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鹿児島県立宮之城高等技術専門校について

本校の特長

○ 宮之城高等技術専門校は，住宅建築業界や家具・建具・内装施工業界等への
就職を目指す方々に，就職に必要な知識と技能を修得していただくことを目的
として設立された職業能力開発施設です。

○ 家具，建築大工の二級技能士をはじめ，就職後に必要な各種資格が取得でき
ます。また，小型車両系建設機械運転やアーク溶接の特別教育など，修了後に
役立つ資格の受験指導も行います。

○ 技能五輪全国大会での入賞者や技能五輪国際大会への出場者など，多くの優
秀な人材を輩出し，高い技能レベルが伝統として受け継がれています。

○ 無料職業紹介事業を実施するなど，就職への取組には特に力を入れており，
例年高い就職率を誇っています。

これまでの主な就職先

○ 室内造形科

鹿児島県内

アリヨシ民芸品店◇㈱イシタケ◇社会福祉法人出水会いずみ園◇㈱井上建築

◇インテリアきみの◇インテリア堀之内◇㈲インテリアケイ◇㈲枝元建具◇

㈱エム・ケイ・カワハラ◇㈱岡家具店◇㈱岡田建装社◇㈲奥建具製作所◇㈲

奥内装工事◇オバマ建装◇カイケンコーポレーション㈱◇九州銘木㈱◇㈲小

正建具店◇佐藤建具・ふすま店◇㈲侍◇合資会社三和木工所◇重久工芸◇㈲

下原建具店◇㈱シュン◇㈲末廣木工所◇㈲誠工社◇㈲青巧舎◇㈱青友社◇㈲

瀬戸木工◇ソルトブレイクジャパン㈱◇薗田建具製作所◇薗田内装◇竹下木

工◇Chair-Maker_Anchor_Answer◇㈱つきの◇手打木工◇道免家具店◇内装ミ

ゾケン◇㈲中原木材加工センター◇㈲日高工務店◇㈲比良巧芸舎◇㈲富士建

装◇㈱ベガハウス◇外薗建具工業◇北薩材プレカット事業協同組合◇㈱前田

家具◇㈱まつもと◇㈲丸新建具◇三雲木工所◇宮口木工◇㈲メゾンインテリ

ア◇㈲屋久杉工房熊谷◇山内表具店◇㈱山形屋工作所◇山口建装㈱◇山口建

具店◇㈱山元製材所◇山元木工◇㈱ワイテック◇他

県外

旭化成住宅建設㈱◇有明産業㈲◇㈱イズミ◇伊藤建具店◇㈱エクス・アドメ

ディア◇㈱九州ダイト◇㈱クドウ企画◇小村木工所◇親和木工㈱◇家具・店

舗製作naav◇パルインテリア工業㈱◇㈲ファニチャー横山◇㈲フルシマ家具

工芸◇㈲毛利建装◇㈱山田造園◇㈱山之内組◇㈲吉村工作所◇他



○ 建築工学科

鹿児島県内

赤瀬川建設◇旭住宅㈱◇㈲AZ工建◇㈱有薗◇㈲有村工務店◇㈱異島住建◇㈱

井上建設◇㈱井上建築◇㈲内村工務店◇㈱宇都組◇エクセレントショップ外

薗◇㈲大野組◇尾堂産業㈲◇鹿児島県木造住宅協同組合◇山佐ホールディン

グス(株)合同会社絆工房ヤマサ◇木之下工務店㈱◇㈱黒松製材建設◇㈱建築

工房匠◇㈱晃栄住宅◇コーアツ工業◇㈱こそくり屋◇小園建匠◇坂ノ上工務

店㈲◇㈲鮫島住宅産業◇㈲シオタ◇㈱重留建設◇㈱住まいず◇㈱創建◇㈱成

建ホーム◇㈱青友社◇大輝組㈱◇㈲タカハラ住建◇㈲田頭建設◇㈱タケシタ

◇㈲田代工務店◇㈲立神木材店◇㈱楽しい家◇土橋建築◇寺下工務店㈱◇堂

薗建築◇亨住建◇図南木材㈱◇㈲中原木材加工センター◇㈱西村◇㈲西目建

設◇ニューイングホーム㈱◇㈱橋口組◇肥後工務店◇㈲福山組◇浜脇建築◇

㈱ベガハウス◇マエダハウス㈱◇町富建設◇㈱松下孝建設◇㈲マルタ建設◇

㈲丸德銘木産業◇㈱もみの木ハウス◇㈱村岡工務店◇㈱ワイテック◇シンケ
ン◇㈱末廣組◇(有)原田建設◇平石建築設計事務所◇㈱トクマル他

県外

㈱奥村組◇㈱アーネストウイング◇鳩工舎◇㈱一条工務店◇㈱一敬◇㈱緒方

木工建具店◇㈲沖縄南國ハウス◇㈱久木野工務店◇㈱玄匠◇㈱櫻井工務店◇

社寺建築戸部◇社寺工舎◇一建設㈱◇㈱羽馬組◇㈱日向ハウス◇㈱藤松工務

店◇㈲ヤマダ住宅建設◇他

科目の内容

○ 室内造形科
木製家具・建具，竹製品等の製作，インテリア・内装工事の施工，設計製図，

ＮＣ機械の操作などに関する知識と技能を修得し，製品製作や内装仕上げがで
きる実践的技能者を育成します。

