
平成27年度　第2回

職業訓練指導員講習受講案内
(48時間講習)

群馬県職業能力開発協会

すぐれた技能労働者は､よき指導力をもった練達した職業訓練指導員によって育成される

ものです｡

このため､職業能力開発促進法では､職業訓練指導員の免許制度を設けて一定の資格を定

め適切な職業訓練指導員の養成確保を図っています｡

免許は､職業能力開発大学校における指導員訓練(長期過程または専門課程)修了者､職業

訓練指導員試験合格者､または､ ｢労働大臣の指定する講習｣ (48時間講習)修了者の申請によ

り交付されます｡

また､工業または工業実習等の高校教員普通免許状所有者も一定の要件を満たせば申請に

より免許が交付される場合があります｡

この48時間講習は､ 5に掲げる受講資格所有者に対し､職業訓練指導員に必要な指導方法等

に関する能力を付与するため､昭和45年労働省告示第39号による講習として実施するものです｡
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修　了　後　の　特　典

申請により職業訓練指導員の免許証が交付されます｡

なお､この免許を取得すると技能検定(1級､単一等級､ 2級､ 3級)受検の際に

学科試験が免除されます｡

1講習期間､時間

平成28年　2月　3日(水)､ 4日(木)､ 5日(金)､ 8日(局)

9日(火)､ 10日(水)

計6日間の午前9時から午後5時まで

2　場　　所

職業支援センターいせさき

伊勢崎市宮子町1211の1

3　定　　員

50名程度とする｡



4　講習内容

科目 �>�vR�期間 (時間) 

職業訓練原理 ��Xｼhﾅ��ｸ,ﾈ�ｧjH�8ｶ��盈ｩ4唔�Xｼhﾅ��ｸ轌;�醜,ﾉo�ｨI9��6日間 (48時間) 

教科指導法 佛��ｸ��邵ﾇh柬H轌;�,ﾈ��OZH轌;�,ﾉ��-�ｺHｻ8ﾝ�,ﾈｨ駅�B�
訓練評価､入校選考等 

労働安全衛生 ���8ｬyyﾚH���8,ﾈｦﾙ]ｺH���hｬyyﾚH���h,hﾞﾈｼhｬ(ｺｹ9��

訓練生の心理 佛��ｹ�h,ﾉF9�芥ﾅ��ｹ�h,ﾉ<��,ﾉyﾘ��HｵｩEﾈ,ﾈ�;�9��

生活指導 ��hｨ育y;�,ﾉZｩnﾊI�hｨ育y;�,ﾉ_ｹd�9��

関係法規 ��XｼiEﾉ|ﾘ､ｩJﾙ�9�囘�I�Xｼh��.渥hﾅyd�I┼:ﾘｮ顏�ｭhﾅyd�9��

事例研究 俥ﾈｼiZｨ��H轌;�繰Hﾅ��ｸ��邵ﾇh柬H轌;�ｴﾉ�9�,ﾈ駟~�ﾊHｸb�

(確認テスト) 宙ﾘxｦ倆"ﾈﾗX��9{��ｒ�

※講習は全科目受講しないと最終日の確認テストを受けられません｡

5　受講資格

No. 假8ﾗX��ｦ��実務経験 年数 

1 亰ｩEﾈﾉ�.畏xｦ倆"窿�ｸ�-ﾈ+ﾘ,ﾙ%�自9从鋳｢�(ﾒ�(/�*�<x-ﾘ岑+8*(�ｲ�- 

2 ��Xｧy�(ｼh�"瑛hｹi�X顗,亊h+x.乂x怦/�yｨ�8+X+ﾘ�"��2 

3 �%ｨｯｩ�Xｧx-ﾈ+ﾘ,ﾘﾘ)9��ｩnXｧxﾕｩ�(ｼh�"瑛hｹi�X顗,亊h+x.乂x怦/�yｨ�8+X+ﾘ�"��4 

4 �駢�攣/h,ﾈﾘ)7��Xｼhﾅ��ｸｵｩEﾈ�ﾛ畏xｦ倆"�1 

5 ��ｩnX攣/h,ﾈﾘ)7��Xｼhﾅ��ｲ虻ﾉEﾈ､ｩd�ｴｹ�X,�.h.��ｩnX攣/hｷ�-�ﾅ��ｹd�ｴｹ�X,��3 
よる専門訓練課程の養成訓練を含む)技能照査合格者 

