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秋田県立鷹巣技術専門校 短期課程 塗装科 700時間以上
塗装、塗料調色、広告美
術仕上げ

－

秋田県立大曲技術専門校 短期課程 塗装科 700時間以上
塗装、塗料調色、広告美
術仕上げ

－

普通課程
電気・電子系コン
ピューター制御科

2,800時間以上 － 電子機器組立て

普通課程
電気・電子系コン
ピューター制御科（電
子制御システム科）

2,800時間以上 電気機器組立て －

普通課程
機械系精密加工科
（機械エンジニア科）

2,800時間以上 機械・プラント製図 －

福島県立会津高等技術専門校 普通課程
設備施工系冷凍空調
設備科

2,800時間以上 － 配管

福島県立テクノアカデミー会津
職業能力開発校

普通課程 電気設備科 2,800時間以上
冷凍空気調和機器施工、
配管

－

福島県立浜高等技術専門校 普通課程
電気・電子系製造設
備

2,800時間以上 － 電気機器組立て

茨城県立鹿島産業技術専門学
院

短期課程 生産CAD科 700時間以上
機械加工、機械・プラント
製図

－

茨城県立産業技術短期大学校
併設水戸産業技術専門学院

普通課程 建築システム科 2,800時間以上
冷凍空気調和機器施工、
配管

冷凍空気調和機器施工、
配管

パソコンＣＡＤ科（前
期）

700時間以上 機械・プラント製図 －

パソコンＣＡＤ科（後
期）

700時間以上 機械・プラント製図 －

茨城県立土浦産業技術専門学
院

普通課程 コンピュータ制御科 2,800時間以上 電気機器組立て －

栃木県立県央産業技術専門校 普通課程 冷凍空調設備科 2,800時間以上 － 配管

短期課程 造園科 700時間以上 造園 －

短期課程
精密加工科（ＮＣ加工
科）

700時間以上 機械加工、機械検査 －
ＮＣオペレータ科より変更（平成14
年3月29日）

廃止（平成25
年4月1日）

普通課程 CADシステム科 700時間以上 機械検査 機械検査

群馬県立太田産業技術専門校

厚生労働省職業能力開発局長が検定職種に関する訓練科として個別に認定している職業訓練一覧

　①　都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練

宮城県立仙台高等技術専門校

茨城県立日立産業技術専門学
院

短期課程
廃止（平成27
年3月31日）
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短期課程 機械加工科 700時間以上 機械加工、機械検査 －
廃止（平成25
年4月1日）

短期課程 エクステリア科 700時間以上 造園、ブロック建築 －

普通課程 住まいづくり科 700時間以上
造園、左官、内装仕上げ
施工、ブロック建築

ブロック建築
取消（平成28
年4月1日）

短期課程
精密加工科（機械加
工科）

700時間以上 機械加工、機械検査 －
ＮＣオペレータ科より変更（平成14
年3月29日）

廃止（平成25
年4月1日）

普通課程 電気工事科 2,800時間以上 機械保全 －

普通課程 メカトロニクス科 2,800時間以上 － 機械検査

機械検査 機械検査

機械保全 機械保全

埼玉県立川越高等技術専門校 短期課程 塗装科 700時間以上 塗装 －

千葉県立我孫子高等技術専門
校

短期課程 造園科 700時間以上 造園 －

千葉県立市原高等技術専門校 短期課程 塗装科 700時間以上 塗装 －

千葉県立長生高等技術専門校 短期課程 住宅設備機器科 700時間以上 配管 －
ＮＣオペレータ科より変更（平成14
年3月29日）

廃止（平成21
年3月31日）

短期課程 左官技術科 700時間以上 左官 －
千葉県立長生高等技術専門校よ
り校名変更（平成21年4月1日）

普通課程 ディスプレイ科 2,800時間以上
広告美術仕上げ、内装仕
上げ施工

広告美術仕上げ、内装仕
上げ施工

短期課程 ＣＡＤオペレータ科 700時間以上
建築図面製作、機械・プラ
ント製図、電気製図

－
トレース科より科名変更（平成14
年4月1日）

廃止（平成25
年3月31日）

短期課程 服飾ソーイング科 700時間以上
縫製機械整備、ニット製品
製造、婦人子供服製造、
紳士服製造、布はく製造

－

ミシン縫製科より科名変更（平成
11年4月1日）
アパレルソーイング科より科名変
更（平成13年4月1日）

廃止（平成22
年3月31日）

短期課程 塗装科 700時間以上
樹脂接着剤注入施工、塗
装、路面標示施工、塗料
調色、広告美術仕上げ

－
廃止（平成14
年3月31日）

短期課程
スキルワーク科
製パンコース

700時間以上 パン製造 －

普通課程 機械CAD科 2,800時間未満 機械・プラント製図 －

群馬県立高崎産業技術専門校

千葉県立東金高等技術専門校

群馬県立前橋産業技術専門校

普通課程 CAD技術科 2,800時間以上

東京障害者職業能力開発校
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短期課程 カラーＤＴＰ科 700時間以上 （版下製作） －
フィニッシュアート科より科名変更
（平成12年4月1日）

廃止（平成15
年3月31日）

短期課程
グラフィック企画営業
科

700時間以上 （版下製作） －
グラフィック企画科より科名変更
（平成12年4月1日）

廃止（平成13
年3月31日）

短期課程 パソコン編集科 700時間以上 （版下製作） －
ワープロ編集科より科名変更（平
成12年4月1日）

廃止（平成13
年3月31日）

中央・城北職業能力開発セン
ター赤羽校

短期課程 建築ＣＡＤ科 700時間以上 建築図面制作 －
東京都立赤羽技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

