
塗装科の
おすすめ
ポイント

対象者

訓練期間 定員／募集人数

総訓練時間
1日の

訓練時間

自己負担
見込額

施設見学&
説明会

選考日・
選考方法

合格発表日

訓練目標

主な就職先の
業態、職種、
就職実績等

地図
・

アクセス

取得可能
資格等

在校中
・ガス溶接技能講習修了証※
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了証※
・有機溶剤安全衛生教育修了証

修了後
・２級建築塗装技能士
・２級金属塗装技能士

建築塗装業・金属塗装業・自動車鈑金塗装業・木工塗装業
（就職先：日建塗装工業㈱、陽品ガスエンジニアリング㈱、令和テクノス㈱、(有)西川塗装店　等）

建築物、自動車、金属製品の下塗りから上塗りまでの塗装に関する知識とスキルを習得し、多能工と
して様々な業界で活躍できる人材を目指します。

主な訓練
カリキュラム

学科
248h

社会、生産工学概論、建築塗装法、金属塗装法、塗料、塗装機械及び
電気、安全衛生、関係法規、仕様及び積算、資格取得講座

実技
1,152h

測定器具の取扱、スプレーガンの取扱、サンダーつや出し機等の取扱、色彩、レタリン
グ、塗料の色合わせ作業、着色剤の色合わせ作業、塗料の調合作業、パテ付け作業、
金属の表面処理作業、木材の素地調整、はけ塗り作業、スプレーガン吹き付け作業、
塗膜の研磨作業、特殊塗料による塗装作業、エアーブラシ吹き付け作業、機械装置の安
全、有機溶剤の安全な取り扱い、金属塗装、木工塗装、自動車塗装、建築塗装、乾燥
炉、養生、ガス溶接等の設備の取扱、フルハーネスの取り扱い　　　　　等

１，４０0時間

　テキスト代・作業着代等
　　：年間約63,000 円

１月１１日（水）１３時～
１月１８日（水）１３時～
※見学については随時受付（要予約）

２月９日（木）
適性検査及び面接

（受験票及び当日の案内を
2/7(火)までに送付します）

２月１６日（木）
（結果をちばテク市原校で掲示する

とともに、全ての受験者に郵送で
結果を通知します）

７時間（８:５０～１６:２５）

令和５年４月６日～（１年間） ２０名／１５名

塗装科（ちばテク市原校）募集期間 R４.１2/２２(木)～R5.１/２7(金)

塗装科は「委託訓練コース受講申込書」ではなく、「入校願書」(P4)での申込になりま
す。「入校願書」はハローワークでも配布していますので、４㎝×３㎝の写真及び８４円
切手を貼付した返信用封筒を用意して居住地のハローワーク（R5.3月卒業見込の新規学
卒の方のみ実施校）にご相談ください。

建物の外壁や自動車、金属製品など、塗装は生活の様々な場面で必要とされています。
塗装科は少人数制（指導員１人に対し最大10人）で資格取得も丁寧にサポート。
１０代から50代まで幅広い年代の女性や男性が学んでいます。
求人も多いため（一人当たり求人５．２人(令和3年度)）、所在地域や企業規模など様々な選
択肢から企業を選ぶことができ、正社員就職率も非常に高いです。
（就職者に正社員が占める割合１００％（令和3年度））

・対象資格等を取得する意思を有し、正社員就職を希望する方
・原則として、受講開始日から遡って1年以内に公共職業訓練を受講していない方
・就職を希望し、ハローワークに求職申込をされている方又はこれから申込をされる方
　（※新規学卒者のみ除く）
・ハローワークの受講指示又は受講推薦等が得られる方（※新規学卒者のみ除く）
　　※この科は、令和5年3月に高校や大学等を卒業見込の新規学卒者や、学卒未就職者で
　　　卒業後1年以上経過していない方も受講できます。学卒未就職者で卒業後１年経過して
　　　いない方はハローワーク、R5.3月卒業見込の新規学卒者は実施校に御相談ください。

