
  
産業技術専門学院は、職業能力開発促進法に基づき設置された公共職業能力開発校で、県内には、和歌

山市と田辺市にあります。 

両学院では、企業が求める即戦力となり得る人材を育成するため、必要となる高度な専門知識や技能の

習得を、少人数指導かつ安心な授業料で支援しています。 

また、学院での職業訓練を通じ、様々な資格の取得も可能となっておりますので、新しい仕事を始めた

い方や、これから仕事をするために必要な技能を身につけたい方は、奮ってお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．募集する訓練科

(注)１ 入学選考日当日は、午前 9 時から受付を行いますので、それまでに選考会場にお越しください。 

 ２ 入学願書受付期間終了後、各受験者に受験票を送付します。 

万が一、入学選考実施日の前日までに受験票が届かない場合は、入学を希望する産業技術専門学院 

までお問い合わせください。 

３ 大雨・地震などの非常時または新型コロナウイルスの感染状況等により、試験の中止、日時の変更、

試験会場の変更等を行う場合があります。 

 

２．入学選考の実施日程等

 
和歌山県立産業技術専門学院 

令和４年 4 月入学 生徒募集案内（２月選考） 
（問い合わせ先）   

和歌山産業技術専門学院  〒649-6261 和歌山市小倉 90    TEL:073-477-1253 

田辺産業技術専門学院  〒646-0011 田辺市新庄町 1745-２ TEL:0739-22-2259 

　　

　　※上記訓練科の募集人員や受験資格などの詳細については、次ページをご覧ください。

（１）和歌山産業技術専門学院

２年制：自動車工学科、理容科、メカトロニクス・ＣＡＤ科

１年制：建築工学科、デザイン木工科、総合実務科

（２）田辺産業技術専門学院

２年制：自動車工学科

１年制：観光ビジネス科

願書受付期間 令和３年１１月２９日（月）～令和４年１月2６日（水）

入学選考実施日時 令和４年２月５日（土）午前9時30分

選考会場 入学を希望する産業技術専門学院及び東牟婁振興局

選考方法 筆記試験（国語・数学）及び面接

合格発表日時 令和４年２月1０日（木）午後３時

入学日等 令和４年4月8日（金）
１年制の修了日：令和５年３月１５日（水）

２年制の修了日：令和６年３月１５日（金）
（参考）



 

 

３．募集人員・受験資格等

学院名 訓練科 訓練科の概要 募集人員
訓練
期間

 受験資格

自動車工学科
2級自動車整備士として必要な知識と
技術を学びます。 3人程度 高卒(見込)者以上　※１

理容科
理容師国家試験合格に向け、ｶｯﾃｨﾝｸﾞ
技法やﾍｱ･ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ技術等を学びます。 11人程度

高卒(見込）者以上。ただし、経過措置
により中卒（見込）者も可。

ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ・ＣＡＤ科
ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ機器組立技術の習得に向け、
機械加工、CAD、電気等の技能・技術
を学びます。

７人程度

建築工学科
建築大工技能・技術等、充実した実技
指導のもと、2級建築士・建築施工管
理技士等の資格取得を目指します。

１２人程度

デザイン木工科
家具・建具等の木工製品のデザインか
ら製作までを学びます。 1２人程度

総合実務科
仕事に必要な基礎体力、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ等
に加え、ﾊﾟｿｺﾝ操作や販売実務等を学
びます。

１８人程度 知的障害のある方　※２

自動車工学科
2級自動車整備士として必要な知識と
技術を学びます。 １２人程度 ２年 高卒(見込)者以上　※１

観光ビジネス科
事務職や旅行代理店で活躍する人材を
育成するため、簿記会計、ＰＣ操作、
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ、旅行業務等を学びます。

15人程度 １年
高卒(見込)者またはこれと同等以上の
学力があると認められる方

高卒(見込)者またはこれと同等以上の
学力があると認められる方

田   辺
産業技
術専門
学   院

和歌山
産業技
術専門
学　院

２年

１年

※１  高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した方等も受験できます。 

※２ 知的障害のある方を対象とした「総合実務科」の募集案内は別途ご用意しておりますので、受験を 

希望される方は、お問い合わせください。 

４．学費等

受験時及び入学後等に要する費用は、概ね以下のとおりです。 

（１）受験時・・・・入学考査料として 2，200 円 

入学時・・・・入学金として 5，650 円 

    ※入学願書提出時や入学時の誓約書提出時には、和歌山県収入証紙を購入(注）し、貼付してください。 

 
                                         （会計課） 

（２）授業料等・・・・・年間 120，600 円（授業料 118，800 円、空調機使用料 1，800 円） 

授業料の納付は、年 4 回（4 月・7 月・10 月・1 月末までに各 30，150 円）となります。  

 ※授業料については、減免制度がありますので、詳しくは、各産業技術専門学院までお問い合わせください。 

 

（３）その他費用 

それぞれの訓練科において、教科書・実習服・工具など、個人が所有するもの及び資格取得に要する 

実費等が別途必要となります。 

（注）和歌山県収入証紙の購入 

 各振興局、紀陽銀行本店及び一部支店等で販売しています。 

詳しくは、各産業技術専門学院にお問い合わせいただくか、和歌山県会計課のホ

ームページを参照のうえ、ご購入ください。販売しています。 



 