短期課程 タイル施工科 700時間以上 タイル張り －
東京都立亀戸技術専門校より移
設（平成11年4月1日）

廃止（平成14
年3月3日）

短期課程 機械科 700時間以上

機械加工、放電加工、金
型製作、工業彫刻、金属
ばね製造、仕上げ、金属
研磨仕上げ、切削工具研
削、機械検査、機械保全、
電子回路接続、半導体製
品製造、時計修理、光学
機器製造、複写機組立
て、自動ドア施工、金属材
料試験

－
廃止（平成10
年3月31日）

短期課程 自動車整備科 700時間以上
仕上げ、内燃機関組立
て、建設機械整備、農業
機械整備

－
廃止（平成10
年3月31日）

短期課程 塗装科 700時間以上
樹脂接着剤注入施工、塗
装、路面標示施工、塗料
調色、広告美術仕上げ

－
廃止（平成18
年3月31日）

短期課程 印刷企画営業科 700時間以上 製版、印刷 －

グラフィック企画営業科より科名
変更（平成16年4月1日）
東京都立飯田橋技術専門校より
校名変更（平成19年4月1日）

短期課程 ＤＴＰ科 700時間以上 製版、印刷 －

ＤＴＰ編集科より科名変更（平成16
年4月1日）
東京都立飯田橋技術専門校より
校名変更（平成19年4月1日）

短期課程 グラフィック印刷科 700時間以上 製版、印刷 －
東京都立飯田橋技術専門校より
校名変更（平成19年4月1日）

中央・城北職業能力開発セン
ター

東京都立赤羽技術専門校

東京都立足立技術専門校
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東京都立飯田橋技術専門校有
明分校

短期課程
ファッションパタンナー
科

700時間以上 婦人子供服製造 －
廃止（平成19
年4月1日）

短期課程 和裁技術科 700時間以上 和裁 －
廃止（平成20
年3月31日）

普通課程
ファッションパタンナー
科

700時間以上 婦人子供服製造 婦人子供服製造
廃止（平成20
年3月31日）

短期課程 ＣＡＤ製図科 700時間以上 － －
トレース科より科名変更（平成12
年4月1日）

廃止（平成18
年3月31日）

短期課程 プラスチック加工科 700時間以上 プラスチック成形 －
廃止（平成19
年4月1日）

短期課程 塗装科 700時間以上
樹脂接着剤注入施工、塗
装、路面標示施工、塗料
調色、広告美術仕上げ

－
廃止（平成12
年3月31日）

普通課程 プラスチック加工科 2,800時間未満 プラスチック成形 プラスチック成形
廃止（平成22
年3月31日）

短期課程 プラスチック加工科 700時間以上 プラスチック成形 －

短期課程 洋裁科 700時間以上
婦人子供服製造、布はく
縫製

－
廃止（平成11
年3月31日）

短期課程 和裁科 700時間以上 和裁 －
廃止（平成11
年3月31日）

短期課程 エクステリア科 700時間以上
造園、コンクリート積みブ
ロック施工

－
廃止（平成15
年3月31日）

短期課程 ワープロ編集科 700時間以上 （版下製作） －
廃止（平成10
年3月31日）

短期課程
グリーンエクステリア
科

700時間以上 造園 －

短期課程 ＣＡＤ製図科 700時間以上
機械・プラント製図、電気
製図

－

トレース科より科名変更（平成10
年4月1日）
東京都立江戸川技術専門校より
校名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成27
年3月31日）

東京都立牛込技術専門校

中央・城北職業能力開発セン
ター有明分校

東京都立板橋技術専門校

東京都立飯田橋技術専門校有明
分校より校名変更（平成19年4月1
日）

中央・城北職業能力開発セン
ター板橋校

城東職業能力開発センター江戸
川校

東京都立江戸川技術専門校
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短期課程 ＣＡＤ製図科 700時間以上
機械・プラント製図、電気
製図

－
トレース科より科名変更（平成15
年4月1日）

廃止（平成17
年3月31日）

短期課程 溶接科 700時間以上
金属プレス加工、工場板
金

－
廃止（平成17
年3月31日）

短期課程 電気機器管理科 700時間以上

機械加工、金属ばね製
造、電子回路接続、電子
機器組立て、電気機器組
立て、半導体製品製造、プ
リント配線板製造、家庭用
電気治療器調整、自動販
売機調整、時計修理、複
写機組立て、自動ドア施
工、電気製図、舞台機構
調整

－
家電品サービス科より科名変更
（平成12年4月1日）

廃止（平成17
年3月31日）

短期課程 機械科 700時間以上

機械加工、放電加工、金
型製作、工業彫刻、金属
ばね製造、仕上げ、金属
研磨仕上げ、切削工具研
削、機械検査、機械保全、
電子回路接続、半導体製
品製造、時計修理、光学
機器製造、複写機組立
て、自動ドア施工、金属材
料試験

－
廃止（平成17
年3月31日）

短期課程 工業彫刻科 700時間以上
機械加工、工業彫刻、仕
上げ

－
廃止（平成13
年3月31日）

短期課程 工業デザイン加工科 700時間以上 木型製作 －
工業モデル科より科名変更（平成
12年4月1日）

廃止（平成13
年3月31日）

短期課程 ワープロ編集科 700時間以上 （版下製作） －
廃止（平成12
年3月31日）

東京都立大田技術専門校

東京都立王子技術専門校
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短期課程 コンピュータ金型科 700時間以上