実施校 ちばテク市原校
(市原高等技術専門校)

住所：〒2９０-00５３ 市原市平田９８１－１

ＴＥＬ：０４３６－２２－０４０３

※18歳未満の方は18歳から有効

○ＪＲ五井駅東口下車、

徒歩１５分

※現在改修工事中のため

駐車場はありません。

ご来校の方は公共交通

機関をご利用ください。

※18歳未満の方は18歳から有効

予約不要
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建築科の
おすすめ
ポイント

対象者

訓練期間 定員／募集人数

総訓練時間
1日の

訓練時間

自己負担
見込額

施設見学&
説明会

選考日・
選考方法

合格発表日

訓練目標

主な就職先の
業態、職種、
就職実績等

地図
・

アクセス

２月９日（木）
適性検査及び面接

（受験票及び当日の案内を
2/7(火)までに送付します）

２月１６日（木）
（結果をちばテク東金校及び東金校HPで
掲示するとともに、全ての受験者に郵送で

結果を通知します）

実施校 ちばテク東金校
(東金高等技術専門校)

３０名／２０名

住所：〒283-0804 東金市油井１０６１－６

ＴＥＬ：０４７５－５２－３１４８

令和５年４月６日～（１年間）

１,４０７時間

テキスト・作業着代等
：年間約39,000円

(技能検定等受検料別途)

随時実施
要事前問合せ(予約)　04７５-５2-３１４８まで

７時間（９:００～１６:２５）

建築科（ちばテク東金校）募集期間 R４.１2/２２(木)～R5.１/２7(金)

日本の家の多くは木造建築。建築大工は今後もずっと必要です。
建築科は少人数制（指導員１人に対し最大１０人）で資格取得も丁寧にサポート。
１０代から60代まで幅広い年代の方が学んでいます。
求人も非常に多いため（一人当たり求人３３．１人(令和3年度)）、所在地域や企業規模など
様々な選択肢から企業を選ぶことができ、正社員就職率も高いです。
（就職者に正社員が占める割合９１．７％（令和３年度））

建築科は「委託訓練コース受講申込書」ではなく、「入校願書」(P4)での申込になりま
す。「入校願書」は、ハローワークでも配布していますので、４㎝×３㎝の写真及び８４
円切手を貼付した返信用封筒を用意して居住地のハローワーク（R5.3月卒業見込の新規
学卒の方のみ実施校）にご相談ください。

・建築大工の技能及び知識を習得する意思を有し、正社員就職を希望する方
・原則として、受講開始日から遡って1年以内に公共職業訓練を受講していない方
・就職を希望し、ハローワークに求職申込をされている方又はこれから申込をされる方
　（※新規学卒者のみ除く）
・ハローワークの受講指示又は受講推薦等が得られる方（※新規学卒者のみ除く）
　　※この科は、令和5年3月に高校や大学等を卒業見込の新規学卒者や、学卒未就職者で
　　　卒業後1年以上経過していない方も受講できます。学卒未就職者で卒業後１年経過して
　　　いない方はハローワーク、R5.3月卒業見込の新規学卒者は実施校に御相談ください。

建築大工として、家づくり等に関する知識とスキルを習得し、建設業界で活躍できる人材を目指します。

取得可能
資格等

在校中

・３級建築大工技能士
・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※
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了証※
・高所作業車特別教育修了証※

修了後 ・２級建築大工技能士

主な訓練
カリキュラム

学科
182h

社会、建築生産概論、建築構造概論、建築設備、規矩術、測量、材料、
建築製図、工作法、施工法、安全衛生、関係法規、仕様及び積算

実技
1,225h

電動・木工機械の安全な操作方法、材料の使い勝手と木取り、構造材の継手・仕口の墨
付け加工、土台墨付け加工、柱墨付け加工、屋根材の墨付け加工、土台の据え付け、建
て方、屋根工事、和室及び洋室製作、階段製作、解体工事、３級技能士受検対策　等

