
  

  

【板金科・修了生】 
 

 求職中にハローワークの職員さんに勧められたことが、この訓練を知るきっかけでした。取得する資格

数の多さと、自動車関連の仕事に興味があったため板金科を受講しました。 

 実際の訓練内容ですが、前半部分は主に金属塗装３級や技能講習等の資格取得が中心、後半部分で鉄板

から自動車のドアやフェンダー等部品の板金塗装を行いました。途中パソコン操作や体育等の息抜きもあ

り、とても楽しめるカリキュラムでした。 

 講師や同窓生も良い人達で授業に専念することができ、有意義な時間が過ごせました。 

 １年間の訓練は長いようであっという間でしたが、これから社会に出る準備として、とてもいい経験に

なりました。 

 

【電気工事科・修了生】 
 

 私は電気工事科の訓練を受講して様々な国家資格、技能講習等を取得することができました。 

 実際の訓練は電気工事士の資格取得が最大の目標であり、筆記試験の勉強は正直な所辛い部分もありま

したが、先生方の丁寧な指導のお陰で無事合格することができました。更に玉掛け、高所作業車、アーク

溶接等の資格も同時に取得しました。 

 また、訓練を通して自主的に考え、行動することを身につけることができ、就職してからもこの経験を

活かして頑張っていきたいと思います。 

 少しでも電気工事に興味があり、今後の仕事として検討している方にはこの訓練を受講することは大い

に意義があると思います。ぜひ入校をお薦めします。 

修了生の声 

 この訓練は北海道が実施主体となり、｢一般社団法人中空知地域職業訓練セン

ター協会｣に委託して実施する公共職業訓練です。 

 一定の要件を満たせば、職業訓練受講給付金や技能者育成資金(返済義務あり)

などの援助を受けることができます。 

スキルアップセンター空知〔中空知地域職業訓練センター〕 

〒073-0025 滝川市流通団地3丁目6番23号 TEL（0125）24-1880 http://www.sorachi.ac.jp/ 

〒073-0023 滝川市緑町2丁目5番1号 TEL（0125）22-3416 http://www.hellowork.go.jp/ 

北海道立札幌高等技術専門学院 能力開発総合センター 
〒065-0027 札幌市東区北27条東16丁目  TEL（011）781-7192 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sps/index.htm    

北海道立札幌高等技術専門学院 
◆訓練施設：スキルアップセンター空知（滝川市） 

板 金 科 電気工事科 

 

“新たな可能性の発見” 
あなたの腕が未来を変える！ 

ハローワーク滝川〔滝川公共職業安定所〕 ※または最寄りのハローワーク 

～お問い合わせ先～ 

 授業料無料 

 ☆新年度より｢足場の組立特別教育｣を導入  

 ☆ドローン操縦訓練を実施 

 ☆国家資格の｢３級塗装技能士（金属塗装）｣ 

              取得を目指します  

「訓練の見学をご希望の方は、 

スキルアップセンター空知へご連絡ください 」 



板 

金 

科 

定員７名 

[１年訓練] 訓練期間: 
令和２年４月１３日～ 

令和３年３月１６日 訓練時間:1,400時間 

●板金加工および溶接に必要な基本知識や技能の習得 

●工場板金に用いる機器工具の取扱いと建築板金の施工作業に 

 必要な基本技能を習得 

●自動車板金塗装に用いる機器工具の取扱い、板金修復作業、 

 塗装作業に必要な基本技能を習得 

訓
練
目
標 

３級技能検定（金属塗装） 

ガス溶接技能講習 

高所作業車運転技能講習 

玉掛け技能講習 

アーク溶接特別教育 

クレーン特別教育 

研削といし特別教育 

足場の組立て等特別教育 

危険物取扱者(乙種第四類) 

