
●　建築科選考試験の状況 （単位：人）

応募者数 合格者数 応募者数 合格者数 応募者数 合格者数

令和４年度 8 7 7 1 1 8 8

令和３年度 10 8 8 2 2 10 10

●　建築科在校生数 （単位：人）

１年 ２年

(R4入校) うち女子 (R3入校) うち女子

15 8 0 10 0

（単位：％）

普通科 総合学科 工業科 農業科 その他

令和４年度 37.5 12.5 25.0 25.0 0.0 100.0

令和３年度 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 100.0

●　建築科入校生の出身地域 （単位：％）

令和４年度 50.0 0.0 12.5 37.5 0.0 100.0

令和３年度 40.0 0.0 0.0 50.0 10.0 100.0

●　建築科在校生の出身高校（令和４年度）

【県央】　　盛岡農業、　盛岡工業、　盛大附属

【県南】　　花巻東

【県北】　　久慈東、　久慈工業、　軽米

④ ①

定員

●　建築科入校生の出身高校の学科

県北

区　分
出身学科

区　分 入校生数
推薦 一般 合計

合計

県外 合計区　分 県央 県南 沿岸

建　築　科　ファクトシート



●　建築科修了生の就職状況 （単位：人、％）

割合 割合 割合

令和３年度 8 7 87.5 0 0.0 1 12.5

令和２年度 9 8 88.9 0 0.0 1 11.1

●　修了生の就職先企業（過去２年）

【本社が県内】　　　　　　　㈲岩井沢工務所、　㈲カネキ、　㈲上神田住建、　北日本ホーム㈱、　㈱栗谷川建工、

　　　　　　　　　　　　　　　㈱小村建築工房、　㈲佐藤工務店、㈱シモムラ、　住宅工房きっかわ、　㈱せきしょう、

　　　　　　　　　　　　　　　樋下建設㈱、　東野建設工業㈱、　㈲丸義工務所、　㈲杢創舎、　㈲吉田建築、

　　　　　　　　　　　　　　　㈱リベスト

【本社、事業所が県外】　　㈱四季工房、　㈱清水工務店　　

●　修了生の資格取得状況

【技能五輪岩手県大会（五輪・建築大工）】（単位：人、％）

区　分 参加者数 交付率

令和３年度 8 75.0

令和２年度 9 88.9

【２級建築施工管理技術検定試験（第一次検定）】 （単位：人、％）

種　　類 参加者数 合格率

　

【取得を目指す資格】　　

【修了後に取得可能な資格】　　

① ②

木造建築物組立等作業主
任者

　軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付
けなどにおいて、安全面などの監督・指導にあたる責任者に必要な資格（実務経験2年で
受験が可能。）。

木材加工用機械作業主任
者

　木材加工業で丸のこ盤、かんな盤、帯のこなど、特定の機械を5台以上備えている事業所
で、作業の直接指揮、安全装置の点検および非常時の措置、工具等の使用状況の監視な
どを行うために必要な資格（実務経験2年で受験が可能。）。

２級建築施工管理技士（学
科）

二級建築士受験資格
　比較的小規模な建築物についてのみ、設計・工事監理を行うことができる国家資格（登録
する際に実務経験2年が必要。）。

　請負金額4,000万円以下の中小規模の建設工事の現場において、現場の工程管理や品
質管理、安全管理を行う技術者の資格。

職業訓練指導員試験受験
資格

　技術専門校などの公共の職業能力開発施設や民間の認定職業訓練施設で職業訓練の
指導にあたるために取得する必要がある免許（実務経験２年で受験が可能。）。

　機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機
械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転（道路上を走行させる運
転を除く）の業務ができる資格。

　足場の組み立てや解体などに従事する作業員に必要な資格。

小型移動式クレーン運転
技能講習修了証

小型車両系建設機械運転
特別教育修了証

足場の組立て等特別教育
修了証

　クレーンや移動式クレーンなどで荷をつる際に、ワイヤロープなどの荷を吊り上げるため
の用具の準備から、当該用具を用いてフックへ用具を掛ける作業、フックから用具を取り外
す作業までの一連の作業ができる資格。

玉掛け技能講習修了証

　つり上げ荷重１トン以上５トン未満の移動式クレーン運転の業務ができる資格。

２級建築大工技能士
　木造建築の大工工事に必要な技能を認定する国家資格。在校中に技能照査に合格した
場合には技能士補資格が得られ、学科試験が免除される。また、技能五輪岩手県大会に
おいて一定基準以上の成績を収めると技能証が交付され、実技試験が免除される。

