿費助成をしています。

※これ以外にもわからないことがあれば各校にお気軽にお問い合わせください！

質問・疑問にお答えします！！
株式会社佐々木木造建築　代表取締役　佐々木 則道
「魅力ある家造り」
　私は昭和51年に染羽町にあった技術校を卒業し、15年間修業した後、独立しました。それ以来建築大工として日々頑張って
います。平成31年1月に株式会社佐々木木造建築として法人化し、新築、増築、リフォーム等を手掛けています。在来工法を主
にしており、施主様のニーズに応え丁寧な仕事を心がけています。建築大工は施主様にとって大切な家を造る仕事です。
　当社は現在も技術校修了生を雇用していますが、今後も受け入れて行きたいと思っています。工事完成した時の達成感は素
晴らしいものがあります。若い世代の人たちが技術校で基礎知識を身につけ、建築業界で活躍されることを期待します。

社会福祉法人隠岐共生学園（隠岐の島町）事務局長　名越 英貴
「共に活躍していきましょう！」
　まず初めに隠岐共生学園の理念は「共に生きる」です。様々な人とお互いの人権を尊重し高め合うことで、より良い法人運営を追求し邁進しております。
　平成30年４月から介護サービス科の修了生に活躍していただいている特別養護老人ホーム静和園は、利用定員数80名の高齢者介護施設です。その中
で、ベッドメイキング、移動介助、食事介助等様々な業務内容をこなしています。最初は、障害もあり、コミュニケーションをとることが苦手で孤立感を感じて
いたそうですが、一緒に食事をし、定期的な面談を行った結果、今では、障害を感じさせず、業務にも慣れその部署・法人の「共に生きる」家族としてハツラ
ツと業務に励んでいます。これからもより一層、地域の福祉に笑顔で貢献できるよう共に活躍していきましょう。

有限会社大田美工　代表取締役社長　大田 邦夫
サインで美しく活気のある街に
　屋外・屋内看板から、イベント会場設営、デジタルサイネージのコンテンツ制作・機器設置まで幅広く取り扱っております。いままで多くのアイデア
を看板を通じてご提供し、美しく活気のある街づくりに貢献してまいりました。
　現在、弊社では平均年齢35歳の若いスタッフを中心に事業を展開しております。その中でもサインデザイナーが3名在籍しており、どのようにすれ
ば情報が伝わりやすいサインができるのか、今以上に集客するにはどのようなサイン計画にすれば良いかなど、お客様と一緒になって、わかりやす
くデザイン性のあるものを提案しています。東部高等技術校では看板制作にも通ずるデザイン技術の習得から、社会で生きていく上で必要なコミュ
ニケーションスキルなど、プロの講師先生から直で学ぶことができますので、ぜひ充実した学校生活を送っていただければと願っております。

【就職意向ヒアリング】

【就職ガイダンス】

※支援内容は東西校または訓練科により若干の相違があります。

【就職フェアに参加】

【就職ガイダンス】

【未就職者に対するフォロー】

【就職後のフォロー】

入校時

修了前

修了後

●個人面談（随時）
　各科指導員と能力開発相談員による
　就職等についての面談

●職業観等に関するセミナー

●企業の業務内容及び採用条件等の情報収集

●履歴書・職務経歴書の作成指導、ジョブカードの作成
　支援、模擬面接 

●企業への定着のための相談等

就職へのサポート体制

企業からのメッセージ

支 援 内 容

12 



高等技術校の一年

4Apr. 入校式

5May. スポーツ大会

7Jul. ものづくり体験教室（7月～8月）
夏季休校

8Aug. オープンキャンパス

9Sep. スポーツ大会

10Oct.
学園祭（東部校）
技能祭

12Dec. 冬季休校

1Jan. 冬季休校

3Mar. 修了式
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高等技術校の一年

4Apr. 入校式

5May. スポーツ大会

7Jul. ものづくり体験教室（7月～8月）
夏季休校

8Aug. オープンキャンパス

9Sep. スポーツ大会

10Oct.
学園祭（東部校）
技能祭

12Dec. 冬季休校

1Jan. 冬季休校

3Mar. 修了式

◇授業料等の減免
経済的な理由などで授業料等の納付が困難と認められる方については減免制度があります。
◇通校には学割が適用
通校にＪＲやバスを利用する場合、学生割引が適用されます。（原則1年以上の訓練期間の訓練科のみ）
◇奨学金貸付制度（技能者育成資金融資制度）
経済的な理由などで職業訓練を受けることが困難な方に対して、民間金融機関から有利子（3％）・無担保で学
資資金を融資する制度があります。（年額260,000円～310,000円。普通課程の訓練科に限る。詳細は高等技
術校にお問い合わせください。）
※利率、金額は平成31年度のもので変更になる場合があります。
◇寄宿舎完備（東部校）
通校が困難な方には、校舎隣接地に寄宿舎「清真寮」を完備しています。