取
得
可
能
な
国
家
資
格 

●金属の特性および基礎加工技術を習得することにより、 

 板金加工に必要な各資格の取得、建設業・製造業の板金 

 企業から求められる人材の育成 

●自動車板金塗装の工程手順を身につけ、即戦力として自 

 動車整備業から求められる人材の育成 

仕
上
が
り
像 

板金工作法、材料、 

製図・展開図、 

塗装・安衛法、 

溶接法、危険物取扱 

学 

科 

機械操作実習、溶接基本実習 

板金工作実習、板金塗装実習 

自動車板金実習、安全衛生 

作業法、パソコン操作、 

ＣＡＤ操作 

実 

技 

◆主なカリキュラム 

◆主な就職先 
自動車板金塗装会社、建築板金会社、金属加工会社など 

電
気
工
事
科 

●配線図作成や結線方法など、電気工事に必要な基礎知識や基礎 

 技術を習得 

●第一種電気工事士及び第二種電気工事士の免許取得 

●消防設備士に必要な専門知識、防災設備の取り扱うための知識 

 を習得 

訓
練
目
標 

第一種電気工事士 

第二種電気工事士 

消防設備士(乙種第四類) 

高所作業車運転技能講習 

玉掛け技能講習 

アーク溶接特別教育 

足場の組立て等特別教育 

取
得
可
能
な
国
家
資
格 

●電気工事に必要な基礎技術を学び、電気工事会社が求め 

 ている人材の育成 

●電気取扱い作業等に必要な知識・技能習得により、即戦 

 力として電気関連企業が求めている人材の育成 

●電気配線の知識や技能を必要とする防災設備会社やビル 

 メンテナンス会社が求めている人材の育成 

仕
上
が
り
像 

電気工事実習 

工事士模擬実習 

安全衛生作業法 

パソコン操作 

ＣＡＤ操作 

実 

技 

◆主なカリキュラム 

◆主な就職先 
電気工事会社(内線・外線)、防災設備会社、ビルメン会社など 

生産・安衛法、電気理論、 

配電配線設計、電気機器・ 

応用、工事・材料工具、発 

送変電設備、電気関係法規、 

消防設備、太陽光発電設備 

学 

科 

訓 練 施 設 の ご 紹 介 

 この施設は、昭和５９年に労働省（現：厚生労働省）により設置されました。平成

２３年４月からは滝川市を経由し、中空知管内５市５町の建設業協会、商工会議所、

商工会、技能協会、職業訓練協会、業種別団体などで組織した「一般社団法人中空知

地域職業訓練センター協会」が譲渡を受け、管理・運営を行っています。  

 施設内では主に、在職者及び求職者への職業に関する教育訓練、事業主団体などが

行う事業への施設提供などを行っており、これまでの利用者数は１１５万人を超え、

地域で働く方々の生涯を通じた職業能力開発を担っています。 

 指導員と訓練生により、若年技能者人材育成事業と

して、地域の子供たちが｢ものづくり｣の楽しさを味わ

い、関心を深めることを目的とした子供工作教室を実

施しています。ものづくりへの関心を高め、さらに

は、技能のすばらしさや重要性を知ってもらう機会と

なることを願って開催しています。 

定員７名 

[１年訓練] 訓練時間:1,400時間 子供工作教室 （若年技能者人材育成事業） 訓練期間: 
令和２年４月１３日～ 

令和３年３月１６日 



1 募集科目及び募集定員

普通職業訓練短期課程

※ この訓練は、北海道立札幌高等技術専門学院が一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会に

委託して実施する、職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練です

2 応募資格

