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発行：職業訓練法人 遠野職業訓練協会  総務委員会

木造建築科、配管科、建築設計科の 3 科で訓練を実施しました。建

築設計科は 5 年ぶりの開催となり、木造建築科 2 名、建築設計科 4

名の入校生を迎え、4 月 20 日から訓練を開始。10 月 25 日には、

県 内 の 訓 練

生が一同に会し技能を競い合う「岩手県若年

者技能競技会」に全訓練生が参加。木造建築

科の部 1 年久保田和哉が銅賞、3 年菊池昌迪

が銀賞、配管の部 2 年白岩隆範が銀賞を受賞

しました。3 月 15 日に修了式が行われ、2

名が修了、6 名が進級となっています。

事務科、建築科、建設科、介護サービス科、造園科、左官科、洋服科を実施し、

延べ 60 コース、400 名弱の受講者に対して人材育成を行いました。短

期訓練の特徴は、2 日間からの訓練が少人数、低料金で受講できます。

当協会では、毎月 2 ～ 4 コースを計画して実施していますが、この時期

にこういう講習をしてほしい等の要望があれば計画できますので、お気

軽にご相談お問い合わせください。

岩手県受託訓練 6 科、

高齢・障害・求職者雇用

支援機構認定訓練 1 科、

遠野市受託事業 4 事業

を実施しています。

平成29年度の事業をご報告いたします
長期訓練

短期訓練

木造建築科 3年課程 建築設計科 2年課程

募集訓練科

遠野高等職業訓練校は、技能者を育てたいと考えている事業所の皆さまを応援します。建設業
では若い世代の入職者が減少しています。後世に技能や技術を繋いでいくことはとても大切

なことです。技能者を育てたいと考えている事業主の皆さま、是非、従業員の育成をご検討ください。
当校の訓練では、同じ道を目指す仲間と共に専門的知識や技能を学び、幅広い適用力、適応力
を養います。また、修了した際には技能検定や職業訓練指導員免許取得時に、学科免除や実務
経験年数が短縮されるなどの特典もあります。

また当協会では、多職種に対し各種講習会・研修会を計画し実施しています。「こういった研修がし
たい」「従業員にとらせたい資格がある」など要望がありましたらお気軽にご相談ください。

後継者育成塾若年者開発研修
5月開講 【全10コース】 5月開講 【全6コース】
■全日程 9：00～17：00

（1コース 2日間 計16時間）
■全講習定員 16名
■各コース受講料
会員10,800円 会員外16,200円
■全研修受講の場合
会員97,200円⇒75,000円
会員外145,800円⇒120,000円

（全て税込価格となります）

■全日程 9：00～17：00
（1コース 2日間 計16時間）

■全講習定員 12名
■各コース受講料
会員10,800円 会員外16,200円
■全研修受講の場合
会員64,800円⇒54,000円
会員外97,200円⇒86,400円

（全て税込価格となります）

新入社員研修
【第1回】4月5日（木）～6日（金）
【第2回】4月12日（木）～13日（金）

※同内容で2回実施します。

その他にも随時募集をしていますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

平成30年度 長期訓練生募集

現在、平成30年度 短期訓練の受講生を募集しています。
ぜひ奮ってご参加いただき、お役立てください。

短期訓練・一般講習について

職業訓練法人 遠野職業訓練協会講習・労務のことなど、
お気軽にお問合せ下さい。

〒028-0502 岩手県遠野市青笹町中沢8-1-8  TEL.0198-62-6310 FAX.0198-62-6366
〔E-mail〕info-tonovts@tono-vts.ac.jp 【URL】http://www.tono-vts.ac.jp

遠野　訓練ぜひホームページもご覧ください▶

▲修了式の様子

▲フォークリフト講習 ▲伐木講習 ▲洋服科 ▲事務科（アクセス講座）

▲玉掛け講習

◀︎ みなさん日頃の訓練の成果を出し切りました

委託訓練 岩手県受託訓練（再就職支援訓練）
メディアビジネス科 就職率91%
IT実践科 就職率78%
情報ビジネス科 就職率91%
経理実務科 訓練中
介護サービス科 訓練中
ファイナンシャルプランナー
養成科（女性就業支援） 就職率71%

