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日頃から INAX 建築技術専門校への多大なるご支援をいただきありがとうございます。 

2021 年度の募集要項をお送りしますので、入校をご検討いただきますようお願い申し上げます。 

内容に関して不明な点がございましたら、事務局までご遠慮なくお問い合わせください。 

なお、記載内容につきましては今後の社会情勢等により変更となる可能性がございます。 

 

 
１．ＩＮＡＸ建築技術専門校概要 

ＩＮＡＸ建築技術専門校（以下、本校という）は株式会社ＬＩＸＩＬが運営する認定職業訓練校 

です。平成元年に若手タイル張り技能者を育てることを目的にタイル販売店・工事店の支援を受 

けて設立しました。 

本校は愛知県から認定を受けた職業訓練校(認定番号 1単 172 号)です。そのため技能照査に合格 

すると「タイル張り技能士補」と称することができ、技能検定 2級（タイル張り）の学科試験が 

免除になります。 

また、訓練生を派遣する会社（以下、各会社という）は必要な条件を満たした場合、【人材開発 

支援助成金】を申請することができます。 

 

２．認定職業訓練について 
本校で行う認定職業訓練（以下、訓練という）は、職業能力開発促進法に定める教科・訓練期間 

や設備など、一定の基準に従って行われる普通職業訓練の普通課程です。 

訓練は本校で実施する集合教育と各会社で行う分散教育で構成されております。 

 

○集合教育  

集合教育は学科と実技を行います。1日の訓練は 8時限を原則とします。 

 

○分散教育  

分散教育は各会社で指導員を決めていただき、その方の指導により行います。 

指導員は原則、各会社の社員で職業訓練指導員免許（タイル科）あるいは１級タイル張り 

技能士資格を有する人となります。訓練開始までに指導員を決定していただきます。 

 

○【春組】と【秋組】について 

  各組とも定員は 24名で、訓練内容はどちらも同じです。 

 

  【春組】 

訓練期間は 4月～翌年 3月末までの１年間です。 

集合教育は毎年 5月～9月と翌年 3月に本校で行います。 

分散教育は集合教育以外の期間に各会社で行ないます。（詳細は付表 1参照） 

  

  【秋組】 

訓練期間は 10 月～翌年 9月末までの１年間です。 

集合教育は毎年 10 月～翌年 2月と 9月に本校で行います。 

分散教育は集合教育以外の期間に各会社で行ないます。（詳細は付表 2参照） 
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○修了条件 

集合教育および分散教育の各訓練時間の 8割以上に出席し、かつ技能照査に合格したもの 

を修了とします。 

 

○特別教育  

認定職業訓練とは別に労働安全衛生法の安全衛生特別教育規程に基づき、次の特別教育を 

実施します。 

対象者は希望者のみです。後日配布する申込書により別途申込を行ってください。 

実施日は休日です。実施日の詳細は付表 1.および付表 2.をご覧ください。 

・自由研削といし試運転業務 

・フルハーネス型安全帯使用作業 

・高所作業車運転業務(作業床の高さが 10 メートル未満のもの） 

・足場の組立て等 

 

３．応募資格 
訓練開始時点でタイル工事店などに就職しており、高校卒業程度の学力を有する 18歳から 

35 歳(*)までのタイル張り技能を身に付けたい、やる気のある人。 
(*)上記条件を満たさない場合は本校事務局にご相談ください。 

また、実技訓練で高所作業や回転工具類等を取り扱うことがあるため、それらに支障となる 

障がいや病気（病状）のある方はご相談ください。 

 

 

４．入校申込み方法 
募集は次のように行います。 

 

○募集方法 

  

項    目 【春組】 【秋組】 

訓練期間  2021 年 4月から 1年間 2021 年 10 月から 1年間 

募集定員  24 名 24 名 

募集要項の

公開日     
冊子配布 2020 年 10 月 

募集開始日 
協力会会員 2020 年 10 月 25 日 

上記以外 2020 年 11 月 15 日 

受付締切 

条件 

各定員に達した時 原則申込み順に受理します。 

助成金申請する場合 2020 年 12 月 10 日 2021 年 6月 1 日 

最終受付締切日 2021 年 2月末日 2021 年 7月末日 

受付方法 
入校願(別紙)の原本および指導員免許のコピーを郵送してください。 

応募資格を満たした申込み順に受理します。 
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5．入校費 
○金額 