機械加工、放電加工、金
型製作、工業彫刻、仕上
げ、切削工具研削、機械
検査

－

ＮＣ金型加工科より科名変更（平
成14年4月1日）
東京都立大田技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成20
年3月31日）

短期課程 ＣＡＤ製図科 700時間以上
機械・プラント製図、電気
製図

－

トレース科より科名変更（平成12
年4月1日）
東京都立大田技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成27
年3月31日）

短期課程 福祉調理科 700時間以上 調理 －

普通課程 メカニカルデザイン科 2,800時間以上
機械加工、放電加工、金
型製作、機械・プラント製
図、金属材料試験

機械加工、放電加工、金
型製作、機械・プラント製
図、金属材料試験

東京都立大田技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成27
年3月31日）

短期課程 板金溶接科 700時間以上 工場板金 －

東京都立大塚高年齢者技術専
門校

短期課程 ハウスサービス科 700時間以上 内装仕上げ施工、表装 －
廃止（平成8年
3月31日）

短期課程 カラーＤＴＰ科 700時間以上 （版下製作） －
フィニッシュアート科より科名変更
（平成12年4月1日）

廃止（平成13
年3月31日）

短期課程 和裁科 700時間以上 和裁 －
廃止（平成13
年3月31日）

東京都立亀戸技術専門校 短期課程 広告美術科 700時間以上 広告美術仕上げ －
廃止（平成7年
3月31日）

短期課程 溶接科 700時間以上
金属プレス加工、工場板
金

－
版下製作職種の廃止
東京都立亀戸技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

取消（平成28
年4月1日）

短期課程 ビル管理科 700時間以上 ビル設備管理 －
短期課程 電気設備管理科 700時間以上 ビル設備管理 －

普通課程
アパレルパタンナー
科

2,800時間未満 婦人子供服製造 婦人子供服製造
城東職業能力開発センター足立
校より校名変更（平成27年4月1
日）

短期課程 建築設備施工科 700時間以上
配管、冷凍空気調和機器
施工

－
城東職業能力開発センター足立
校より校名変更（平成27年4月1
日）

短期課程 住宅内外装仕上科 700時間以上 左官、タイル張り、表装 －

短期課程 建築仕上科 700時間以上 左官、タイル張り －

東京都立足立技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）
城東職業能力開発センター足立
校より校名変更（平成27年4月1
日）

廃止（平成20
年3月31日）

城南職業能力開発センター大田
校

東京都立お茶の水技術専門校

城東職業能力開発センター

東京都立亀戸技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

都道府県関係（6/20）



平成28年9月30日現在

施設の名称 訓練課程 訓練科
総訓練時間の

区分
技能検定の受検資格に

係る検定職種
技能検定試験の免除に

係る検定職種
備考1 備考2

厚生労働省職業能力開発局長が検定職種に関する訓練科として個別に認定している職業訓練一覧

　①　都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練

短期課程 ＣＡＤ製図科 700時間以上
機械・プラント製図、電気
製図

－

トレース科より科名変更（平成12
年4月1日）
東京都立足立技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成27
年３月31日）

短期課程
若年者就業支援科
(塗装コース)

700時間以上 塗装、塗料調色 －

東京都立足立技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）
城東職業能力開発センター足立
校より校名変更（平成27年4月1
日）

短期課程 溶接科 700時間以上 鉄工 －

東京都立高年齢者技術専門校 短期課程 ハウスサービス科 700時間以上 内装仕上げ施工、表装 －
廃止（平成16
年3月31日）

短期課程
インテリアリフォーム
科

700時間以上 内装仕上げ施工、表装 －
東京都立高年齢者技術専門校よ
り校名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成28
年3月31日）

短期課程 内装施工科 700時間以上 内装仕上げ施工、表装 －

短期課程 金属造形科 700時間以上 工場板金 －
廃止（平成19
年3月31日）

短期課程 リフォーム塗装科 700時間以上 塗装、塗料調色 －
塗装科より科名変更（平成12年4
月1日）

廃止（平成13
年3月31日）

東京都立新宿技術専門校 短期課程 調理科 700時間以上 調理 －
廃止（平成11
年3月31日）

短期課程 建築塗装科 700時間以上 塗装 －
廃止（平成27
年３月31日）

短期課程 ファッションリテール科 700時間以上 商品装飾展示 －

短期課程 マンション改修施工科 700時間以上
表装、内装仕上げ施工、
防水施工、塗装、配管

－

短期課程
若年者就業支援科
建築塗装コース

700時間以上 塗装、塗料調色 －

東京都立品川技術専門校

城南職業能力開発センター

城東職業能力開発センター

中央・城北職業能力開発セン
ター高年齢者校

都道府県関係（7/20）



平成28年9月30日現在

施設の名称 訓練課程 訓練科
総訓練時間の

区分
技能検定の受検資格に

係る検定職種
技能検定試験の免除に

係る検定職種
備考1 備考2

厚生労働省職業能力開発局長が検定職種に関する訓練科として個別に認定している職業訓練一覧

　①　都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練

短期課程 機械科 700時間以上

機械加工、放電加工、金
型製作、工業彫刻、金属
ばね製造、仕上げ、金属
研磨仕上げ、切削工具研
削、機械検査、機械保全、
電子回路接続、半導体製
品製造、時計修理、光学
機器製造、複写機組立
て、自動ドア施工、金属材
料試験

