
千葉県立高等技術専門校のご案内（愛称：ちばテク）

企業の人事担当者さま

９か月コース 取得可能な資格等 入校月 定員（人） 実施校

金 属 加 工 科 ※

■在校中
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証
●玉掛け技能講習修了証
●フォークリフト運転技能講習修了証
●小型移動式クレーン運転技能講習

４月
10月

10 船橋校

左 官 技 術 科 ※

■在校中
●高所作業車特別教育修了証  
●玉掛け技能講習修了証  
●小型車両系建設機械特別教育修了証  
●自由研削といしの取替業務特別教育修了証  
●丸のこ等取扱従事者安全衛生教育修了証  
●振動工具取扱作業者安全衛生教育修了証  
●３級左官技能士  

■修了後
●２級左官技能士

●刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証

●クレーン運転特別教育修了証
●自由研削といしの取替業務特別教育修了証
●プレス作業特別教育修了証
●アーク溶接適格性証明書(基本級)
●半自動溶接適格性証明書(基本級)

４月 8 東金校

６か月コース 取得可能な資格等 入校月 定員（人） 実施校

ビ ル メ ン テ
ナ ン ス 科

■在校中
●ニ級ボイラー技士
●ボイラー実技講習修了証

■修了後
●第二種電気工事士   
●第二種冷凍機械責任者   
●第三種冷凍機械責任者   
●一級ボイラー技士（ボイラー取扱い実務経験２年）   

４月
10月

15 市原校

造 園 科

■在校中
●刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証
●伐木等の業務に係る特別教育修了証
●２級造園技能士（高等学校で造園職種に関する学科を履修した方）

■修了後
●２級造園技能士

 

４月
７月

10月
１月

11 我孫子校

左 官 技 術 科

■在校中
●高所作業車特別教育修了証
●玉掛け技能講習修了証
●小型車両系建設機械特別教育修了証
●自由研削といしの取替業務特別教育修了証
●丸のこ等取扱従事者安全衛生教育修了証
●振動工具取扱作業者安全衛生教育修了証
●３級左官技能士

■修了後
●２級左官技能士

●刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証

７月
１月

8 東金校

障害のある方のコース 訓練期間 入校月 定員（人） 実施校

情 報 技 術 科
DTP・Web デザインコース １年 ４月 10

障害者校

福祉住環境・CADコース １年 ４月 10

情 報 事 務 科
PC ビジネスコース １年

１年

４月

４月

20

10職域開拓コース

基 礎 実 務 科
基礎実務コース １年 ４月 20

短期実務コース ６か月 ４月・10月 5

事 務 実 務 科 （知的障害のある方のコース） １年 ４月 10 我孫子校

※のついているコースは、日本版デュアルシステム訓練となります。デュアルシステムとは、高等技術専門校での基礎訓練と企業での実習(有期パート就労)を組み合わせた訓練
　です。デュアル訓練は企業での就労を経験することにより、より確実に就職に結びつける実践的な訓練です。

高等技術専門校では、企業において「即戦力となる人材」の育成に力を注いでいます。
在校生は、就職を目指し、知識・技能を取得するため真剣に取り組んでいます。求
人の際にはぜひ高等技術専門校をご検討ください。

　高等技術専門校では、中学校・高等学校を卒業して就職をしようとする人をはじめ再就職や転職をしようとしている方
などに、必要な職業能力開発を行い、企業での活躍が期待される「ひとづくり」を目指しています。

各コースの紹介
２年コース 取得可能な資格等 入校月 定員（人） 実施校

メ カ ニ カ ル
エ ン ジ ニ ア 科

■在校中
●３級・２級機械製図技能士
●玉掛け技能講習修了証
●ガス溶接技能講習修了証

●アーク溶接特別教育修了証
●３級・２級テクニカルイラストレーション技能士
●３級・２級普通旋盤技能士
●３級・２級フライス盤技能士

４月 20 船橋校

自 動 車 整 備 科
■在校中
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証
●低圧電気取扱業務特別教育修了証

■修了後
●ニ級自動車整備士技能登録試験受験資格
　　(２年間実技試験免除）

４月
23 市原校

20 旭　校

シ ス テ ム
設 計 科

■在校中
●基本情報技術者（午前試験免除制度利用可能）
●ITパスポート
●情報処理技術者能力認定試験

●C言語プログラミング能力認定試験３級・２級
●EXCEL表計算処理技能認定試験２級・１級
●Webクリエイター能力認定試験

４月 20 船橋校

ディスプレイ科

■在校中
●カラーコーディネーター検定試験３級
●色彩検定３級～１級
●レタリング技能検定４級～２級
●トレース技能検定３級
●丸のこ等取扱従事者安全衛生教育修了証
●３級広告美術仕上げ技能士