建設会社・工務店・設計会社
（就職先：住友林業ホームエンジニアリング㈱、積和建設東関東㈱　　等）

○東金駅入口ちばフラワーバス千葉行にて

「丘山小学校」下車、徒歩１５分

○ＪＲ千葉駅前10番乗場 フラワーライナー成東行

にて「丘山小学校」下車、徒歩１５分

○ＪＲ千葉駅前18番乗場 レイクサイドライナー

東金駅西口行、又は片貝駅行(一部)にて

「高等技術専門校」下車、徒歩１分

車通学可

※18歳未満の方は18歳から有効

※車通学は許可制

※18歳未満の方は18歳から有効※18歳未満の方は18歳から有効
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左官技術科
の

おすすめ
ポイント

対象者

訓練期間 定員／募集人数

総訓練時間
1日の

訓練時間

自己負担
見込額

施設見学&
説明会

選考日・
選考方法

合格発表日

訓練目標

主な就職先の
業態、職種、
就職実績等

地図
・

アクセス

取得可能
資格等

在校中

・３級左官技能士
・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※
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了証※
・高所作業車特別教育修了証※
・自由研削といし取替業務特別教育修了証※

修了後 ・２級左官技能士

建設会社・工務店・設計会社・独立開業等
（就職先：㈱サクラ工業、㈱ジャスト・アンダー、(有)村越左官工業、(有)東総ホームサービス　等）

塗り壁等の各種塗装、ブロック組積、タイル張り等に関する知識とスキルを習得し、左官として即戦力で活躍
できる人材を目指します。

主な訓練
カリキュラム

就労型
訓練
350h

左官基本作業、左官応用作業、左官関連作業

学科
1４０h

社会、左官施工法、材料、ブロック施工法、タイル施工法、建築構造、仕様・積算、製
図、安全衛生

実技
５６７h

機械操作基本実習、測定及び墨出し実習、調合実習、左官施工実習、張り物及び組積実
習、足場実習、養生実習、安全衛生作業法

１，０５７時間

テキスト・作業着代等
：９か月 約39,000円

　(技能検定等受検料別途)

随時実施
要事前問合せ(予約)　04７５-５2-３１４８まで

２月９日（木）
適性検査及び面接

（受験票及び当日の案内を
2/7(火)までに送付します）

２月１６日（木）
（結果をちばテク東金校及び東金校HPで
掲示するとともに、全ての受験者に郵送で

結果を通知します）

７時間（９:００～１６:２５）

令和５年４月６日～（９か月） ８名／3名

左官技術科【デュアル】（ちばテク東金校）募集期間 R４.１2/２２(木)～R5.１/２7(金)

左官技術科（デュアルシステム訓練）は「委託訓練コース受講申込書」ではなく、「入校
願書」(P4)での申込になります。「入校願書」はハローワークでも配布していますので、４
㎝×３㎝の写真及び８４円切手を貼付した返信用封筒を用意して居住地のハローワーク
（R5.3月卒業見込の新規学卒の方のみ実施校）ご相談ください。

今、自然の素材を使った人に優しい塗り壁が注目されています。
左官技術科は、塗り壁工法等を学ぶ6か月の訓練と企業での３か月のパート就労を組み合わせた
コースで、企業で実際の仕事も経験でき、就職後もすぐに活躍できます。
求人も非常に多いため（一人当たり求人１４．８人(令和3年度)）、所在地域や企業規模など
様々な選択肢から企業を選ぶことができ、正社員就職率も高いです。
（就職者に正社員が占める割合６６．７％（令和３年度））