－
廃止（平成17
年3月31日）

短期課程
溶接（デュアルコー
ス）科

700時間以上
金属プレス加工、工場板
金

－
廃止（平成19
年3月31日）

東京都立立川技術専門校

都道府県関係（8/20）



平成28年9月30日現在

施設の名称 訓練課程 訓練科
総訓練時間の

区分
技能検定の受検資格に

係る検定職種
技能検定試験の免除に

係る検定職種
備考1 備考2

厚生労働省職業能力開発局長が検定職種に関する訓練科として個別に認定している職業訓練一覧

　①　都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練

短期課程 ＣＡＤ製図科 700時間以上
機械・プラント製図、電気
製図

－

トレース科より科名変更（平成13
年4月1日）
東京都立立川技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成23
年3月31日）

短期課程 溶接科 700時間以上
金属プレス加工、工場板
金

－
東京都立立川技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成22
年3月31日）

短期課程 庭園施工管理科 700時間以上 園芸装飾、造園 －

園芸科より科名変更（平成16年4
月1日）
東京都立立川技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

短期課程
若年者就業支援科
（自動車整備コース）

700時間以上 内燃機関組立て －
東京都立立川技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成23
年3月31日）

普通課程 計測制御システム科 2,800時間未満 電子機器組立て 電子機器組立て

短期課程 住宅リフォーム科 700時間以上
表装、配管、内装仕上げ
施工

－

短期課程
若年者就業支援科
(溶接コース)

700時間以上 工場板金 －

短期課程 ビル管理科 700時間以上 ビル設備管理 －

東京都立武蔵野技術専門校より
校名変更（平成19年4月1日）
多摩職業能力開発センター武蔵
野校より校名変更（平成23年4月1
日）

普通課程
電気・電子系　製造設
備科（計測制御システ
ム科）

2,800時間未満
機械保全、電子回路接
続、電気機器組立て

－

普通課程
計測機器製造科（機
械組立技術科）

2,800時間未満
仕上げ、機械保全、機械
検査

仕上げ、機械保全、機械
検査

短期課程 造園土木施工科 700時間以上 造園 －

短期課程 室内リフォーム科 700時間以上 表装 －
表具科より科名変更（平成11年4
月1日）

廃止（平成13
年3月31日）

短期課程 デジタル組版科 700時間以上 （版下製作） －
写真植字科より科名変更（平成9
年4月1日）

廃止（平成13
年3月31日）

東京都立八王子技術専門校 短期課程 自動販売機科 700時間以上 自動販売機調整 －
機器制御サービス科より科名変
更（平成12年4月1日）

廃止（平成16
年3月31日）

東京都立八王子技術専門校 短期課程 電気設備システム科 700時間以上

電子回路接続、電子機器
組立て、電気機器組立て、
鉄道車両製造・整備、自動
ドア施工、電気製図、舞台
機構調整

－
廃止（平成19
年3月31日）

多摩職業能力開発センター

東京都立中野技術専門校

都道府県関係（9/20）



平成28年9月30日現在

施設の名称 訓練課程 訓練科
総訓練時間の

区分
技能検定の受検資格に

係る検定職種
技能検定試験の免除に

係る検定職種
備考1 備考2

厚生労働省職業能力開発局長が検定職種に関する訓練科として個別に認定している職業訓練一覧

　①　都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練

短期課程 電気設備管理科 700時間以上 ビル設備管理 －

普通課程 電気設備システム科 700時間以上 電気機器組立て 電気機器組立て

短期課程 ＣＡＤ製図科 700時間以上
機械・プラント製図、電気
製図

－

トレース科より科名変更（平成11
年4月1日）
東京都立府中技術専門校より校
名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成27
年3月31日）