１）学校教育法による中学校以上を令和2年3月に卒業見込みの方

２）過年度卒業者、離転職者および一般求職者

3 選考試験会場及び訓練実施施設

スキルアップセンター空知（中空知地域職業訓練センター）

〒073-0025 滝川市流通団地3丁目6番23号 TEL 0125-24-1880

4 応募手続

所定の「入学願書」､「健康の自己申告書」に必要事項を記入､「入学願書」には写真を貼り付け、持

参または郵送にて下記へご提出ください

ア 新規学卒予定者：スキルアップセンター空知

※ 新規学卒予定者で、職業訓練受講給付金の受給を検討する方は、入学願書を提出する前に最寄

りの公共職業安定所へご相談ください

イ 過年度卒業者・離転職者・一般求職者：最寄りの公共職業安定所

※ 公共職業訓練手当の受給要件確認のため、雇用保険を受給できる方、障がいのある方、アイヌ

の方、母子家庭の母及び職歴のある方などは最寄りの公共職業安定所へご相談ください

5 応募～合格内定発表の日程及び選考方法等

6 入学諸経費（授業料は無料です）

◇ 板金科：55,000円 ◇ 電気工事科：55,000円

※ 経費内訳は教科書代、工具代、実習服代、損害保険料などです

※ 入学諸経費は概算であり、変更することがあります

※ 電気工事士等の資格試験受検料は別途必要です

7 訓練見学

訓練の見学を希望する方は、スキルアップセンター空知へ電話等でお問合せください

8 問合せ先

北海道立札幌高等技術専門学院、最寄りの公共職業安定所、スキルアップセンター空知へ

板　金　科 ７名 １年間
令和２年4月1３日(月)～
令和３年3月1６日(木)

 〒065-0027
札幌市東区北27条東16丁目
北海道立札幌高等技術専門学院
　　　　　能力開発総合センター
TEL　011-781-7192

令和２年度 訓練生 募集要項

科　目 定　員 訓　練　期　間 実　施　者

電気工事科 ７名 １年間
令和２年4月1３日(月)～
令和３年3月1６日(木)

受 付 期 間 令和２年３月２６日(木)～令和２年４月２日(木)

※ 選考試験に関する案内は通知しませんので、日時・会場を間違えないようお越しください

選考試験日時 令和２年４月３日(金)　10:00～

合格内定発表 令和２年４月７日(火)　

選 考 方 法
学力試験（国語・数学）・面接試験

（漢字の読み書き、四字熟語、四則計算、分数・小数・面積・体積計算など）



◎板金科
時間数 訓　　練　　内　　容

28  オリエンテーション、訓練生活支援、キャリアコンサルティング、就職支援、ビジネスマナー

6  救急救命講習、レクリエーション

20  板金加工用材料、板金加工、プレス加工法、ろう付け法

15  金属材料と非金属材料、鉄鋼材料、非鉄金属、非金属材料

52  一般事項、基礎図法、製図法、板取り展開図法

35  塗装基礎･下地作業、作業工具・機器、調色作業･塗り作業、安全衛生法･有機溶剤取扱い

20  溶接・切断概論、被覆アーク・炭酸ガスアーク溶接、ガス溶接切断、その他の溶接

40  危険物の知識、模擬試験

216

40  穴あけ、切断、折り曲げ、研磨

50  被覆アーク溶接、炭酸ガス溶接、ガス溶断、スポット溶接

390  板金加工基本作業、展開加工組立、軽量鉄骨加工組立、ドローン基本操作

228  塗装工具、下地塗装・養生作業、調色と調合･仕上げ塗装、研磨仕上げ、塗装検定実技対策

200  脱着･車体整備工具、車体修正・板金、計測・検査実習

29  訓練ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、一般安全心得、危険予知と災害防止、安全と整理整頓