・対象資格等を取得する意思を有し、正社員就職を希望する方
・原則として、受講開始日から遡って1年以内に公共職業訓練を受講していない方
・就職を希望し、ハローワークに求職申込をされている方又はこれから申込をされる方
　（※新規学卒者のみ除く）
・ハローワークの受講指示又は受講推薦等が得られる方（※新規学卒者のみ除く）
　　※この科は、令和5年3月に高校や大学等を卒業見込の新規学卒者や、学卒未就職者で
　　　卒業後1年以上経過していない方も受講できます。学卒未就職者で卒業後１年経過して
　　　いない方はハローワーク、R5.3月卒業見込の新規学卒者は実施校に御相談ください。

実施校 ちばテク東金校
(東金高等技術専門校)

住所：〒283-0804 東金市油井１０６１－６

ＴＥＬ：０４７５－５２－３１４８

※18歳未満の方は18歳から有効

※車通学は許可制

○東金駅入口ちばフラワーバス千葉行にて

「丘山小学校」下車、徒歩１５分

○ＪＲ千葉駅前10番乗場 フラワーライナー成東行

にて「丘山小学校」下車、徒歩１５分

○ＪＲ千葉駅前18番乗場 レイクサイドライナー

東金駅西口行、又は片貝駅行(一部)にて

「高等技術専門校」下車、徒歩１分

車通学可
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入
校
ま
で
の
流
れ
と
入
校
願
書
の
提
出
方
法

障害者高等技術専門校のコースをお申し込みの方は、本願書とは書式が異なりますので、障害者高等技術専門校にお問い合わせください。
※欄は記入しないでください。

修了年    月

※受講指示・推薦の区分

受講指示の　　　有　　　無

受講推薦の　　　有　　　無

①自動車整備科
⑥機械技術科
⑧冷凍空調設備科
⑪造園科（1年コース）
⑮NC機械加工科（デュアルシステム訓練）
⑯空間デザイン科

（納付対象訓練科）
②電気工事科
⑦システム設計科
⑩NC機械加工科
⑭自動車整備科

県証紙2,200円を貼り付けてください。

切りとるか、コピーをとってお使い下さい

●各高等技術専門校の郵便番号・住所は裏表紙をご覧ください。
●入校願書と84円切手を貼った返信用封筒を入れ、必ず【簡易書留】で郵送してください。
（返信用封筒は、受験票を返送するためのものです。）
●受験票が、選考日の2日前
　までに到着しない場合は、
　提出先の高等技術専門校へ
　ご連絡ください。
●封筒に 入校願書在中 と朱書
　きしてください。
●封筒の大きさは自由です。

■返信用封筒の書き方
●封筒（長3型封筒120mm×
235mm)に84円切手を
　貼り付けます。
●あなたの郵便番号・住所・
　氏名を記入します。

（
あ
な
た
の
住
所
と
氏
名
）

（
高
等
技
術
専
門
校
の
住
所
）

○
○
高
等
技
術
専
門
校
御
中

一般入校選考（普通課程・短期課程）

障害のある方を対象とした訓練科

① 入校願書（指定様式）・写真（4cm×3cm）貼付
② 自動車整備科のみ高等学校卒業証明書又は、高等学校卒業見込証明書

推薦入校選考（普通課程） ① 入校願書（指定様式）・写真（4cm×3cm）貼付
② 調査書、推薦書（指定様式）、志願理由書（指定様式）

① 入校願書（指定用紙）・写真（４cm×３cm）貼付
② 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し、
　 又は公的機関による障害者であることの証明書
③ 精神障害者の方は、主治医の意見書（ハローワーク規定様式）及び社会生活等状況確認書

一般入校選考（普通課程・短期課程）

障害のある方を対象とした訓練科

推薦入校選考（普通課程）

各
高
等
技
術
専
門
校
へ

願
書
提
出

入
校
選
考

合
格
発
表

入
　校

ハローワークに相談

●新規学卒者・新卒者
　 中学・高校・大学等を
　 卒業見込みの方

●新規学卒者以外の方
 ・求職者の方
 ・障害のある方　等

障害のある方

① 中学校、高等学校、短大、大学等を卒業見込みの方は、入校を希望する各高等技術専門校へ直
接提出するか郵送してください。直接提出する場合の受付時間…8:30～17:15（土曜日、日
曜日、祝日を除く）
直接提出する場合、返信用封筒は不要です。郵送する場合は返信用封筒（84円切手貼付）が
必要となります。

