
●　自動車システム科選考試験の状況（令和４年度入校生） （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

千　　厩 17 15 15 2 2 17 17

宮　　古 17 14 14 4 3 18 17

二　　戸 9 9 9 0 0 9 9

合　計 43 38 38 6 5 44 43

●　自動車システム科在校生数 （単位：人）

うち女子 うち女子

千　　厩 20 17 1 13 1

宮　　古 15 17 0 9 0

二　　戸 20 9 0 9 0

合　計 55 43 1 31 1

（単位：％）

普通科 総合学科 工業科 農業科 その他

千　　厩 17.6 5.9 76.5 0.0 0.0 100.0

宮　　古 52.9 5.9 17.6 0.0 23.5 100.0

二　　戸 11.1 11.1 77.8 0.0 0.0 100.0

合　計 30.2 7.0 53.5 0.0 9.3 100.0

●　令和４年度自動車システム科入校生の出身地域 （単位：％）

千　　厩 5.9 76.5 11.8 0.0 5.9 100.0

宮　　古 11.8 11.8 70.6 5.9 0.0 100.0

二　　戸 55.6 0.0 0.0 44.4 0.0 100.0

合　計 18.6 34.9 32.6 11.6 2.3 100.0

●　自動車システム科在校生の出身高校（令和４年度）

【県央】　　盛岡農業、　盛岡工業、　平舘、　雫石、　盛岡市立、　盛岡誠桜、　盛岡中央

【県南】　　花巻南、　花北青雲、　黒沢尻工業、　水沢工業、　金ケ崎、　杜陵（奥州校）、

　 　　　　　一関工業、 　一関第二、　大東、　千厩、　専大北上

【沿岸】　　高田、　大船渡東、　釜石、　釜石商工、　大槌、　宮古、　宮古商工、　岩泉　

【県北】　　久慈東、　久慈工業、　大野、　福岡工業、　一戸　

【県外】　　佐沼（定時制）、　登米総合産業、　仙台育英学園、　五戸、　鹿島学園、　大学卒
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●　令和３年度自動車システム科修了生の就職状況 （単位：人、％）

割合 割合 割合

千　　厩 9 9 100.0 0 0.0 0 0.0

宮　　古 8 8 100.0 0 0.0 0 0.0

二　　戸 12 10 83.3 2 16.7 0 0.0

合　計 29 27 93.1 2 6.9 0 0.0

●　修了生の就職先企業（五十音順）

【本社が県内】　　岩手スバル自動車㈱、　岩手トヨペット㈱、　岩手日野自動車㈱、　岩手マツダ販売㈱、

　　　岩手三菱ふそう自動車販売㈱、　㈱スズキ自販岩手、　トヨタカローラ岩手㈱、　トヨタカローラ南岩手㈱、　

　　　日産プリンス岩手販売㈱、　ネッツトヨタ岩手㈱、ネッツトヨタ盛岡㈱、　㈱ホンダカーズ岩手中央、　　　　

　　　盛岡いすゞモーター㈱、　㈲山田自動車整備工場、　UDトラックス岩手㈱、　和山自動車販売㈱、

【本社が県外、事業所が県内】　　コマツカスタマーサポート㈱

●　自動車システム科修了生の資格取得状況

【自動車整備技能登録試験「学科試験」（二級）】

受験者数 合格者数 合格率 全国 受験者数 合格者数 合格率 全国

ガソリン 29 29 100.0 87.1 39 38 97.4 89.8

ジーゼル 29 29 100.0 94.8 39 36 92.3 95.5

シャシ 29 29 100.0 91.8 39 35 89.7 90.7

　＊　修了生は、実技試験が免除されているので、この試験の合格で二級自動車整備士の資格が取得できます。


【その他の資格】　　

　　　危険物取扱者（乙種４類）、　有機溶剤作業主任者技能講習、　ガス溶接技能講習、　アーク溶接特別教育、　

　　低圧電気取扱特別教育、　自由研削といし取替え等の業務に係る特別教育、　振動工具（チェーンソー以外）

　　の取扱い従事者教育、　タイヤ空気充てん業務特別教育、　粉じん作業特別教育
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自動車システム科入校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　自動車整備職種