○ 建築工学科
建築構造，工作法，仕様積算，設計製図，建築材料，機械操作，施工方法な

どの知識と技能を修得し，刻々と変化している建築工法に対応できる人材を育
成します。

入校生の特典

○ 通校が困難な方のために寄宿舎が整備されている（女子寮も完備。定員１０
名までの入寮が可能）ほか，ＪＲ及び路線バスの通学定期やＪＲ及び船舶の学
生割引運賃も利用できます。

○ 授業料については，経済的事情等により納付が困難と認められる方について
減免制度があるほか，中卒者等には支援措置があります。

○ ハローワークからあっせんを受けられた方は，雇用保険や職業訓練受講給付
金が支給される場合があります。
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 １　募集定員

 課 　程

（期間） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

普 通 課 程
室内造形科 20

（２年間）

建築工学科 20

　２　募集・選考試験日程

《普通課程 ２年間》 高校卒業程度以上。（室内造形科は義務教育修了以上）

科　 名 募 集 区 分 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

室内造形科 推薦

建築工学科 Ａ～Ｅ日程

 科　 名 募 集 区 分 選考方法 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

推薦 筆記

(高卒見込者)
(適性試験)

面接

Ａ日程

(高卒見込者)
(高卒程度・18歳
以上)

Ｂ日程

(高卒見込者)

室内造形科 (高卒程度・18歳
以上)

建築工学科 Ｃ日程 筆記
(高卒見込者)
(高卒程度・18歳
以上)

(総合問題)

(室内造形科は
中卒見込者も可) 面接

Ｄ日程　※１

(高卒見込者)
(高卒程度・18歳
以上)
(室内造形科は
中卒見込者も可)

Ｅ日程　※１

(高卒見込者)
(高卒程度・18歳
以上)
(室内造形科は
中卒見込者も可)

※１　Ｄ日程・Ｅ日程は，Ａ～Ｃ日程で定員を満たしたときは，実施しない場合があります。

１年間の流れ(令和４年度）

R5.1.13(金） R5.1.20(金）

R4.10.3(月）

募集期間（願書受付期間）

R4.9.1（木）～R5.2.27(月）

願書締切 選 考 日

R4.11.25(金） R4.12.2(金）

R5.2.12(日）

R5.2.27(月） R5.3.5(日）

R5.2.6(月）

令 和 ５ 年 度 入 校 生 募 集 の 流 れ

R4.9.26(月）

R4.10.28(金） R4.11.4(金）

科　名 定 員

初旬

入
校
式

始
業

夏休み

約3週間

冬休み

約2週間

中旬

土、日、祝日は休

履 修 期 間

修
了
式

終
業

9/1 2/27

9/1 9/26

9/1 10/28

11/2510/31

11/28 1/13

1/16 2/6

2/7 2/27

10/3 選考試験

募 集 期 間

受付

受付

受付

受付

受付

受付

10/12 合格発表

10/24 入校手続

11/4 選考試験

11/11 合格発表

11/24  入校手続

12/2 選考試験

12/9 合格発表

12/21 入校手続

1/20 選考試験

1/27 合格発表

2/8 入校手続 （除中学生）

2/12 選考試験

2/17 合格発表

3/1 入校手続（除中学生）

3/5 選考試験

3/10 合格発表

3/20 入校手続
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室内造形科・建築工学科 推薦選考試験募集要項

１ 募集定員

科 目 （期 間） 募 集 定 員

２０名の５０％程度
室 内 造 形 科 （２ 年 間）

(事業主推薦若干名)

