
１ 本校の受験資格と設置学科 
受験資格 

 学校教育法による⾼等学校卒業者（受験年度に卒業⾒込
みの者を含む。）⼜はこれと同等以上の学⼒を有する者。 

資格取得（授業で取り組む資格試験） 

●第⼆種電気⼯事⼠（養成施設のため、２年次への進級時に取得） 
●第一種電気⼯事⼠試験（1年次に受験、免許取得には３年以上の実務経験が必要） 

●３級技能検定（電気機器組⽴て（配電盤・制御盤組⽴て作業））（1年次受験） 
●甲種4類消防設備⼠（2年次に受験）⇦ 令和4年度受験者全員が合格しました︕ 
●２級電気⼯事施⼯管理技術検定試験（第一次検定） 
●特別教育（低圧電気、粉じん作業、研削と⽯、墜落制⽌⽤器具など） 

２ 電気設備施⼯科の特徴 
（１）第⼆種電気⼯事⼠養成施設 

 経済産業省の養成施設に指定されているため、当科で必要な科目を履修し条件を満たせば、資格試験を  
受けることなく「第二種電気工事士免状」が取得できます。 

（２）普通科卒（卒業⾒込）の⽅でも安⼼して学習できる︕ 

 専門知識の無い⽅でも、電気の知識や工具の使い⽅などを基本から学習することができます。⾼校で普
通科卒業の⽅も多く本校を修了し、社会で活躍しています。 

（３）電気⼯事に必要となる資格がたくさん取得できる︕ 

 訓練期間中に下表の資格取得を目指せるため、就職活動を有利にするだけでなく「即戦⼒」として社会
で活躍でき、「やりがい」を感じて働くことができます。 

３ 学校生活 

⻘森県⽴⻘森⾼等技術専門校 
〒030-0122 

青森市大字野尻字今田４３－１ 

TEL.017-738-5727 FAX.017-738-5004 

 

設置学科 定員 訓練期間 

電気設備施工科 ２０名 ２年間 

⼟⽊施工管理・測量科 ２０名 ２年間 

【全校ボウリング大会】 【各科レクリエーション】 

電気設備施⼯科（2年制） 

ホームページ 

（１）学生寮完備（男⼥）。遠⽅のかたも安⼼して学べます。また、冬季間だけ⼊寮することも可能です。 

（２）授業料が低額です。（免除制度もあります。）※２年間にかかる経費は裏面をご確認ください。 

（３）昼⾷は、学生寮の⾷堂を一般学生の⽅も利⽤可能です。 

（４）ボウリング大会やBBQなどレクリエーションもあります。 

（５）所定の⼿続きにより、⾃動⾞での通学も可能です（駐⾞場無料）。 

国道7号（環状線） 浅虫→ ←弘前 

アクセス 
●⻘森市営バス︓「⻘森中央学院大学前」 
 下⾞徒歩１分 
●⾃動⾞︓⻘森中央ICから約10分 

←⻘森中央IC 

⻘森中央 
学院大学 

⻘森⾃動⾞道 
国
道
１
０
３
号
（
観
光
通
り
） 

⻘森⾼等 
技術専門校 

雲
谷
↓ 

【火災報知器技術講習会＆消防設備⼠合格】 



 

 

２年間に係る経費（令和５年度） 

                            青森県立青森高等技術専門校 

 

（電気設備施工科 授業料等） 

 

（学生寮費） 

年次 金額

（円） 

項目 内訳 

入校前 30,000 諸経費 資格試験受験料等 

１年次 5,650 入校料 県証紙 

118,800 授業料 @29,700円×４回 

82,363 教材費 教科書、作業服、工具等 

15,850 職業訓練生総合保険 保険料（２年分） 

44,154 諸経費 資格試験受験料等 

296,817 （一年次計）   

２年次 118,800 授業料 @29,700円×４回 

11,199 教材費 教科書、作業靴、手袋等 

10,400 諸経費 免状交付手数料等 

140,399 （二年次計）   

合計 437,216     

年次 金額

（円） 

項目 内訳 

１年次 265,200 食費 @1,300円(3食)×204日 

58,000 光熱水費 @4,000円×7月(4～10月) 

@6,000円×5月(11～3月) 

20,000 自治会費 @10,000円（前期） 

@10,000円（後期） 

343,200 （一年次計）   

２年次 266,500 食費 @1,300円(3食)×205日 

58,000 光熱水費 @4,000円×7月(4～10月) 

@6,000円×5月(11～3月) 