46  ﾊﾟｿｺﾝ基本操作、タッチタイピング、文書作成、文章編集、表作成、関数計算

50  ＣＡＤ基本操作、建築製図、展開図

18  ガス溶接技能講習（労働安全衛生法　第77条）

25  高所作業車運転技能講習（労働安全衛生法　第77条）

29  玉掛け技能講習（労働安全衛生法　第77条）

29  アーク溶接等の業務に係る特別教育（労働安全衛生法　第59条）

21  クレーンの運転の業務に係る特別教育（労働安全衛生法　第59条）

11  自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育（労働安全衛生法　第59条）

18  足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務（労働安全衛生法　第59条）

1,184

1,400

◎電気工事科
時間数 訓　　練　　内　　容

28  オリエンテーション、訓練生活支援、キャリアコンサルティング、就職支援、ビジネスマナー

6  救急救命講習、レクリエーション

18  産業安全及び労働衛生、工程管理、品質管理

80  電気の性質・回路計算、電力と電力量、単相・三相交流の性質と各回路計算

85  配電線路と計算、幹線の太さと許容電流、絶縁抵抗と接地、高圧受電設備機器及び結線図

45  各種電動機、変圧器、遮断機及び保護装置

60  屋内配線工事の種類と施設、電気工事の施工方法、電気工事用材料･工具

20  発電施設、送電変電施設、配電施設

34  電気設備技術基準、電気工作物、電気工事士

60  消防法規、消防設備の機器･工事、平面図の設計と機器の試験

20  太陽光発電の概要、発電システム導入と法規・現場調査と安全管理

20  燃料電池

476

285  金属･合成樹脂管工事、ｹｰﾌﾞﾙ工事、合成樹脂線ぴ･可とう管工事、各計測機器、ドローン基本操作

363  第2種学科対策、第2種実技対策、第1種学科対策、第1種実技対策

25  太陽光発電設備

29  訓練ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、一般安全心得、危険予知と災害防止、安全と整理整頓

46  ﾊﾟｿｺﾝ基本操作、タッチタイピング、文書作成、文章編集、表作成、関数計算

75  ＣＡＤ基本操作、建築製図、電気製図

25  高所作業車運転技能講習（労働安全衛生法　第77条）

29  玉掛け技能講習（労働安全衛生法　第77条）

29  アーク溶接等の業務に係る特別教育（労働安全衛生法　第59条）

18  足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務（労働安全衛生法　第59条）

924

1,400

自動車板金実習

教 科 項 目

玉掛け講習

アーク溶接教育

クレーン教育

令和2年度公共職業訓練　訓練計画

学

 
 
科

社会

体育

板金工作法

材料

製図・展開図

塗装・安衛法

溶接法

危険物取扱

学科小計

学科小計

合　　　計

新ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ

実技小計

実

技

安全衛生作業法

パソコン操作

ＣＡＤ操作

ガス溶接講習

高所作業車講習

機械操作実習

溶接基本実習

足場の組立て等教育

板金工作実習

板金塗装実習

研削砥石教育

※上記の他に、キャリア・コンサルティングの時間を別途放課後等に設定

教 科 項 目

学

 
 
科

社会

体育

生産・安衛法

電気理論

配電配線設計

電気機器・応用

工事・材料工具

発送変電設備

電気関係法規

消防設備

太陽光発電設備

合　　　計

実

技

高所作業車講習

玉掛け講習

アーク溶接教育

実技小計

電気工事実習

工事士模擬実習

安全衛生作業法

パソコン操作

ＣＡＤ操作

太陽光発電設備実習

足場の組立て等教育



共通事項について

◎札幌高等技術専門学院とスキルアップセンター空知について

Q１ 札幌高等技術専門学院はどのような施設ですか？

道立の公共職業訓練施設、職業能力開発校です。

Q２ スキルアップセンター空知はどのような施設ですか？

職業訓練を実施するほか、地域の方々に情報や施設の提供を行っています。

Q３ どのような訓練ですか？

この訓練は札幌高等技術専門学院が一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会に委託し

て行う公共職業訓練です。

訓練場所は滝川市内ですが、訓練生の所属は札幌高等技術専門学院となり、身分証明書が発

行されます。訓練を修了すると、札幌高等技術専門学院より修了証書が交付されます。

◎応募・選考試験について（※詳しくは募集要項をご覧ください）

Q４ 応募資格や制限がありますか？

就職を目的とする中学校卒業以上の方が応募できます。

年齢や性別の制限はありません。

Q５ 選考試験はどのようなものですか？

学力試験（中学校卒業程度の国語と数学）と面接試験を行います。

　