② ①以外の方は、住所地を管轄するハローワークにご相談の上、入校願書に返信用封筒（84円
切手貼付）を添えて提出してください。
※提出期限は、募集期間の最終日の消印まで有効となります。

① 高等学校長から入校を希望する各高等技術専門校長へ提出してください。
　 ※学校長宛てに合否を通知しますので、個人宛ての返信用封筒は不要です。

①住所を管轄するハローワークにご相談の上、提出してください。

■封入するもの

①入校願書 ②84円切手を貼った
返信用封筒

※入校願書は折り曲げても
かまいません

84円
切手 （

あ
な
た
の
住
所
）

（
あ
な
た
の
氏
名
）様

【入校までの流れ】

【提出書類】

【入校願書の提出方法】

【郵送用封筒の書き方（例）】
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Q
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A
　
よ
く
あ
る
質
問

関係機関｜ハローワーク（公共職業安定所）・ジョブカフェ

ハローワーク千葉
ハローワーク千葉南
ハローワーク市川
ハローワーク銚子
ハローワーク館山
ハローワーク木更津
ハローワーク佐原
ハローワーク茂原
ハローワークいすみ
ハローワーク松戸
ハローワーク野田
ハローワーク船橋（第2庁舎）
ハローワーク成田（駅前庁舎）
ジョブカフェちば

関係機関 住　　所 電話番号
〒261-0001
〒260-0842
〒272-8543
〒288-0041
〒294-0047
〒292-0831
〒287-0002
〒297-0078
〒298-0004
〒271-0092
〒278-0027
〒273-0005
〒286-0033
〒273-0005

043-242-1181
043-300-8609
047-370-8609
0479-22-7406
0470-22-2236
0438-25-8609
0478-55-1132
0475-25-8609
0470-62-3551
047-367-8609
04-7124-4181
047-420-8609
0476-89-1700
047-426-8471

千葉市美浜区幸町1-1-3
千葉市中央区南町2-16-3　海気館蘇我駅前ビル3F・4F
市川市南八幡5-11-21
銚子市中央町8-16
館山市八幡815-2
木更津市富士見1-2-1　スパークルシティ木更津ビル5F
香取市北1-3-2
茂原市高師台1-5-1　茂原地方合同庁舎1F
いすみ市大原8000-1
松戸市松戸1307-1　松戸ビル3F
野田市みずき2-6-1
船橋市本町2-1-1　船橋スクエア21ビル
成田市花崎町828-11  スカイタウン成田3F
船橋市本町1-3-1　フェイスビル9F

入校願書記入方法

千葉県収入証紙は、お近くの地域振興事務所及び千葉県内の市町村役場の出納関係
部署や交通安全協会などで販売しています。

（千葉県収入証紙に関するお問い合わせ先）
　千葉県出納局総務班 電話 043-223-3309

外国籍をお持ちの方へ

Ⓐ 記入にあたっては、ペン又はボールペンを
使用し、インクは青又は黒で記入してくだ
さい。

Ⓑ 数字は算用数字を記入してください。
Ⓒ 氏名には、通称名は使用しないでください。
性別欄等は該当するものを○で囲んでくだ
さい。

Ⓓ 写真は申込前６か月以内に上半身、脱帽、
正面向きで撮影したもの（タテ４cm、ヨコ
３cm）を１枚のり付けしてください。

Ⓔ 第２希望科は希望者のみ記入してください。
 (但し、第１希望科と同じ校に設置している
訓練科とする。）

Ⓕ 入校選考料は、千葉県収入証紙（2,200円）
　で納付していただきます。納付が必要な訓
　練科は、下記のとおりです。
①自動車整備科
②電気工事科
⑥機械技術科
⑦システム設計科
⑧冷凍空調設備科
⑩NC機械加工科
⑪造園科（１年コース）
⑭自動車整備科
⑮NC機械加工科（デュアルシステム訓練）
⑯空間デザイン科