6 ��ｩnX攣/h,ﾈﾘ)7��Xｼhﾅ��ｲ斡ｹ�Y¥ｩUﾉ�ch,�.�-�.�.�,ﾈ�ｸｸﾉEﾈ､ｩd�ｴｹ�Y¥ｩUﾂ�4 第3の2の専門課程の養成訓練及び訓練法規則別表第1の専門訓練課程の養 
成訓練を含む)修了者(※上記N0.5に掲げる者を除く) 

7 儿�,ｨ暹/h,ﾉX�,ｩ�Xｼhﾅ��ｲ虻ﾉEﾈ､ｩd�ｴｹ�X,�.h.儿�,ｨ攣/hｷ�-�ﾅ��ｹd�ｴｹ�Y¥｢�6 
表第1の普通訓練課程の養成訓練を含む)技能照査合格者 



No. 假8ﾗX��ｦ冽ik�ﾆ�ﾂ�

8 儿�,ｨ攣/h,ﾉX�,ｩ�Xｼhﾅ��ｲ斡ｹ�Y¥ｩUﾉ�c(,�.�-�.�.�,ﾈ�ｸｸﾉEﾈ､ｩd�ｴｹ�Y¥ｩUﾂ�第3による普通課程の養成訓練及び訓練法規則別表1の普通訓練課程の養7 
成訓練を含む)修了者(※上記N0.7に掲げる者を除く) 

9 �%ｨ遞攣/h,ﾉX�,ｩ�Xｼhﾅ��ｸ�ｸｴｹ�Y¥ｩUﾉ�cH,�.�-�.�.�,ﾂ虻ﾉEﾈ､ｩd�ｴｹ�Y¥ｩUﾂ�孟宗誤読琵誤詔鵠苛等雪gf,Tf慧罷笛讐慧凱雷露呈鷲驚10 
の〕修了者 