高齢・障害・求職者雇用支援機構認定訓練
（求職者支援訓練）
トータルメディアデザイン科 就職支援中
遠野市受託事業
在職者介護資格取得講習 7名受講7名修了
中堅社員研修 22名受講
新入社員フォローアップ研修 47名受講
職場定着支援講習 10名受講

いつも当協会には、多大なるご協力とご厚情を賜りまして、誠にありがとうございます。
平成30年度も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

■受付8：45  講座 9：00～17：00
（各回 2日間 計16時間）

■各回30名程度
■各回受講料
会員6,480円 会員外10,800円

（全て税込価格となります）
※2日間とも昼食を準備します。
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平成30年4月1日から
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります

8 月 6 日（日）に「第 29 回優勝旗並びに遠野市長争奪支会対抗ソ

フトボール大会」が綾織地区センターグラウンドで行われました。

当日は、天候にも恵まれ 8 支会で交流を図りながら勝敗を競い、競技終了後にはカレーライスが振

る舞われました。結果は次のとおりです。

〔優勝〕 青笹支会　〔準優勝〕 遠野・綾織合同支会　〔3位〕 小友上郷宮守左官合同

〔最優秀選手賞〕 長澤 一弘 氏　〔敢闘賞〕 菊池 正寛 氏

10 月 7 日、8 日に「第 19 回とおの技能まつり」が「蔵の道ひろば」

にて開催されました。会員の皆さまには、お忙しい中、多くの商品

を出品いただきました。例年大好評の刃物研ぎは、訓練生とベテランの職人の皆さんが 2 日間で 191

丁を研ぎあげました。刃物研ぎの収益金 58,500 円は、会長、副会長と訓練生で遠野市へ寄付をしま

した。本田市長からは寄付へのお礼と技能者育成に対して激励と期待の言葉をいただきました。

今年度、栃木県で開催された技能五輪全国大会に新田建築所属の鈴

木瞭平氏（昨年度木造建築科修了生）が岩手県代表に選ばれ大

会に出場しました。上位入賞を目指し、

日々、仕事を行いながら課題の練習に励

んでいました。惜しくも入賞はできなかったものの、課題に挑戦し

技能を磨く姿勢は、今後の仕事に繋がる良い経験になったと思いま

す。また、大会出場にあたり多くの方々に指導や練習材料の加工等、

選手への後方支援をしていただきました。ありがとうございました。

永年にわたり技能士会の運営に多大な貢献をした功績

表彰された皆様、誠におめでとうございます ソフトボール大会

技能まつり

第37回全国技能士大会

表彰内容

一社）全国技能士会連合会長表彰
功労者表彰

小松 喜一 氏　　及川 澄夫 氏

永年にわたり配管
科職業訓練指導員
を務め、人材育成
と技能資格取得に
多大な貢献をした
功績

遠野地区技能士会
の運営に尽力いた
だいている功績

第59回岩手県職業能力開発促進大会 平成29年度岩手県技能士大会

表彰内容 表彰内容

平成29年度認定職業訓練功労者表彰
認定職業功労者表彰者

岩手県技能士会長表彰

上澤 伸行 氏 照井 文雄 氏

表彰 会員親睦行事

技能五輪全国大会

▲理事会にて表彰の喜びを語る両氏

▲優勝の青笹支会

▲刃物研ぎは熟練の技

▲準優勝の遠野・綾織支会

▲恒例のミニ上棟式

▲第3位の4支会合同チーム

▲刃物研ぎ収益金を遠野市へ寄付

◀︎自身で作り上げた課題を感慨深けに眺める鈴木氏

※グラウンドゴルフ大会は雨天のため中止となりました

事業主のみなさまへ

精神障害者である短時間労働者であって
 雇入れから3年以内の方　または
 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
　かつ、
 平成35年3月31日までに、雇い入れられ、
 精神障害者保健福祉手帳を取得した方

■さらに法定雇用率が以下のように変わります

事業主区分
法定雇用率

現行 平成30年
4月1日以降

民間企業 2.0％ ➡︎ 2.2％
国、地方公共団体等 2.3％ ➡︎ 2.5％
都道府県等の教育委員会 2.2％ ➡︎ 2.4％

■精神障害者である短時間労働者の算定方法も変わります

雇用率算定方法
（対象者1人につき）

0.5 → 1
※左記の条件を満たし

ていても対象にならない
場合もあります。

詳細はハローワークへ
お尋ねください。