20,000 自治会費 @10,000円（前期） 

@10,000円（後期） 

344,500 （二年次計）   

合計 687,700     



１ 本校の受験資格と設置学科 
受験資格 

 学校教育法による⾼等学校卒業者（受験年度に卒業⾒込
みの者を含む。）⼜はこれと同等以上の学⼒を有する者。 

２ ⼟⽊施⼯管理・測量科の特徴 
（１）将来性の期待できる⼟⽊⼯事を⾏うための⾼い技術習得ができる︕ 

 道路やトンネル・橋などを建設・維持し⽣活の基盤を⽀える事が⼟⽊建設業界の主な仕事です。現在は、ICT技
術などの先進技術を取り⼊れて、更に進化している将来性のある業界です。 

 ⼟⽊⼯事に関する知識や技術を学習できる施設は、全国的に少なく、「ドローン」を活⽤した先進の測量実習と
実践的な⼟⽊施⼯管理をハイブリッドに学習できることが⼤きな特徴です。 

 訓練時間の約７割を実習に割り当て、訓練施設内のみならず、郊外の⼤きな森林公園などで数週間、測量実習を
⾏い、就職後即戦⼒として活躍できる⼈材育成を⾏っています。 

（２）資格取得に強い︕ 

 測量や⼟⽊施⼯管理に従事するために必要となる「測量⼠補」と「２級⼟⽊施⼯管理技⼠補」の国家資格取得に
特に⼒を注いでいます。試験対策を授業の⼀環として実施し、徹底した解説ときめ細かな指導で合格に向けて強⼒
バックアップします︕ 

（３）就職に強い︕ 

 過去3年間、就職率100％を達成しており、修了⽣は即戦⼒として社会で活躍しています。 

資格と技術で社会のニーズに答えて「やりがい」を得て働くことができます。 

また、⼥性の修了⽣も活躍しており、⼥性も活躍できる業界です。 

３ 学校生活など 

国道7号（環状線） 浅虫→ ←弘前 

（１）学生寮完備（男⼥）。遠⽅のかたも安⼼して学べます。また、冬季間だけ⼊寮することも可能です。 

（２）授業料が低額です。（免除制度もあります。）※２年間にかかる経費は裏面をご確認ください。 

（３）昼⾷は、学生寮の⾷堂を⼀般学生の⽅も利⽤可能です。 

（４）ボウリング大会やBBQなどレクリエーションもあります。 

（５）所定の⼿続きにより、⾃動⾞での通学も可能です（駐⾞場無料）。 

アクセス 
●⻘森市営バス︓「⻘森中央学院大学前」 
 下⾞徒歩１分 
●⾃動⾞︓⻘森中央ICから約10分 

←⻘森中央IC ⻘森⾃動⾞道 
国
道
１
０
３
号
（
観
光
通
り
） 

⻘森⾼等 
技術専門校 

⻘森中央 
学院⼤学 

雲
谷
↓ 

⻘森県⽴⻘森⾼等技術専門校 
〒030-0122 

青森市大字野尻字今田４３－１ 

TEL.017-738-5727 FAX.017-738-5004 

 

設置学科 定員 訓練期間 

電気設備施⼯科 ２０名 ２年間 

⼟⽊施⼯管理・測量科 ２０名 ２年間 

⼟⽊施⼯管理・測量科（2年制） 

ホームページ 

【ドローンを活⽤した実習】 

【全校ボウリング大会】 【各科レクリエーション】 



 

２年間に係る経費（令和５年度） 

青森県立青森高等技術専門校 

 

（土木施工管理・測量科 授業料等） 

 

 

（学生寮費） 

年次 金額

（円） 

項目 内訳 

入校前 10,350 諸経費 資格試験受験料等 

１年次 5,650 入校料 県証紙 

118,800 授業料 @29,700円×４回 

41,168 教材費 教科書、作業服、ヘルメット、電卓等 

15,850 職業訓練生総合保険 保険料（２年分） 

46,498 諸経費 資格試験受験料等 

238,316 （一年次計）   

２年次 118,800 授業料 @29,700円×４回 

950 教材費 文具 

119,750 （二年次計）   

合計 358,066     

年次 金額

（円） 

項目 内訳 

１年次 265,200 食費 @1,300円(3食)×204日 

58,000 光熱水費 @4,000円×7月(4～10月) 

@6,000円×5月(11～3月) 

20,000 自治会費 @10,000円（前期） 

@10,000円（後期） 

343,200 （一年次計）   

２年次 266,500 食費 @1,300円(3食)×205日 

58,000 光熱水費 @4,000円×7月(4～10月) 

@6,000円×5月(11～3月) 

20,000 自治会費 @10,000円（前期） 

@10,000円（後期） 

344,500 （二年次計）   

合計 687,700     