普通課程 情報通信設備科 700時間以上
電子回路接続、電子機器
組立て

－
廃止（平成16
年3月31日）

短期課程 溶接科 700時間以上
金属プレス加工、建築板
金、工場板金、機械・プラ
ント製図、金属材料試験

－
廃止（平成15
年3月31日）

短期課程 エクステリア科 700時間以上 造園 －
東京都立武蔵野技術専門校より
校名変更（平成19年4月1日）

廃止（平成23
年3月31日）

神奈川県立京浜高等職業技術
校

普通課程
電気電子系製造設備
科

700時間以上 － 電気機器組立て
廃止（平成19
年4月1日）

普通課程
電気電子系製造設備
科

700時間以上 － 電気機器組立て
廃止（平成19
年4月1日）

短期課程 機械サービス科 700時間以上
機械加工、仕上げ、機械
保全、機械・プラント製図

－
廃止（平成17
年3月15日）

神奈川県立東部総合職業技術
校

普通課程
電気・電子系製造設
備科

700時間以上 － 電気機器組立て

神奈川県立西部総合職業技術
校

普通課程
電気電子系製造設備
科

700時間以上 － 電気機器組立て
神奈川県立秦野高等職業技術校
より神奈川県立西部総合職業技
術校に校名変更（平成25年4月）

新潟県立三条テクノスクール 普通課程 工業デザイン科 2,800時間以上 － 商品装飾展示

富山県黒部職業能力開発セン
ター

短期課程
インテリア・サービス
科

700時間以上 内装仕上げ施工、表装 －
廃止（平成19
年4月1日）

神奈川県立相模原高等職業技
術校

多摩職業能力開発センター武蔵
野校

東京都立八王子技術専門校より
校名変更（平成19年4月1日）

多摩職業能力開発センター八王
子校

多摩職業能力開発センター府中
校

都道府県関係（10/20）



平成28年9月30日現在

施設の名称 訓練課程 訓練科
総訓練時間の

区分
技能検定の受検資格に

係る検定職種
技能検定試験の免除に

係る検定職種
備考1 備考2

厚生労働省職業能力開発局長が検定職種に関する訓練科として個別に認定している職業訓練一覧

　①　都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練

短期課程 造園管理科 700時間以上 造園 －

短期課程
木材加工科(企業実
習付コース）

700時間以上
家具製作、建具制作、木
工機械整備、機械木工

－
木材加工科（若年者コース）より
木材加工科（企業実習付コース）
に科名変更（平成27年4月）

短期課程
木材加工科（一般コー
ス）

700時間以上
家具製作、建具制作、木
工機械整備、機械木工

－

短期課程

環境エネルギー設備
科（配管・電気コース）
及び環境エネルギー
設備科（配管・制御
コース）

700時間以上 配管 －

配管設備科より環境エネルギー
設備科に科名変更（平成25年10
月1日）
環境エネルギー設備科より環境
エネルギー設備科（一般コース）
に科名変更（平成27　年4月）
環境エネルギー設備科（一般コー
ス）より、環境エネルギー設備科
（配管・電気コース）及び環境エネ
ルギー設備科 に科名変更（平成
28年3月18日）

短期課程
エコ住宅リフォーム科
（一般コース）

700時間以上
表装、内装仕上げ施工、
建築大工、サッシ施工

－

住宅リフォーム科（内装コース）よ
り科名変更、建築大工、サッシ施
工の受検資格追加（平成26年10
月１日）
エコ住宅リフォーム科より科名変
更（平成27年4月１日）

普通課程 電子情報科 2,800時間未満 電子機器組立て －

短期課程
エコ住宅リフォーム科
（企業実習付コース）

700時間以上
建築大工、サッシ施工、表
装、内装仕上げ施工

－

短期課程
環境エネルギー設備
科（企業実習付コー
ス）

700時間以上 配管 －

富山県福野職業能力開発セン
ター

短期課程 縫製科 700時間以上
婦人子供服製造、布はく
縫製

－
廃止（平成19
年４月1日）

短期課程 造園科 700時間以上 園芸装飾、造園 －
廃止（平成19
年3月31日）

短期課程
インテリア・サービス
科

700時間以上 内装仕上げ施工、表装 －
廃止（平成19
年3月31日）

石川県立金沢産業技術学校 短期課程 インテリアサービス科 700時間以上 内装仕上げ施工 －
石川県立金沢高等技術学校から
石川県立金沢産業技術学校に校
名変更（平成16年10月1日）

廃止（平成22
年3月31日）

富山県富山職業能力開発セン
ター

富山県技術専門学院

都道府県関係（11/20）



平成28年9月30日現在

施設の名称 訓練課程 訓練科
総訓練時間の

区分
技能検定の受検資格に

係る検定職種
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厚生労働省職業能力開発局長が検定職種に関する訓練科として個別に認定している職業訓練一覧

　①　都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練

短期課程 洋裁科 700時間以上
婦人子供服製造、紳士服
製造、布はく縫製

－
石川県立能登高等技術学校から
石川県立能登産業技術学校に校
名変更（平成16年10月1日）

廃止（平成14
年4月）

短期課程 造園科 700時間以上 造園 －
石川県立能登高等技術学校から
石川県立能登産業技術学校に校
名変更（平成16年10月1日）

石川県立能登産業技術学校

都道府県関係（12/20）



平成28年9月30日現在

施設の名称 訓練課程 訓練科
総訓練時間の

区分
技能検定の受検資格に

係る検定職種
技能検定試験の免除に

係る検定職種
備考1 備考2

厚生労働省職業能力開発局長が検定職種に関する訓練科として個別に認定している職業訓練一覧

　①　都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練

電子機器組立て －
計測制御技術科より学科名変更
(平成28年4月1日)

電気機器組立て －
計測制御技術科より学科名変更
(平成28年4月1日)

機械保全 －
計測制御技術科より学科名変更
(平成28年4月1日)

短期課程 金属技術科科 700時間以上 鉄工、工場板金 －
廃止（平成22
年3月31日）

短期課程 塗装技術科 700時間以上 塗装、塗料調色 －
廃止（平成22
年3月31日）

短期課程 設備保全科 700時間以上 機械保全 －

短期課程 生産システム設備科 700時間以上 機械保全 －

普通課程 コンピュータ制御科 700時間以上 電気機器組立て －

普通課程 コンピュータ制御科 2,800時間未満 機械加工 －

短期課程 CAD/CAMシステム科 700時間以上
機械加工、機械検査、機
械保全、機械・プラント製
図

－
NCオペレーション科より学科名変
更(平成17年4月1日)

廃止（平成25
年3月31日）

短期課程
コンピュータシステム
科

700時間以上
電子機器組立て、電気機
器組立て、電気製図

－
テクニカルマイコン科より学科名
変更(平成17年4月1日)