 

５．訓練期間中の援護措置

※本ページ中に記載の「居住地や所在地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）」は、次ページの 

公共職業安定所(ハローワーク)一覧でご確認してください。 

令和 4 年３月高等学校 

卒 業 見 込 の 方 

令和 4 年３月中学校 

卒業見込の方（理容科のみ） 
左 記 以 外 の 方 

（提出書類） 

１ 入学願書（入学考査料貼付） 

２ 調査書（進学用） 

（在籍している学校に発行依頼） 

1 入学願書（入学考査料貼付） 

2 職業相談票(乙) 

（在籍している学校に発行依頼） 

１ 入学願書（入学考査料貼付） 

２ 高等学校等の卒業を証する 

書面の写し等（自動車工学

科、理容科の受験者のみ） 

（提出書類） （提出書類） 

在籍している高等学校へ提出 

（担任、進路担当の先生へ） 
在籍している中学校へ提出 

（担任の先生等へ） 

居住地を管轄する公共職業安定所

（ハローワーク）で職業相談および 

所定の手続きを行ってください。 

中学校所在地を管轄する公共 

職業安定所（ハローワーク）へ 

提出 

居住地を管轄する公共職業安定所

へ入学願書等を提出。 

※郵送および代理人による提出は 

認めていません。 

願 書 受 付 （提出先：入学を希望する産業技術専門学院） 

６．提出書類と出願までの流れ



 

名称 所在地と管轄区域 電話番号

〒640-8331　和歌山市美園町5-9-12

【管轄】和歌山市、紀の川市、岩出市

〒648-0072　橋本市東家5-2-2

【管轄】橋本市、伊都郡

〒642-0001　海南市船尾186-85

【管轄】海南市、海草郡

〒643-0004　有田郡湯浅町湯浅2430-81

【管轄】有田市、有田郡

〒644-0011　御坊市湯川町財部943

【管轄】御坊市、日高郡（みなべ町は除く）

〒646-0027　田辺市朝日ヶ丘24-6

【管轄】田辺市（本宮町は除く）、西牟婁郡（すさみ町は除
く）、日高郡のうちみなべ町

〒647-0044　新宮市神倉4-2-4

【管轄】新宮市、田辺市のうち本宮町、東牟婁郡（串本
町・古座川町は除く）

〒649-3503　東牟婁郡串本町串本2000-9

【管轄】東牟婁郡のうち串本町、古座川町、西牟婁郡のう
ちすさみ町

0735-62-0121

和歌山公共職業安定所
（ハローワーク和歌山東別館）

橋本公共職業安定所

海南公共職業安定所

湯浅公共職業安定所

御坊公共職業安定所

田辺公共職業安定所

新宮公共職業安定所

073-488-7810

0736-33-8609

073-483-8609

0737-63-1144

0738-22-3527

0739-22-2626

0735-22-6285

新宮公共職業安定所
　串本出張所

７．公共職業安定所（ハローワーク）一覧

和歌山県立和歌山産業技術専門学院 

和歌山産業技術 で検索 

〒649-6261  和歌山市小倉９０ 

TEL  073-477-1253  

FAX  073-477-1254 

〒646-0011 田辺市新庄町 1745-2 

TEL  0739-22-2259   

FAX  0739-22-3123 

和歌山県立田辺産業技術専門学院    

田辺産業技術 で検索 

（１） オープンキャンパス（体験入学）について（参加には、事前申込みが必要です） 

産業技術専門学院では、入学希望者や入学を検討されている方などを対象に、日頃どのような 

訓練をしているのか、また様々な疑問点や不安な点などを解消する場として、普段の授業や実習 

の一部を実際に学院内で体験して頂く「オープンキャンパス」を開催しています。 

以下の日程で開催予定ですので、関心のある方は各学院までお問い合わせください。 

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、オープンキャンパスを中止する場合があります。 

記 

   和歌山産業技術専門学院 令和４年１月１５日（土） 

   田辺産業技術専門学院  令和３年１２月１４日（火）・１８日（土） 

                令和４年１月１５日（土）・２月２３日（水） 

各学院で実施日程が異なるため、詳細は各学院のホームページをご覧ください。 

（２） 施設見学について 

オープンキャンパス以外にも、学院への関心や興味を持たれた方は、学院の施設見学を常時受

付しておりますので、いつでもお気軽に各学院までお問い合わせください。 

（３） 学院のＰＲ動画やフェイスブックでの情報発信について（各学院のホームページ上に掲載！） 

日頃どのような訓練を実施しているのか、訓練の様子を簡単にまとめたＰＲ動画を作成してい 

ますので、是非ご覧ください。 

また、フェイスブックでも随時情報発信しておりますので、こちらも是非登録のうえ、ご覧く 

ださい。（下記のＱＲコードを読み取って頂くと各学院のホームページをご覧頂けます） 

８．産業技術専門学院からのお知らせ