◎授業料、経費について

Q６ 訓練受講に必要な金額はどれくらいですか？

入学金・授業料は無料です。ただし、入学経費として個人の作業服、教科書代、保険料など

合計55,000円程度必要です。また、資格取得にかかる受検料・免許申請料が別途必要です。

Q７ 公的な援助が受けられますか？

一定の条件を満たせば、職業訓練受講給付金、技能者育成資金（返済義務あり）などの援助を

受けることができます。（詳細は公共職業安定所へお問い合わせください）

◎訓練生活について

Q８ 訓練時間はどのようになっていますか？

訓練の開始時刻は９時からです。また、最も遅い終了時刻は、１６時２０分です。

Q９ 訓練期間中の休日はありますか？

土、日、祝日はお休みです。また、長期休暇は夏期９日間・冬期１０日間を予定しています。

Q10 服装などの指定がありますか？

訓練時間中は所定の作業服・安全靴などを着用していただきます。

よくある質問

（国語は漢字の読み書き、四字熟語など、数学は四則計算、分数・小数・面積・体積計算など）



Q11 訓練中の災害補償はありますか？

入学前に職業訓練生総合保険に全員加入していただきます。（入学経費に含まれます）

Q12 年度途中での入学や転科することができますか？

年度途中での入学はできません。また、転科することもできません。

板金科について

Q１ どんな資格を取得できますか？

・３級技能検定（金属塗装）：金属塗装に関する作業に必要な資格

・ガス溶接技能講習：可燃性ガスを用いた溶接や溶断作業に必要な資格

・玉掛け技能講習：重量物のつり上げ作業に必要な資格

・高所作業車運転者技能講習：高所作業車の作業運転操作に必要な資格

・アーク溶接特別教育：アーク溶接や半自動溶接作業に必要な資格

・クレーン特別教育：天井クレーンなどつり上げ装置の操作に必要な資格

・研削砥石特別教育：グラインダーなどの取扱いや砥石の取替作業に必要な資格

・危険物取扱者（乙種第４類）：塗料のほとんどが危険物（有機溶剤）に含まれ、取扱いに

　　　　　　　　　　　　　　　必要な資格

・足場の組立て等作業従事者特別教育：仮設足場の組立て、解体又は変更作業に必要な資格

Q２ 自動車整備士に関する学習は行いますか？

当訓練では、整備士に関する内容の訓練は実施していません。

ただし、車体塗装を行う上で、車両の部分解体や板金補修、塗装後の復旧など一部車体整備

に関連する訓練は行います。

Q３ 就職先としてどのようなところがありますか？

自動車関連では、自動車板金塗装・自動車整備工場・自動車販売（修理・整備）など

建設業関連では、屋根板金・鉄骨組立・金物取付け業など

製造関連では、金属加工工場・金属製品製造・鉄工所など

電気工事科について

Q１ どんな資格を取得できますか？

・玉掛け技能講習：重量物のつり上げ作業に必要な資格

・高所作業車運転者技能講習：高所作業車の作業運転操作に必要な資格

・アーク溶接特別教育：アーク溶接や半自動溶接作業に必要な資格

・第１種電気工事士：店舗やビルの配線作業に必要な資格（合格後、実務経験が必要）

・第２種電気工事士：一般住宅などの配線作業に必要な資格（合格後、免許申請ができる）

・消防設備士（乙種第４類）：自動火災報知設備等の整備・点検に必要な資格

・足場の組立て等作業従事者特別教育：仮設足場の組立て、解体又は変更作業に必要な資格

Q２ 就職先としてどのようなところがありますか？

電気工事では、屋外配線電気会社・屋内配線電気会社・電気機器取付け会社など

防災設備関連では、防災設備会社・非常放送設備会社・ビルメンテナンス・施設管理など