♢寄宿費助成金（西部校）
通校が困難な方が民間アパート等を借りた場合、その家賃の一部を助成します。（月額上限18,000円）
◇災害見舞金支給制度
訓練中や通校中に負傷等した場合は、災害見舞金支給制度があります。
♦雇用保険失業給付
雇用保険失業給付受給資格者で、ハローワーク（公共職業安定所）の指示を受けて入校した方は、訓練期間中
に基本手当及び受講手当が支給されます。
♦訓練手当支給
雇用保険失業給付受給資格のない方は、ハローワーク（公共職業安定所）の指示を受けて入校し、一定の要件
を満たす場合、訓練手当が支給されます。
♦職業訓練受講給付金
雇用保険失業給付、訓練手当を受給できない方で、一定の要件を満たす場合、月10万円の職業訓練受講給付金
が支給されます。

※寮費は入寮者数等によって変動します。
※夏休み、冬休み、春休みは閉寮します。

在校中の特典

仕 様 寄宿舎使用料（月額）
（平成31年4月1日現在）

寮費（食材費など） その他

個室、トイレ・風呂共同
朝昼夕３食付（原則、訓練日のみ）

7,000円 33,000円
個別の電気代など
は実費負担

※♦雇用保険失業給付、♦訓練手当支給、♦職業訓練受講給付金について詳しくは、住所地を管轄するハローワークへお問い合わせください。
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島根県商工労働部雇用政策課
〒690ｰ8501 松江市殿町1番地　TEL（0852）22ｰ5304　FAX 22ｰ6150

URL http://www.pref.shimane.lg.jp/rodoseisaku/

お問い合わせ先
　応募、その他ご不明な点についてのお問い合わせは、高等技術校またはハローワーク（公共職業安定所）へ。

ハローワーク 川　　本　☎（0855）72ｰ0385
ハローワーク 浜　　田　☎（0855）22ｰ8609
ハローワーク 益　　田　☎（0856）22ｰ8609

ハローワーク 雲　　南　☎（0854）42ｰ0751
ハローワーク 出　　雲　☎（0853）21ｰ8609
ハローワーク 石見大田　☎（0854）82ｰ8609

ハローワーク 松　　江　☎（0852）22ｰ8609
ハローワーク 隠岐の島　☎（08512）2ｰ0161
ハローワーク 安　　来　☎（0854）22ｰ2545

東部高等技術校
☎（0853）28ｰ2733

検 索島根県立東部高等技術校

西部高等技術校
☎（0856）22ｰ2450

検 索島根県立西部高等技術校

願書受付期間 入校検定日 合格発表日

1次募集 2019年10月1日（火）～2019年10月30日（水） 2019年11月8日（金） 2019年11月18日（月）

2次募集 2019年12月4日（水）～2020年1月10日（金） 2020年1月21日（火） 2020年1月24日（金）

3次募集 2020年2月6日（木）～2020年2月18日（火） 2020年2月26日（水） 2020年3月3日（火）

願書受付期間 入校検定日 合格発表日

事務ワーク科

2019年度
後期

１次
2019年10月15日（火）～2019年11月26日（火） 2019年12月6日（金） 2019年12月10日（火）

2次
2019年11月29日（金）～2019年12月16日（月） 2019年12月20日（金） 2019年12月20日（金）

2020年度
前期

１次
2020年3月１６日（月）～2020年5月7日（木） 2020年5月13日（水） 2020年5月14日（木）

2次
2020年5月11日（月）～2020年5月27日（水） 2020年6月1日（月） 2020年6月2日（火）

願書受付期間 入校検定日 合格発表日

総合実務科

2019年度
後期 2019年8月予定 2019年8月予定 2019年8月予定

2020年度
前期 2020年2月予定 2020年2月予定 2020年2月予定

■合同で募集する訓練科（事務ワーク科、総合実務科以外の訓練科）

■独自に募集する訓練科

選 抜 日 程

※２次募集以降、定員に達した訓練科の募集は行いません。最新の募集要項をご確認下さい。
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