●高所作業車特別教育修了証
●玉掛け技能講習修了証
●商業施設士補
■修了後
●２級広告美術仕上げ技能士(学科試験免除）
●２級内装仕上げ技能士(学科試験免除）
●商業施設士

４月 20 東金校

1年コース 取得可能な資格等 入校月 定員（人） 実施校

NC 機械加工科
■在校中
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証
●CAD利用技術者試験１級・２級 

 

■修了後
●２級機械加工等技能士(学科試験免除）

■在校中
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証
●CAD利用技術者試験１級・２級

■修了後
●２級機械加工等技能士(学科試験免除）

４月 20 我孫子校

NC機械加工科※ ４月 15 旭　校

冷凍空調設備科

■在校中
●第三種冷凍機械責任者
●ニ級ボイラー技士
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証

●玉掛け技能講習修了証  
●第二種電気工事士  ４月 20 船橋校

電 気 工 事 科
■在校中
●低圧電気取扱業務特別教育修了証

■修了後
●第二種電気工事士
●第一種電気工事士（要実務経験） ４月 30 市原校

溶接非破壊検査科

■在校中
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証
●玉掛け技能講習修了証
●クレーン運転特別教育修了証
●アーク溶接適格性証明書(基本級）
●半自動溶接適格性証明書(基本級）

■修了後
●ステンレス鋼溶接適格性証明書(基本級）
●アルミニウム溶接技術資格証明書(基本級）
●非破壊試験技術者浸透探傷レベル１
●非破壊試験技術者浸透探傷レベル２
●非破壊試験技術者超音波探傷レベル１

４月 20 市原校

造 園 科

■在校中
●小型移動式クレーン運転技能講習修了証
●玉掛け技能講習修了証
●２級造園技能士
 （高等学校で造園職種に関する学科を履修した方）
●小型車両系建設機械特別教育修了証

■修了後
●２級造園技能士(学科試験免除）
●２級造園施工管理士(実務経験３年６か月)

●刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証
●伐木等の業務に係る特別教育修了証 

 ４月 20 我孫子校

建 築 科

■在校中
●丸のこ等取扱従事者安全衛生教育修了証
●小型車両系建設機械特別教育修了証
●高所作業車特別教育修了証
●玉掛け技能講習修了証
●３級建築大工技能士

■修了後
●２級建築大工技能士（実務経験免除）
●木材加工用機械作業主任者技能講習修了証
●枠組壁建築技能士 ４月 30 東金校

塗 装 科
■在校中
●ガス溶接技能講習修了証

■修了後
●２級建築塗装技能士
●２級金属塗装技能士

４月 20 市原校

※のついているコースは、日本版デュアルシステム訓練となります。デュアルシステムとは、高等技術専門校での基礎訓練と企業での実習（有期パート就労）を組み合わせた訓練
です。デュアル訓練は企業での就労を経験することにより、より確実に就職に結びつける実践的な訓練です。

●タイヤ空気充てん業務特別教育修了証
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千葉県立高等技術専門校のご案内（愛称：ちばテク）

企業の人事担当者さま

９か月コース 取得可能な資格等 入校月 定員（人） 実施校

金 属 加 工 科 ※

■在校中
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証
●玉掛け技能講習修了証
●フォークリフト運転技能講習修了証
●小型移動式クレーン運転技能講習

４月
10月

10 船橋校

左 官 技 術 科 ※

■在校中
●高所作業車特別教育修了証  
●玉掛け技能講習修了証  
●小型車両系建設機械特別教育修了証  
●自由研削といしの取替業務特別教育修了証  
●丸のこ等取扱従事者安全衛生教育修了証  
●振動工具取扱作業者安全衛生教育修了証  
●３級左官技能士  

■修了後
●２級左官技能士

●刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証

●クレーン運転特別教育修了証
●自由研削といしの取替業務特別教育修了証
●プレス作業特別教育修了証
●アーク溶接適格性証明書(基本級)
●半自動溶接適格性証明書(基本級)

４月 8 東金校

６か月コース 取得可能な資格等 入校月 定員（人） 実施校

ビ ル メ ン テ
ナ ン ス 科

■在校中
●ニ級ボイラー技士
●ボイラー実技講習修了証

■修了後
●第二種電気工事士   
●第二種冷凍機械責任者   
●第三種冷凍機械責任者   
●一級ボイラー技士（ボイラー取扱い実務経験２年）   

４月
10月

15 市原校

造 園 科

■在校中
●刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証
●伐木等の業務に係る特別教育修了証
●２級造園技能士（高等学校で造園職種に関する学科を履修した方）