廃止（平成25
年3月31日）

短期課程 機械CAD加工科 700時間以上
機械加工、機械・プラント
製図

－
NC機械システム科より科名変更
（平成25年4月1日）

普通課程 機械製図科 2,800時間未満 電子機器組立て －
廃止（平成25
年3月31日）

普通課程 機械加工科 2,800時間未満 機械・プラント製図 機械・プラント製図

普通課程 コンピュータ制御科 2,800時間未満 機械加工 機械加工
廃止（平成25
年3月31日）

短期課程 機械科 700時間以上
機械加工、機械検査、機
械保全、機械・プラント製
図

－

普通課程 情報システム科 2,800時間以上 電気機器組立て －

普通課程 冷凍空調設備科 2,800時間以上 － 配管

普通課程
電力系電気工事科
（電気システムコー
ス）

2,800時間以上 冷凍空気調和機器施工

長野県南信工科短期大学校 短期課程 機械科 700時間以上
機械加工、機械検査、機
械・プラント製図

岐阜県立岐阜高等技能専門校 短期課程 アパレル産業科 700時間以上
縫製機械整備、ニット製品
製造、婦人子供服製造、
紳士服製造、布はく縫製

－
閉校（平成12
年3月31日）

長野県伊那技術専門校

長野県松本技術専門校

長野県佐久技術専門校

福井県立福井産業技術専門学
院

石川県立小松産業技術専門校 短期課程 生産設備製造科 700時間以上

長野県岡谷技術専門校
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岐阜県立大垣高等技能専門校 短期課程 機械科 700時間以上

機械加工、放電加工、金
型製作、工業彫刻、金属
ばね製造、仕上げ、金属
研磨仕上げ、切削工具研
削、機械検査、機械保全、
電子回路接続、半導体製
品製造、時計修理、光学
機器製造、複写機組立
て、自動ドア施工、金属材
料試験

－
閉校（平成16
年3月31日）

短期課程 機械科 700時間以上

機械加工、放電加工、金
型製作、工業彫刻、金属
ばね製造、仕上げ、金属
研磨仕上げ、切削工具研
削、機械検査、機械保全、
電子回路接続、半導体製
品製造、時計修理、光学
機器製造、複写機組立
て、自動ドア施工、金属材
料試験

－

短期課程 自動車整備科 700時間以上
仕上げ、内燃機関組立
て、建設機械整備、農業
機械整備

－

短期課程 左官ブロック科 700時間以上
左官、築炉、ブロック建
築、タイル張り、樹脂接着
剤注入施工

－
岐阜県立美濃加茂高等技能専門
校より校名変更（平成15年4月1
日）

短期課程 設備システム科 700時間以上
配管、冷凍空気調和機器
施工

－

短期課程 住宅建築科 700時間以上 建築大工 －
住宅科より科名変更（平成21年4
月1日）

岐阜県立高山高等技能専門校 短期課程 自動車整備科 700時間以上
仕上げ、内燃機関組立
て、建設機械整備、農業
機械整備

－
廃止（平成12
年3月31日）

静岡県立浜松技術専門校 短期課程 メカトロニクス科 700時間以上

電子機器組立て、自動販
売機調整、金型製作
放電加工、仕上げ、機械
検査、電気機器組立て、プ
リント配線板製造、機械加
工、機械保全

－

閉校（平成13
年3月31日）

岐阜県立中津川高等技能専門
校

国際たくみアカデミー職業能力
開発校
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静岡県立清水技術専門校 普通課程 設備施工系配管科 2,800時間以上 － 冷凍空気調和機器施工

愛知県障害者職業能力開発校 短期課程
CAD設計科（機械コー
ス）

700時間以上 機械・プラント製図 －

普通課程
機械加工科（モノづく
り総合科マルチスキ
ルコース）

2,800時間以上
電気機器組立て、機械・プ
ラント製図

－

短期課程
金属加工科（モノづく
り総合科メタルクラフ
トコース）

700時間以上
機械検査、機械・プラント
製図

－

短期課程
金属加工科（モノづく
り総合科メタルクラフ
トコース）

700時間以上 機械加工 －

短期課程 造園施工科 700時間以上 造園 －

短期課程 造園管理科 700時間以上 造園 －

造園 －

左官 －

ブロック建築 －

タイル張り －

建築板金 －

建築大工 －

枠組壁建築 －

左官 －

ブロック建築 －

タイル張り －

配管 －

内装仕上げ施工 －

サッシ施工 －

愛知県立一宮高等技術専門校 短期課程 総合造園科 700時間以上 造園 －

陶磁器科製造コース 700時間以上 陶磁器製造 －

陶磁器科デザイン
コース

700時間以上 陶磁器製造 －

普通課程
メカトロニクス系メカト
ロニクス科(機械制御
システム科)

2,800時間以上 － 機械保全

普通課程
電気・電子系コン
ピュータ制御科(電子
制御情報科)

2,800時間以上 － 電子機器組立て

三重県立津高等技術学校

愛知県立窯業高等技術専門校 短期課程

700時間以上

愛知県立名古屋高等技術専門
校

普通課程 建築設計科 2,800時間以上

建築総合科短期課程

愛知県立岡崎高等技術専門校
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短期課程 生産システム設備科 700時間以上
機械加工、機械保全、電
気機器組立て