２０名の５０％程度
建 築 工 学 科 （２ 年 間）

(事業主推薦若干名）

２ 応募資格

学校長推薦
（１）高等学校を令和５年３月卒業見込みの者
（２）建築工学科は，学校調査書において，評定がおおむね３．５以上の者
（３）室内造形科は，学校調査書において，評定が３．０以上の者
（４）学校調査書において，出席率が９５％以上の者
（５）試験に合格した場合，入校することを確約できる者

事業主推薦
（１）令和５年３月末現在でおおむね２５歳以下で，本校修了後就職を前提として事業所が

推薦する者，又は家業継承予定者
（２）高等学校を卒業（見込者を含む）若しくは同等以上の学力を有すると認められる者
（３）試験に合格した場合，入校することを確約できる者

３ 出願手続

(１) 入校検定料
２,２００円 （鹿児島県収入証紙）

（２）出願書類等

書 類 摘 要

願 書
必要事項を本人が記入してください。（写真貼付）
鹿児島県収入証紙２,２００円を貼付してください。

学校長又は事業主
本校所定の様式による推薦書

の推薦書

学校調査書 高等学校卒業見込み者は，学校調査書
又は （高等学校長が発行したものに限ります。）

卒業証明書等 事業主推薦で上記以外の者は，卒業証明書又は卒業証書の写し

受験票用写真
１枚 正面上半身脱帽で，サイズは縦４ｃｍ×横３ｃｍです。
（裏面に氏名記入）

（３）提出先

〒８９５－１８０４
鹿児島県薩摩郡さつま町船木８８１ TEL0996-53-0207

宮之城高等技術専門校 FAX0996-53-0993

４ 選考方法

筆記試験(適性試験)及び面接

普通課程 推薦選考試験
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５ 選考場所

宮之城高等技術専門校
鹿児島県薩摩郡さつま町船木８８１ TEL0996-53-0207

６ 合格発表

合格者は午前９時に当校正面玄関前に掲示するほか，本人あてに通知します。
県のホームページにも掲載します。
注）電話による合否の照会には一切応じられません。

７ 願書受付期間等

選考日
選考区分 願書受付期間 合格発表日

時間

令和４年 ９月 １日（木） 令和４年１０月 ３日（月）
推薦 ～ 令和４年１０月１２日（水）

令和４年 ９月２６日（月） 午前９時から

願書の締切日消印有効

８ 入校手続

選考区分 入校手続期限(書類提出) 入校確認日

推薦 令和４年１０月２４日（月） 令和５年 ３月１７日（金）

手続の詳細については，合格通知と一緒に送付する書類を御覧ください。

９ 入校料及び授業料等

負担金 金額 支払い日 備考

入校料 ５,６５０円 入校日

授業料 年額 118,800円(月額9,900円) 原則 毎月１５日 減免制度等あり

室内造形科 ８０，０００円
入校確認日（一括）

入校準備金 建築工学科 １００，０００円

後援会費 年額 １５,０００円 入校日（一括）

入寮経費
寮費 月額 4,000円 原則 毎月５日

食費の金額は変動する場合
(寮生のみ) あり

食費 月額 21,000円程度 原則 毎月２５日

普通課程 推薦選考試験
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室内造形科・建築工学科 一般選考試験募集要項