■修了後
●２級造園技能士

 

４月
７月

10月
１月

11 我孫子校

左 官 技 術 科

■在校中
●高所作業車特別教育修了証
●玉掛け技能講習修了証
●小型車両系建設機械特別教育修了証
●自由研削といしの取替業務特別教育修了証
●丸のこ等取扱従事者安全衛生教育修了証
●振動工具取扱作業者安全衛生教育修了証
●３級左官技能士

■修了後
●２級左官技能士

●刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証

７月
１月

8 東金校

障害のある方のコース 訓練期間 入校月 定員（人） 実施校

情 報 技 術 科
DTP・Web デザインコース １年 ４月 10

障害者校

福祉住環境・CADコース １年 ４月 10

情 報 事 務 科
PC ビジネスコース １年

１年

４月

４月

20

10職域開拓コース

基 礎 実 務 科
基礎実務コース １年 ４月 20

短期実務コース ６か月 ４月・10月 5

事 務 実 務 科 （知的障害のある方のコース） １年 ４月 10 我孫子校

※のついているコースは、日本版デュアルシステム訓練となります。デュアルシステムとは、高等技術専門校での基礎訓練と企業での実習(有期パート就労)を組み合わせた訓練
　です。デュアル訓練は企業での就労を経験することにより、より確実に就職に結びつける実践的な訓練です。

高等技術専門校では、企業において「即戦力となる人材」の育成に力を注いでいます。
在校生は、就職を目指し、知識・技能を取得するため真剣に取り組んでいます。求
人の際にはぜひ高等技術専門校をご検討ください。

　高等技術専門校では、中学校・高等学校を卒業して就職をしようとする人をはじめ再就職や転職をしようとしている方
などに、必要な職業能力開発を行い、企業での活躍が期待される「ひとづくり」を目指しています。

各コースの紹介
２年コース 取得可能な資格等 入校月 定員（人） 実施校

メ カ ニ カ ル
エ ン ジ ニ ア 科

■在校中
●３級・２級機械製図技能士
●玉掛け技能講習修了証
●ガス溶接技能講習修了証

●アーク溶接特別教育修了証
●３級・２級テクニカルイラストレーション技能士
●３級・２級普通旋盤技能士
●３級・２級フライス盤技能士

４月 20 船橋校

自 動 車 整 備 科
■在校中
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証
●低圧電気取扱業務特別教育修了証

■修了後
●ニ級自動車整備士技能登録試験受験資格
　　(２年間実技試験免除）

４月
23 市原校

20 旭　校

シ ス テ ム
設 計 科

■在校中
●基本情報技術者（午前試験免除制度利用可能）
●ITパスポート
●情報処理技術者能力認定試験

●C言語プログラミング能力認定試験３級・２級
●EXCEL表計算処理技能認定試験２級・１級
●Webクリエイター能力認定試験

４月 20 船橋校

ディスプレイ科

■在校中
●カラーコーディネーター検定試験３級
●色彩検定３級～１級
●レタリング技能検定４級～２級
●トレース技能検定３級
●丸のこ等取扱従事者安全衛生教育修了証
●３級広告美術仕上げ技能士

●高所作業車特別教育修了証
●玉掛け技能講習修了証
●商業施設士補
■修了後
●２級広告美術仕上げ技能士(学科試験免除）
●２級内装仕上げ技能士(学科試験免除）
●商業施設士

４月 20 東金校

1年コース 取得可能な資格等 入校月 定員（人） 実施校

NC 機械加工科
■在校中
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証
●CAD利用技術者試験１級・２級 

 

■修了後
●２級機械加工等技能士(学科試験免除）

■在校中
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証
●CAD利用技術者試験１級・２級

■修了後
●２級機械加工等技能士(学科試験免除）

４月 20 我孫子校

NC機械加工科※ ４月 15 旭　校

冷凍空調設備科

■在校中
●第三種冷凍機械責任者
●ニ級ボイラー技士
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証

●玉掛け技能講習修了証  
●第二種電気工事士  ４月 20 船橋校

電 気 工 事 科
■在校中
●低圧電気取扱業務特別教育修了証

■修了後
●第二種電気工事士
●第一種電気工事士（要実務経験） ４月 30 市原校

溶接非破壊検査科

■在校中
●ガス溶接技能講習修了証
●アーク溶接特別教育修了証
●玉掛け技能講習修了証
●クレーン運転特別教育修了証
●アーク溶接適格性証明書(基本級）
●半自動溶接適格性証明書(基本級）