－

短期課程 金属加工科 700時間以上
機械加工、放電加工、機
械検査、機械・プラント製
図

－

短期課程 生産システム設備科 700時間以上 機械検査 －

短期課程 金属加工技術科 700時間以上
機械加工、機械検査、機
械・プラント製図

－

溶接技術科 鉄工

溶接技術科 機械加工

溶接技術科 機械・プラント製図

機械加工技術科 機械加工

機械加工技術科 機械検査

機械加工技術科 機械・プラント製図

服飾デザイン科 婦人子供服製造

塗装技術科 塗装

短期課程 服飾ビジネス科 700時間以上 婦人子供服製造 －

短期課程 ビルメンテナンス科 700時間以上 ビル設備管理 －

短期課程 溶接科 700時間以上
金属プレス加工、建築板
金、工場板金

－
廃止（平成19
年3月31日）

短期課程 塗装科 700時間以上 塗装 －
廃止（平成19
年3月31日）

大阪府立堺高等職業専門校 短期課程 溶接科 700時間以上
金属プレス加工、建築板
金、工場板金

－ 閉校

短期課程 電気工事科 700時間以上
電子回路接続、電子機器
組立て、電気機器組立て、
電気製図

－
廃止（平成6年
3月31日）

短期課程 ビル管理科 700時間以上 ビル設備管理 －
廃止（平成19
年4月1日）

奈良県立高等技術専門校

大阪府立東淀川高等職業技術
専門校

滋賀県立高等技術専門校米原
校舎

滋賀県立草津高等技術専門校よ
り校名変更（平成21年4月1日）

滋賀県立高等技術専門校草津
校舎

短期課程 700時間以上 －

岡山県立岡山高等技術学校

滋賀県立近江高等技術専門校よ
り校名変更（平成21年4月1日）
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短期課程 機械科 700時間以上
機械加工、金型製作、仕
上げ

－
廃止（平成20
年4月1日）

短期課程 溶接科 700時間以上
金属プレス加工、工場板
金

－
廃止（平成20
年4月1日）

短期課程 総合左官科 700時間以上
左官、ブロック建築、タイ
ル張り

－

左官科より科名変更（平成6年4月
7日）
左官・ブロック建築科より科名変
更（平成20年4月8日）

短期課程 塗装科 700時間以上 塗装、塗料調色 －

短期課程 アパレルビジネス科 700時間以上 婦人子供服製造 －

縫製科より科名変更（平成10年4
月8日）
アパレル技術科より科名変更（平
成20年4月8日）

短期課程 事務トレース科 700時間以上
テクニカルイラストレーショ
ン

－
事務写図科より科名変更（平成8
年8月20日）

廃止（平成20
年4月1日）

短期課程 表具科 700時間以上 表装 －
廃止（平成20
年4月1日）

短期課程 造園施工管理科 700時間以上 造園 －
庭園管理科より科名変更（平成20
年4月8日）

短期課程
デュアルシステム金
属加工科（機械コー
ス）

700時間以上
機械加工、仕上げ、金型
製作

－
廃止（平成20
年4月1日）

短期課程 電気工事科 700時間以上
電子回路接続、電子機器
組立て、電気機器組立て、
電気製図

－
廃止（平成20
年4月1日）

短期課程 左官タイル科 700時間以上
左官、ブロック建築、タイ
ル張り

－
左官科より科名変更（平成11年4
月8日）

廃止（平成20
年4月1日）

短期課程 造園科 700時間以上 造園 －
廃止（平成20
年4月1日）

岡山県立北部高等技術専門校 短期課程 エクステリア科 700時間以上 造園、ブロック建築 －

短期課程 機械システム科 700時間以上 機械加工、機械検査 －
機械科より科名変更（平成20年4
月1日）

短期課程 設備メンテナンス科 700時間以上 ビル設備管理 －

普通課程
メカトロニクス科（ＣＡ
Ｄエンジニアリング
科）

2,800時間以上 － 機械・プラント製図
廃止（平成20
年3月31日）

普通課程 溶接科 700時間以上 － 工場板金

広島県立呉高等技術専門校

岡山県立南部高等技術専門校

岡山県立津山高等技術専門校
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広島県立広島高等技術専門校 短期課程 ビルメンテナンス科 700時間以上 ビル設備管理 －
廃止（平成20
年3月31日）

短期課程 左官タイル科 700時間以上 左官、タイル張り －
平成9年3月修了者については左
官科

廃止（平成20
年3月31日）

普通課程 溶接科 700時間以上 － 工場板金

短期課程
住宅設備メンテナンス
科

700時間以上 配管 －

短期課程 エクステリア左官科 700時間以上 左官、タイル張り －
左官科より科名変更（平成16年3
月8日）

廃止（平成20
年3月31日）

普通課程 溶接科 700時間以上 － 工場板金

機械保全 機械保全

電気機器組立て 電気機器組立て

普通課程 機械加工科 2,800時間未満
機械加工、金型製作、仕
上げ、機械検査

－
廃止（平成19
年4月1日）

短期課程 エクステリア・造園科 1,400時間未満 造園 －
造園科より科名変更（平成19年4
月1日）

冷凍空気調和機器施工、
配管

－

－ 配管

短期課程 左官・タイル施工科 700時間以上 左官、タイル張り －

短期課程 エクステリア・造園科 700時間以上 造園 －

徳島県立池田テクノスクール 短期課程 ハウジング科 700時間以上
建築大工、家具製作、木
工塗装

－

短期課程 アパレル技術科 700時間以上
ニット製品製造、婦人子供
服製造、紳士服製造

－
廃止（平成21
年3月31日）

短期課程 金属技術科 700時間以上 鉄工 －

短期課程 電気環境システム科 700時間以上
電気機器組立て、電子機
器組立て

－

普通課程 溶接科 2,800時間以上
金属プレス加工、工場板
金

－
廃止（平成16
年3月31日）

広島県立福山高等技術専門校

広島県立三次高等技術専門校

専門課程

設備システム科より科名変更（平
成19年4月1日）

2,800時間以上
設備施工系冷凍空調
設備科(設備システム
科)