１ 募集定員

科 目 （期 間） 募 集 定 員

室 内 造 形 科 （２ 年 間） ２０ 名

建 築 工 学 科 （２ 年 間） ２０ 名

応募者のうち，高卒者（見込み者を含む）は，第１及び第２志望の２科を志望できます。

２ 応募資格

（１）室内造形科
義務教育修了以上の者（令和５年３月に中学校，高等学校卒業見込みの者を含む）

（２）建築工学科
高等学校卒業程度以上（令和５年３月卒業見込みの者を含む）でおおむね３０歳までの者

※上記の（１）又は（２）に該当する方で，県内の企業等に勤務中又は令和5年4月1日に採用予定

であり，訓練修了後も引き続き県内に勤務することが見込まれる方も応募可能です。

３ 出願手続

(１) 入校検定料
２,２００円 （鹿児島県収入証紙）

（２）出願書類等

書 類 摘 要

願 書
必要事項を本人が記入してください。（写真貼付）
鹿児島県収入証紙２,２００円を貼付してください。

学校調査書 高等学校卒業見込み者は，学校調査書
又は （高等学校長が発行したものに限ります。）

㊥職業相談票〔乙〕 中学校卒業見込み者は，㊥職業相談票〔乙〕（写真貼付）
又は （中学校長が発行したものに限ります。）

卒業証明書等 上記以外の者は，卒業証明書又は卒業証書の写し

受験票用写真
１枚 正面上半身脱帽で，サイズは縦４ｃｍ×横３ｃｍです。
（裏面に氏名記入）

（３）提出先
〒８９５－１８０４
鹿児島県薩摩郡さつま町船木８８１ TEL0996-53-0207

宮之城高等技術専門校 FAX0996-53-0993

※雇用保険受給者等は，最寄りのハローワークの職業訓練担当窓口に御相談ください。

４ 選考方法

筆記試験(総合問題)及び面接

５ 選考場所

宮之城高等技術専門校

鹿児島県薩摩郡さつま町船木８８１ TEL0996-53-0207

６ 合格発表

合格者は午前９時に当校正面玄関前に掲示するほか，本人あてに通知します。

県のホームページにも掲載します。
注）電話による合否の照会には応じられません。

普通課程 一般選考試験



７ 願書受付期間等

（１）願書受付期間 令和４年９月１日（木）～ 令和５年２月２７日（月） 随時

（２）願書締切日等

選考日
選考区分 願書締切日 時間 合格発表日

※１ 選考場所

令和４年１１月 ４日（金）
Ａ日程 令和４年１０月２８日(金) 午前９時から 令和４年１１月１１日（金）

宮之城高等技術専門校

令和４年１２月 ２日（金）
Ｂ日程 令和４年１１月２５日（金) 午前９時から 令和４年１２月 ９日（金）

宮之城高等技術専門校

令和５年 １月２０日（金）
Ｃ日程 令和５年 １月１３日(金) 午前９時から 令和５年 １月２７日（金）
※２ 宮之城高等技術専門校

令和５年 ２月１２日（日）
Ｄ日程 令和５年 ２月 ６日(月) 午前９時から 令和５年 ２月１７日（金）
※３ 宮之城高等技術専門校

令和５年 ３月 ５日（日）
Ｅ日程 令和５年 ２月２７日(月) 午前９時から 令和５年 ３月１０日（金）
※３ 宮之城高等技術専門校

※１ 願書受付期間内で，各日程の願書締切日までに本校必着の願書については，当該選考区分での
受験とし，合格発表も当該選考区分で行います。

※２ 中学校卒業見込みの方及び県内の企業等に在職しながら訓練を受講する方は，Ｃ日程以降の受
験になります。

※３ Ｄ日程及びＥ日程は，Ａ～Ｃ日程で定員を満たしたときは，実施しない場合があります。

Ｄ日程以降の実施の有無については，当校にお問い合わせください。

８ 入校手続

選考区分 入校手続期限(書類提出) 入校確認日

Ａ日程 令和４年１１月２４日（木）

Ｂ日程 令和４年１２月２１日（水）

Ｃ日程 令和５年 ２月 ８日（水）令和５年 ３月１７日（金）
(中学校卒業見込み者を除く)

Ｄ日程 令和５年 ３月 １日（水）
(中学校卒業見込み者を除く)

Ｅ日程 令和５年 ３月２０日（月）令和５年 ３月２０日（月)
準備金の入金確認

手続の詳細については，合格通知と一緒に送付する書類を御覧ください。

９ 入校料及び授業料等

負担金 金額 支払い日 備考

入校料 ５,６５０円 入校日

授業料 年額 118,800円(月額9,900円) 原則 毎月１５日 減免制度等あり

室内造形科 ８０，０００円
入校準備金 入校確認日（一括）

建築工学科 １００，０００円

後援会費 年額 １５,０００円 入校日（一括）

入寮経費 寮費 月額 4,000円 原則 毎月５日 食費の金額は変動する場合
(寮生のみ) あり食費 月額 21,000円程度 原則 毎月２５日
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校の主な行事

校内体育大会 開校記念行事 （かんな削り大会）

技能まつり 全国技能五輪大会

宮之城高等技術専門校 案内図

＊ＪＲバスでＪＲ鹿児島中央駅から入来峠経由で１時間３５分，文化センター
前バス停下車

＊鹿児島交通バスでＪＲ川内駅から５０分，文化センター前バス停下車
文化センター前バス停から約７００ｍ，徒歩８分