■修了後
●ステンレス鋼溶接適格性証明書(基本級）
●アルミニウム溶接技術資格証明書(基本級）
●非破壊試験技術者浸透探傷レベル１
●非破壊試験技術者浸透探傷レベル２
●非破壊試験技術者超音波探傷レベル１

４月 20 市原校

造 園 科
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 （高等学校で造園職種に関する学科を履修した方）
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※のついているコースは、日本版デュアルシステム訓練となります。デュアルシステムとは、高等技術専門校での基礎訓練と企業での実習（有期パート就労）を組み合わせた訓練
です。デュアル訓練は企業での就労を経験することにより、より確実に就職に結びつける実践的な訓練です。

●タイヤ空気充てん業務特別教育修了証
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　高齢・障害・求職者雇用支援機構では、生産性の向上や新たな製品づくりといった企業の生産現場が抱え
る問題解決のために、機械系、電気・電子系、居住系の「ものづくり分野」を中心として、設計・開発、加工・組立、
工事・施工、設備保全などの実習主体の訓練コース「能力開発セミナー」を体系的に実施しています。
　詳しくは千葉県内の施設のホームページ（http://www.jeed.or.jp/location/shibu/chiba/index.html）
をご覧ください。なお、パンフレットをご希望の方は下記までお問い合わせください。
　また、あらかじめ設定されているコース以外にも、企業・事業主団体の皆様のご要望に応じた「オーダー
メイド型能力開発セミナー」のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】
ポリテクセンター千葉　　　　　　　　　　　　　　　訓 練 第 二 課　TEL：043-422-4622

ポリテクセンター君津　　　　　　　　　　　　　　　訓 練 課　TEL：0439-52-0219

高度ポリテクセンター　　　　　　　　　　　　　　　事 業 課　TEL：043-296-2582

ポリテクカレッジ千葉（千葉職業能力開発短期大学校）千葉キャンパス　TEL：043-242-4193
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成田キャンパス　TEL：0476-22-4351

千葉県立高等技術専門校一覧
（愛称：ちばテク）

「やりたい」を「できる」に

ご相談は各校へ。見学も歓迎します。
千葉県ホームページ　https://www.pref.chiba.lg.jp/

校　　名 訓練科 定員 訓練期間 入校時期

市原高等技術専門校
（ちばテク市原校）
TEL.0436-22-0403
〒290-0053　市原市平田981－１

●自動車整備科
●電気工事科
●溶接非破壊検査科
　塗装科
　ビルメンテナンス科

23 2年 4月
30 1年 4月
20 1年 4月
20 1年 4月
15 ６か月 4月・10月

船橋高等技術専門校
(ちばテク船橋校）
TEL.047-433-2790
〒273-0014　船橋市高瀬町31－７

●メカニカルエンジニア科
●システム設計科
●冷凍空調設備科
　金属加工科（デュアルシステム）

20 2年 4月
20 2年 4月
20 1年 4月
10 ９か月 4月・10月

我孫子高等技術専門校
（ちばテクあびこ校）
TEL.04-7184-6411
〒270-1163　我孫子市久寺家684－１

●NC機械加工科
●造園科
　造園科（短期課程）
　事務実務科（知的障害者対象）

20 1年 4月
20 1年 4月
11 ６か月 4・７・10・１月
10 1年 4月

旭高等技術専門校
(ちばテク旭校）
TEL.　0479ｰ62-2508
〒289-2505　旭市鎌数5146

●自動車整備科 20 2年 4月
●NC機械加工科（デュアルシステム） 15 1年 4月

東金高等技術専門校
（ちばテク東金校）
TEL.0475-52-3148
〒283-0804　東金市油井1061－６

●ディスプレイ科 20 2年 4月
　建築科 30 1年 4月
　左官技術科（デュアルシステム） 8 ９か月 4月
　左官技術科（短期課程） 8 ６か月 ７月・1月

障害者高等技術専門校
（ちばテク障害者校）
TEL.043-291-7744
〒266-0014　千葉市緑区大金沢町470

情報技術科
　DTP・Ｗｅｂデザインコース 10 1年 4月
　福祉住環境・CADコース 10 1年 4月
情報事務科
　ＰＣビジネスコース 20 1年 4月

10 1年 4月　職域開拓コース
基礎実務科
　基礎実務コース 20 1年 4月
　短期実務コース 5 ６か月 4月・10月

●印は高卒程度の学力が必要な訓練科です。(授業料がかかります)

ちばテク 検　索

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する能力開発セミナーのご案内
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