8 7 87.5
令和３年度
第一次検定

本社、事業所が
県外修了生数

本社が県外
事業所が県内区　　分

本社が県内

8

6

技能証被交付者数

合格者数

この大会で一定基準以上の成績を収めると、技能

証が交付され、技能検定実技試験が免除されます。

また、在校中に技能照査に合格した場合には技能

士補資格が得られ、学科試験が免除されます。

第一次検定に合格すると２級建築施工管理技士補

の国家資格を取得することができます。



建築科入校生・修了生の技能競技大会での活躍（全国）

●　若年者ものづくり競技大会　建築大工職種

　　　高等技術専門校、工業高校等において技能を習得中の20歳以下の若者が技能レベルを競う大会

第１６回大会（令和３年８月、愛媛県）

敢闘賞 田中　愛華 （二戸校２年） （盛岡南高校卒業）

　

第１４回大会（令和元年８月、福岡県）

銀　賞 新谷　龍太 （二戸校２年） （久慈高校卒業）

敢闘賞 高橋　涼太 （二戸校２年） （水沢工業高校卒業）

第１３回大会（平成３０年８月、石川県）

敢闘賞 高橋　健太 （二戸校２年） （一関工業高校卒業）

敢闘賞 鈴木　翔大 （二戸校２年） （一関工業高校卒業）

●　技能五輪全国大会　建築大工職種

　　　技能検定２級相当以上の技能を有する23歳以下の青年技能者を対象に、その技能レベルの日本一

　　を競う大会

第５９回大会（令和３年１２月、東京都）

銅　賞 新谷　龍太 （R１修了） （久慈高校卒業）

遠藤　綾聖 （二戸校２年） （大野高校卒業）

工藤　恵大 （二戸校２年） （三戸高校卒業）

第５８回大会（令和２年１１月、愛知県）

金　賞 多田　知弘 （R１修了） （一関学院高校卒業）　技能五輪国際大会（2022年、中国・上海）出場権獲得！

銅　賞 佐々木　僚介 （H30修了） （岩泉高校卒業）

銅　賞 新谷　龍太 （R１修了） （久慈高校卒業）

第５７回大会（令和元年１１月、愛知県）

敢闘賞 野場　剣也 （H28修了） （久慈工業高校卒業）

敢闘賞 佐々木　僚介 （H30修了） （岩泉高校卒業）

菅原　誠也 （H30修了） （一関工業高校卒業）

鈴木　翔大 （H30修了） （一関工業高校卒業）

多田　知弘 （二戸校２年） （一関学院高校卒業）

第５６回大会（平成30年１１月、沖縄県）

敢闘賞 大渡　雅俊 （H28修了） （大野高校卒業）

野場　剣也 （H28修了） （久慈工業高校卒業）

中村　朱里 （H29修了） （大槌高校卒業）

藤原　真紀 （H29修了） （大槌高校卒業）

佐々木　僚介 （二戸校２年） （岩泉高校卒業）

② ③

第１５回大会（令和２年８月）
　　　　　新型コロナウイルス感染症拡大状況を勘案し、中止されまし
た。

第９回大会（平成26年8月）から

７大会連続入賞！！



●　入校から修了までの経費概算（建築科）（令和４年度）

二　　戸

　１　年　次

入校検定料 ２，２００円

入　 校　 料 ５，６５０円

授　 業　 料 年額１１８，８００円

諸　 経　 費 年額１４８，０００円

（計） 年額２７４，６５０円

　２　年　次

授　 業　 料 年額１１８，８００円

諸　 経　 費 年額１８５，０００円

（計） 年額３０３，８００円

●　寄宿舎入寮経費概算（年額、原則毎月納入）（令和４年度）

二　　戸

青雲寮

男子　４０名

４人部屋

年額１９６，０００円程度

年額３２８，０００円程度

④

（計）

区　　分

寄宿舎名

定　　　員

居　　　室

区　　分

食　　　費

維持費（消耗品費、光熱水費、
インターネット接続料等）

　年額１２０，０００円

寄宿舎料
年額　１２，０００円
（月額１，０００円）

二戸高等技術専門校
Tel:0195-23-2227

自動車システム科・建築科

宮古高等技術専門校
Tel:0193-62-5606

自動車システム科・金型技術科

千厩高等技術専門校
Tel:0191-52-2125

自動車システム科