10 偖�.h菱��ﾎｹ<y��+馘ﾉ��扎�ﾎｹDiGｨ愡9��厭����

ll 俤X��+ﾉDi��fﾄ"��ｽi�霽xvh�,i:�9���8,iDh-�.x.ｨ.�.�,ﾈ,�"�

12 从ﾉd�,ﾉDi.��Xｼhﾅ��ｲ�9D笘-ﾈ+ﾘ,ﾘｸﾉd�,ﾈｵｩEﾈ�)wｹ�ﾈ�{倆#r�

13 俘)9乂xﾕｩ�(ｼh�"瑛hｹi�X顗,亊h+x.乂x怦/�yｨ�8+X+ﾘ�"途�

14 俑ﾉ^hﾇw��ｸﾕﾈｭh+x.��Xｼhﾅ��ｲ�)D鵑2ﾃc��鳧ｭB�-ﾈ+ﾘ,ﾘｸﾉd�,ﾉDi.モ�

15 俑ﾉ^hｪ�<YUｸﾆH躡eﾘ極�H/�uﾉdﾈﾎｲｖﾄ�sS���鳧ｭB�-ﾈ+ﾘ,ﾘｸﾉd�,ﾈﾏhｺC���

16 17 18 19 20 21 22 从ﾉ�ﾘﾘy�Xｼi^);����D鵑�ﾃ�#H鳧ｭB做9{倆#���

家事サービス職業訓練担当者 

旧訓練法規則によろ特別高等訓練課程の養成訓練技能照査合格者3 

T(BHfUt一撃aANf:.Ti88=露黒皆詔一男課程の養成訓練修了者4 

旧訓練法規則による高等訓練課程の養成訓練技能照査合格者6 

賢一讐監f%=詣浮諸君鰐の養成訓練修了者7 

旧訓練法規則による専修訓練課程の養成訓練修了者10 

(注)1　いずれも免許職種に関する学科､訓練等であること｡

(注)2 ･技能検定職種にはありますが職業訓練指導員免許職種がか､ものは16職種あります｡

その職種は次のとおりです｡

溶射､金属ばね製造､ロープ加工､金属研磨仕上げ､プリント配線板製造､産業車

両整備､複写機組立て､空気圧装置組立て､ファインセラミックス製品製造､厨房設

備施工､樹脂接着剤注入施工､自動ドア施工､路面標示施工､舞台機構調整､産

業洗浄､商品装飾展示

･職業訓練指導員免許職種はありますが､ 48時間講習の受講資格のない職種は2職種

で､次のとおりです｡

電子回路接続､バルコニー施工



6　修了の基準

講習を無遅刻､無欠席で受講し､最終日の確認テストにおいて基準以上の点数を得た者

に対して､修了証書を交付します｡

この修了証書は､職業訓練指導員免許の申請をする際の証明書となります｡

7　申込手続

(1)提出書類

(ア)職業訓練指導員講習申込書(裏面の履歴書を含む)

(イ)受講資格を証する書面

○技能検定合格者は､合格証書の写し

○大学､短大､高等専門学校､高校卒業者は､卒業証書の写しと専門学科の履修証書

及び雇用主の発行する実務経験証明書(申込書の裏面のものを使用すること)

○訓練校修了者等は､修了証書(技能照査合格者は合格証書)の写しと雇用主の発行

する実務経験証明書(申込書の裏面のものを使用すること)

※　実務経験証明書は､受講申込書が被雇用者でない場合には､事業協同組合等同

業組合長の証明とする｡

(2)受講料等

(ア)受講料の額

16,200円(テキスト代･消費税含む)

(イ)納付方法

後日受講票と受講料の払い込み用紙をお送りいたしますので､講習開始日までに払

い込んでください｡

(ウ)申し込み後､自己都合で申し込みを取り消しても受講料はお返しできません｡

(3)書類の提出先

群馬県職業能力開発協会

〒372-0801伊勢崎市宮子町1211の1

TEL 0270-23-7761

FAX 0270-21 -0568

(4)書類の提出期限

平成28年1月13日(水)まで〔郵送によるものは､ 1月13日(水)必着〕

8　その他

免許申請手続きについて

講習修了者は所定の申請書により､群馬県への申請となります｡

その際必要な申請料は群馬県証紙での納付です｡

詳細については群馬県職業能力開発協会までお問い合わせください｡



職業訓練指導員免許職種(1 23職種)と技能検定職種との対応表

免許職種 亰ｩEﾈﾉ�.��X霻�

園芸科 ��ﾇﾉ�X�ﾂ�

造園科 ��(���

森林環境保全科 

鉄鋼科 仞��騅陝��

鋳造科 仞��騅陝�I))�*I[)iin粟�H5��484ｨ5�6r�

鍛造科 �&)�"�

熱処理科 仞��颯ﾘ�yﾚHｾ��鞏驅�靈��

機械科 亢�､(��ﾔ蟹_ｩ6H��ﾔ芥ｾ�ﾅ��ｸﾞﾊB�ﾔ鮎i*Hﾘⅸ覃�8+�Hｴ�､(ﾉ�芥ｴ��､)]ｹ�:Ioｸ�9�Y'Y+)�鶇6X4�6ｨ4｢�8ｸ488�5�6x8ﾈ�ｸ5h8x9:Hｴ�､"�7h8��986y�ｹ�ﾚI�萎ﾘﾔ粟�Hﾞﾒ�

溶接科 ��

塑性加工科 仞���7h8ﾈ5��ﾔ芥ﾔ��ｩM�ｾ�I52�ﾔ芥ﾉｩ'ｩ7Hｾ��

構造物鉄工科 �58ﾔ��

金属表面処理科 �-�,(*ｺH4�8ｸ7�6ｨ4X8�wｨｼ伜�ｲ��yﾒ�

電子料 �6H����ч�ｩ��I6H��ｴ�ｮﾙ�yzr�,JIKﾉ;��ﾉ�ｹV��ｹ�*H齷:餃ﾉHB�ｴ�+)���

メカトロニクス科 �6Hｴ8ｴ�ｮﾙ�yzx,B�

電気科 �6Hｴ8ｴ�ｮﾙ�yzx,JH齷:餃ﾉHHｴ�+"��鶫6Hｴ9�ｹ�ﾒ�

電気工事科 ��

コンピュータ制御科 ��

発変電科 ��

送配電科 ��

自動車製造科 �>�E(ｴ�ｭi�yzx,B�

自動車整備科 ��

自動車草体整備科 ��

航空機製造科 ��

航空機整備科 ��

鉄道車両科 �58ﾔ蟹59;倬i[��ｹ�"��餔R�

造船科 �58ﾔ��

時計科 倬霽h�9yﾒ�

光学ガラス科 舒�ｻ�8ﾈ985��ﾔ芥ﾏXｧxｴ�ｮﾙ�ｹ�"�

光学機器科 佰Xｧxｴ�ｮﾙ�ｹ�"�

計測機器科 ��

理化学機器科 �i.ｹw�6Hｴ8��|8ｮﾙ+)���

製材機械科 ��萎ﾘﾔ粟�HﾞﾚI�ｸﾝ�,ﾈ+�mｩzx,B�

内燃機関科 �>�E(ｴ�ｭi�yzx,B�

縫製機械科 囘I�ｸｴ�､)�餔R�

建設機械科 佶ｩ�ﾘｴ�､)�餔R�

建設機械遅転科 ��

農業機械科 僞�hｴ�､)�餔R�

冷凍空調機器科 凭)8�ｿ8ｴ9+)��ｴ�ｮﾘ邵ﾔ��

織機調整科 亢�､)+)���

織布科 ��

染色科 ��Y�b�

ニット科 �6ｨ6(6y�ｹV��ｹ�"�

洋裁科 儻y�ﾈ��ｹ���ｹ�"�

洋服科 ���贓Y��ｹ�"�

和裁科 刎�ﾝ��

寝具科 ���ｾ��ｸﾞﾂ�

帆布製品科 僵�ｩ�ｹV��ｹ�"�

縫製科 儻ｨ,ﾘ*ﾙdI�ｲ�

木型科 冦闇��ｸﾞﾂ�

木工科 冦慰斡�､)+)�鶇ｴ�､)m慰芥徂ｾ���ｸﾞﾊHﾉｨｾ��ｸﾞﾊI�ｸﾝ�,ﾈ+�mｩzx,B�

木材工芸科 俯ﾘｮﾙ�ｹ�"�

竹工芸科 �'ﾈﾔ杏ﾂ�

紙器科 倩hｮﾒ�&�7ｸ�ｸ8ｹJ��ｹ�"�

製版.印刷科 ��ｹLZH�8ﾟﾂ�

製本科 ��ｹgｲ�

プラスチック製品科 �7h8�5�6�6(4��ﾈﾆ�Hｺﾘ嶌7h8�5��6�6(4��ﾈﾆ��

レザー加工科 ��

ガラス科 �4ｸ8�5��ｹV��ｹ�"�

ほうろう製品科 �-�*H.ｸ*H��ﾔ��

免許職種 亰ｩEﾈﾉ�.��X霻�

陶磁器科 �:俾Xｮﾙ�ｹ�"�

ブロック建築科 �.ｨ/�*ｩ��鶇7X8ﾘ6(4靄ｩ'ｪB�4x�ｸ4x8ｸ5h�ｸ7�6ﾈ8ｸ邵ﾔ��

石材科 ��鞏韈ｸﾔ芥5(984�8ｨ�ｸ6y��-ﾘ7R�8ﾘ6(4韈ｸﾔ��

麺科 ��ｹlｲ�

パン.菓子科 �7�99�ｹ�*H攪���ｹ�"�

食肉科 �6�8��5ﾈ�ｸ5ｨ�ｸ5r�7��ｸ5(99�ｹ�"�

水産物加工科 ��X蝎�ｸ.��ｹV��ｹ�"�

発酵科 �-ﾘ+ｹ�ｹ�*H���"�

建築科 佶ｩ'ｩ�Xﾔ蟹��y¥xﾉｩ'ｪH6�8ｸ5"�6ｨ�ｸ邵ﾔ芥ﾉｩ'ｩ�ﾙlｩ�ｸﾞﾊH5H6"�5h邵ﾔ��

屋根科 �*�.ﾘ.x-H*ｲ�

とび科 �,h-��

左官.タイル科 俚hｪⅸ5�488ｹ*8.��

築炉科 �.ｨ/�*ｩ��-ﾚI'ｩ��

畳科 ��I�ｸﾞﾂ�

配管科 住宅設備機器科 僭ｨｬzIx��Y�ﾙOX邵ﾔ��

さく井科 �+8*ﾘ捌H4X4x8ｸ7ﾈ48986x邵ﾔ��

建設科 佛驢x邵ﾔ蟹58ｽ育ｸﾔ芥5(984��8ｨ�ｸ6x�9�x邵ﾔ��

枠組壁建築科 佶ｩ'ｩ�Xﾔ蟹��y¥xﾉｩ'ｪH6�8ｸ5"�6ｨ�ｸ邵ﾔ芥ﾉｩ'ｩ�ﾙlｩ�ｸﾞﾂ�

プレハブ建築科 ��

スレート科 �5�8ﾈ�ｸ6x邵ﾔ��

建築板金科 佶ｩ'ｩ7Hｾ��

防水科 冉��X邵ﾔ��

インテリア科 �>��X覃�8+�邵ﾔ蟹Uﾉ�R�

床仕上げ科 �>��X覃�8+�邵ﾔ��

熟絶縁科 偬��(傀邵ﾔ��

サッシ.ガラス施工科 �4ｨ�ｸ6X984X4��ｸ8ｸ邵ﾔ芥4ｸ8�5��邵ﾔ芥5H6(5h邵ﾔ��

土木科 �4X4x8ｸ7ﾈ48986x邵ﾔ��

測量科 ��

ボイラー科 ��

クレーン科 ��

港湾荷役科 ��

化学分析科 公害検査科 �ｸｧyZｩ�ﾒ�

漆器科 俯ﾘｮﾙ�ｹ�"�

貴金属.宝石科 亢ﾘｾ����Y�xｾ��ｸﾞﾂ�

印象彫刻科 �8�ｹ*Hﾘ��

表具科 儷ﾉ�R�

塗装科 �6��ZI6閲�+)�b�

広告美術科 儘ﾈﾙ�Oﾈ��覃�8+��

義肢装具科 亳�閧��Xｾ��ｸﾞﾂ�

フォークリフト科 ��

電気通信科 ��

電話交換科 ��

工業包装科 儘鮎i^��R�

事務科 ��

貿易事務科 ��

流通ビジネス科 ��

介護サービス科 ��

写真科 們ｩ���

理容科 ��

美容科 ��

ホテル.旅館.レストラン科 ��

観光ビジネス科 ��

建築物衛生管理科 �7(8ｸ4�8ｨ�ｸ6ｨ984��

建築物設備管理科 �7(8ｹ�ﾙOXｬyyﾒ�

日本科理科 中国科理科 西洋科理科 �+)yﾒ�

臨床検査科 ��

デザイン科 ��

フラワー装飾科 �7H8�8��ｹ�X�ﾂ�

情報処理科 ��

福祉工学科 ��





受講資格 ��b�

判定 

※印の欄には､記入しないこと｡
履 磨 書

ふりがな � 劔�iD��ﾈ�?｢�年月日 劔��ｲ�¥｢�男.女 

氏名 � 

現住所 � 劔剔ﾟ 絡 先 �6I�)MHﾘb�ｒ�

慕 終 学 磨 乂xﾕｩkﾂ�乂x怏iH,ﾒ�攣/b�所在地 劍ﾝﾘｧxｯｨｭB�剔ｲ業.中退 等の別 

年月～年月 (年月) 剪�

訓 練 磨 佛��ｸﾕｩkﾂ�佛��ｸ怩�所草地 劍ﾅ��ｸｯｨｭB�剌C了.中退 等の別 

年月～年月 (年月) 剪�

職 磨 倬hｼh�kﾂ��&闌ｩ�Ykﾂ�所在地 劍ﾝﾙ�XｯｨｭB�剞E務内容 
年月～年月 (年月) 剪�

年月～年月 (年月) 剪�

年月～年月 (年月) 剪�

年月～年月 (年月) 剪�

実　務　経　験　証　明 書

(　)は具体的に業務内容を記入して下さい｡