普通課程

山口県立東部高等産業技術学
校

山口県立西部高等産業技術学
校

徳島県立中央テクノスクール

広島県立技術短期大学校 制御技術科 2,800時間以上
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徳島県立中央テクノスクール 短期課程 機械技術科 700時間以上
機械加工、金型製作、仕
上げ、切削工具研削、機
械検査、機械保全

－

短期課程 設備施工科 700時間以上
配管、冷凍空気調和機器
施工

－

短期課程 電気工事科 700時間以上
電気機器組立て、電子機
器組立て、電気製図

－

徳島県立南部テクノスクール 短期課程 塗装技術科 700時間以上
塗装、塗料調色、広告美
術仕上げ

－

普通課程
キャドシステム科（機
械製図科）

2,800時間以上
機械加工、機械検査、機
械保全

－

短期課程 造園科 700時間以上 造園 －

短期課程 住宅建築科 700時間以上 建築大工、配管 －

普通課程 機械システム科 2,800時間以上 機械・プラント製図 －

普通課程 建築システム科 2,800時間以上 配管 －

短期課程 造園科 700時間以上 造園 －

香川県立高等技術専門校　丸
亀校

短期課程 住宅建築施工科 700時間以上 建築大工、配管 －
住宅建築科より科名変更（平成27
年4月）

普通課程 機械系機械加工科 2,800時間以上 機械・プラント製図 機械・プラント製図

普通課程 塑性加工科 2,800時間以上 塗装 －

左官科 700時間以上 左官 －

住宅施工科 700時間以上 建築大工 －

アパレル工芸科 700時間以上 婦人子供服製造 －

園芸・造園科 700時間以上 造園 －

建築科 700時間以上 建築大工、とび －

ガーデニングプランニ
ング科

700時間以上 造園 －

左官科 700時間以上 左官 －

木工家具科 700時間以上 家具製作、建具制作 －

造園科 700時間以上 造園 －

福岡県立大牟田高等技術専門
校

短期課程 機械科 700時間以上 機械加工 －

福岡県立戸畑高等技術専門校 短期課程 機械科 700時間以上 機械加工、仕上げ －

住宅建築科 700時間以上 建築大工 －

アパレルサービス科 700時間以上 婦人子供服製造 －
短期課程

香川県立高等技術専門校　高
松校

徳島県立西部テクノスクール

香川県立高等技術学校

高知県立高知高等技術学校

短期課程福岡県立小倉高等技術専門校

短期課程

短期課程福岡県立田川高等技術専門校

福岡県立久留米高等技術専門
校

福岡県立福岡高等技術専門校
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平成28年9月30日現在

施設の名称 訓練課程 訓練科
総訓練時間の

区分
技能検定の受検資格に

係る検定職種
技能検定試験の免除に

係る検定職種
備考1 備考2

厚生労働省職業能力開発局長が検定職種に関する訓練科として個別に認定している職業訓練一覧

　①　都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練

短期課程 機械科 700時間以上 機械加工、仕上げ －

短期課程 塗装科 700時間以上 塗装 －

短期課程 造園科 700時間以上 造園 －

普通課程
電力系電気工事科
(電気･配管システム
科)

2,800時間以上 配管 配管

普通課程
木材加工系木工科
（木工芸デザイン科）

2,800時間以上 表装 －

普通課程
電力系電気工事科
(電気･配管システム
科）

2,800時間以上 配管 配管
取消（平成24
年4月1日）

短期課程 配管科（配管設備科） 700時間以上 配管 －

熊本県立熊本高等技術訓練校 短期課程 木材工芸科 700時間以上 家具製作、建具製作 －

鹿児島県立姶良高等技術専門
校

普通課程 メカトロニクス科 2,800時間以上

機械加工、金型製作、放
電加工、機械検査、機械
保全、電子回路接続、電
気機器組立て、電子機器
組立て、プリント配線板製
造、空気圧装置組立て、
油圧装置調整、機械・プラ
ント製図、電気製図

－

鹿児島県宮之城高等技術専門
校

普通課程 木材加工系木工科 2,800時間以上 表装、内装仕上げ施工 －

鹿児島県立吹上高等技術専門
学校

普通課程 建築機械整備科 700時間以上 － 農業機械整備

短期課程 委託訓練造園科 700時間以上 造園 －

短期課程 エクステリア科 700時間以上 タイル張り、左官 －

短期課程 設備システム科 700時間以上 配管 －

普通課程
印刷・製本系メディア・
アート科

2,800時間以上 製版、印刷 製版、印刷

短期課程 設備システム科 2,800時間以上 配管 配管

短期課程 造園ガーデニング科 700時間以上 造園、園芸装飾 －
園芸装飾の受検資格追加（平成
27年3月修了以降）

短期課程 メディア・アート科 700時間以上 製版、印刷 －
廃止（平成27
年4月1日）

短期課程 設備システム科 700時間以上 冷凍空気調和機器施工 －

福岡県立小竹高等技術専門校

沖縄県立具志川職業能力開発
校

沖縄県立浦添職業能力開発校

佐賀県立産業技術学院

長崎県立長崎高等技術専門校
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