Ⓖ ※欄は記入しないでください。
Ⓗ  記入方法が不明な場合は、入校を希望する
  高等技術専門校へお問い合わせください。
Ⓘ 新規学卒者の方で令和５年３月までに卒業
見込みの方は、希望する高等技術専門校へ
お申し込みください。
（ただし、障害のある方等は公共職業安定
所（ハローワーク）でご相談の上、お申し
込みください。）

Ⓙ 新規学卒者以外の方（求職中の方、障害の
ある方等）は、必ず住所地の公共職業安定
所（ハローワーク）にご相談の上、お申し
込みください。

Ⓚ 障害者高等技術専門校のコースをお申し込
みの方は入校願書の様式が異なります。
直接障害者高等技術専門校へお問い合わせ
ください。
※この入校願書の個人情報は、入校選考に

　　 関する業務以外の目的には使用いたしま
　　 せん。

障害者高等技術専門校のコースをお申し込みの方は、本願書とは書式が異なりますので、障害者高等技術専門校にお問い合わせください。
※欄は記入しないでください。

修了年    月

※受講指示・推薦の区分

受講指示の　　　有　　　無

受講推薦の　　　有　　　無

①自動車整備科
⑥機械技術科
⑧冷凍空調設備科
⑪造園科（1年コース）
⑮NC機械加工科（デュアルシステム訓練）
⑯空間デザイン科

②電気工事科
⑦システム設計科
⑩NC機械加工科
⑭自動車整備科

県証紙2,200円を貼り付けてください。

（納付対象訓練科）

千　葉　　太　郎

入校を希望される場合は、事前にちばテク各校又は
千葉県商工労働部産業人材課までご相談ください。
（裏表紙ちばテク各校一覧をご確認ください）

Q

Q

Q

Q

Q

Q

■授業時間は
平日８時50分から16時30分まで（各校により若干異なります）。
土曜・日曜・祝日は休校日です。

■資格はとれますか
各訓練科で仕事に必要な様々な資格が取得できます。
詳しくは、各訓練科の取得可能資格欄をご確認ください。

■特典はありますか
訓練期間が１年以上の訓練科では、公共交通機関の定期乗車券を購入される際に、学割が適用されます。
授業料のかかる訓練科（有料コース）には、授業料の減免制度があります。
一定要件に該当する方は、求職者支援制度を活用した訓練の受講が可能です。詳しくは住所地のハ
ローワークにご相談ください。

新規学卒者又はそれ以外の方で申込先が異なります。19ページの【入校までの流れ】をご確認ください。

公共機関の利用が原則になりますが、許可を得られた生徒は自家用車での通学ができます。

入校料として、5,650円納付していただきます。授業料として、普通課程では年間118,800円がかか
りますが、短期課程は無料となっております。

ぜひ、見学にいらしてください。また各校で説明会や体験学習会を開催しております。
ホームページもしくは、電話にて各校にお問い合わせください。

20ページの入校願書をお使いください。また、ホームページからダウンロードして、プリントアウト
したものでも使えます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/senmonkou/

普通課程（２年コース・１年コース）は推薦入校選考が8月29日、一般入校選考が9月26日より受付
を開始します。短期課程は、入校時期により異なりますので18ページの募集日程をご確認ください。

PR動画公開中ちばテクって、どんなところ？Q

入校の申し込みはどこでできますか？

自動車で通学できますか？

入学金はありますか？

見学はできますか？

願書はどこでもらえますか？

各訓練科の訓練生募集の受付時期は？
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