　　　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

足澤　祐也 （二戸校２年） （福岡高校卒業）

第１４回大会（令和元年８月、福岡県）

銀　賞 佐藤　龍弥 （千厩校２年） （一関工業高校卒業）

銀　賞 山岸　悟 （千厩校２年） （花北青雲高校卒業）

敢闘賞 後藤　弥那 （二戸校２年） （福岡高校卒業）

敢闘賞 川﨑　隆星 （二戸校２年） （大野高校卒業）

敢闘賞 吉田　奎真 （宮古校２年） （不来方高校卒業）

千葉　遼 （宮古校２年） （江南義塾盛岡高校卒業）

第１３回大会（平成３０年８月、石川県）

銀　賞 金谷　拓真 （千厩校２年） （花北青雲高校卒業）

銅　賞 菊地　優斗 （千厩校２年） （専修大学北上高校卒業）

敢闘賞 佐々木　幹太 （二戸校２年） （久慈東高校卒業）

竹田　喜暁 （二戸校２年） （盛岡市立高校卒業）

前川　渓一朗 （宮古校２年） (高等学校卒業程度認定試験)

第１２回大会（平成２９年８月、愛知県）

銀　賞 千葉　寛也 （千厩校２年） （千厩高校卒業）

銀　賞 三浦　聖也 （二戸校２年） （盛岡市立高校卒業）

銅　賞 千葉　拓槻 （千厩校２年） （一関学院高校卒業）

銅　賞 銅銭　勝規 （二戸校２年） （盛岡工業高校卒業）

中村　紘一郎 （宮古校２年） （宮古工業高校卒業）

大橋　開斗 （宮古校２年） （遠野高校卒業）

第１1回大会（平成２８年８月、栃木県）

　　　危険物取扱者（乙種４類）、　有機溶剤作業主任者技能講習、　ガス溶接技能講習、　アーク溶接特別教育、　 敢闘賞 佐々木　晴哉 （二戸校２年） （盛岡農業高校卒業）

●　技能五輪全国大会　自動車工職種

　　　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）

出場選手なし

第５８回大会（令和２年１１月、愛知県）

菅原　龍斗 （千厩校２年） （一関工業高校卒業）

第５７回大会（令和元年１１月、愛知県）

佐藤　龍弥 （千厩校２年） （一関工業高校卒業）

第５５回大会（平成２９年１１月、栃木県）

千葉　寛也 （千厩校２年） （千厩高校卒業）

三浦　聖也 （二戸校２年） （盛岡市立高校卒業）

② ③

第１６回大会（令和３年８月、愛媛県）

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。



●　入校から修了までの経費概算（自動車システム科） （令和４年度）

千　　厩 宮　　古 二　　戸

　１　年　次

入校検定料

入　 校　 料

授　 業　 料

諸　 経　 費 年額１３７，７０９円 年額１４２，０００円 年額１４３，０００円

（計） 年額２６４，３５９円 年額２６８，６５０円 年額２６９，６５０円

　２　年　次

授　 業　 料

諸　 経　 費 年額 ７６，１６２円 年額　９２，０００円 年額１３９，０００円

（計） 年額１９４，９６２円 年額２１０，８００円 年額２５７，８００円

●　寄宿舎入寮経費概算（年額、原則毎月納入） （令和４年度）

千　　厩 宮　　古 二　　戸

啓技寮 向技寮 青雲寮

男子　２３名 男子　１８名 男子　４０名

２人部屋 ２名～４名部屋 ４人部屋

年額１８５，４００円程度 年額２０３，４５０円程度 年額１９６，０００円程度

④

区　　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　２，２００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５，６５０円

年額１１８，８００円

年額１１８，８００円

　年額１２０，０００円

区　　分

寄宿舎名

定　　　員

居　　　室

（計） 年額２９３，４００円程度 年額３０７，８５０円程度 年額３２７，０００円程度

寄宿舎料
年額８，４００円
（月額７００円）

年額　８，４００円
（月額　　７００円）

年額　１２，０００円
（月額１，０００円）

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９９，６００円 　年額９６，０００円

二戸高等技術専門校
Tel:0195-23-2227

宮古高等技術専門校
Tel:0193-62-5606

千厩高等技術専門校
Tel:0191-52-2125