入校費は「受講費」と「宿泊費（訓練日の昼食代含む）」の合計で、各会社が負担します。 

INAX 建築技術専門校協力会に加入している各会社は、受講費が安くなります。 

 (協力会への加入をご検討されている場合は、お問い合わせください)。 

 

 

 

 

 

 

※協力会正会員の紹介を受けて申し込んだ会社は「協力会加入」と同額になります。 

 

○支払方法 

入校式後に事務局より請求書を送付いたします。それにより指定口座にお振込ください。 

 

○退校時の精算 

訓練途中で退校する場合は、退校日により次のように入校費を精算します。 

退校日が 

・入校費入金前の場合 

退校までにかかった実費金額を各会社に請求します。 

・入校費入金後～8 月（秋組は 12月）分散教育開始前日までの場合 

入校費から退校までにかかった実費金額を差し引いた金額を各会社に返金します。 

・8 月分散教育開始後（秋組は 12月）の場合 

入校費の返金は一切行いません。 

 

６．助成金 
一定の条件を満たせば、国からの助成金を受給することができます。申請できる助成金は【人材 

開発支援助成金】です。助成金の申請は、各会社で行っていただきます。詳しくは厚生労働省の 

HP をご覧いただくか、各都道府県の労働局までお問い合わせください。 

申請手続きにはかなりの日数が必要となります。助成金を申請する場合は入校願を入校前年の 

12 月 10 日（秋組は入校年 6 月 1日）までに専門校宛てにお送りください。 

 

７．集合教育期間中の宿泊・食事 
集合教育期間中、訓練校近辺で宿泊施設が必要な人は、次の施設を本校で手配します。 
また、認定訓練実施日の昼食も本校で手配します。自宅通学または指定宿泊施設以外を各自で 

手配する場合は事前にその旨ご連絡ください。 

※指定宿泊施設を利用しない場合、昼食費 20,000 円（税抜）のみ請求させていただきます。 

 

○指定宿泊施設 

名  称  ホテルルートイン常滑駅前 

住  所    〒479-0838 愛知県常滑市鯉江本町２－７３ （専門校から徒歩 15 分） 

電話番号  0569-36-3511 FAX：0569-36-3512 

ホームページ http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index_hotel_id_81 
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○宿泊期間 

宿泊設定日は集合教育期間中の約 125 泊です。(付表 1.2 を参照) 

 

    【春組】 

8 月の分散教育期間中は宿泊できません。 

2021 年 8月 15 日（日）と 2022 年 3 月 6日（日）の前泊は本校で手配します。 

 

    【秋組】 

12 月～1月の分散教育期間中は宿泊できません。 

2022 年 1月 10 日（月）と 2022 年 9 月 18 日（日）の前泊は本校で手配します。 

 

○食事 

認定訓練実施日の昼食費は宿泊費に含まれますが、朝食･夕食･休日の昼食は宿泊費に含まれ 

ておりませんので、ホテルのレストランを利用するなど各自で準備をしてください。 

 

８．よくある質問 
○入校について 

Ｑ）専門校の見学はできますか？ 

Ａ）もちろんできます。ぜひお越しください。事務局までご連絡ください。 

 

○訓練について 

Ｑ）病気などで休んだ場合の振替授業はありますか？ 

Ａ）振替授業はありませんが、講師がフォローさせていただきます。 

 

○宿舎および通勤について 

Ｑ）指定宿泊施設に入らなければなりませんか？ 

Ａ）自宅からの通勤や指定宿泊施設以外での宿泊も可能です。 

Ｑ）自宅から通勤する場合の通勤方法はどうなりますか？ 

Ａ）公共交通機関を推奨します。ただし各会社承認の上、車等での通勤も認めます。 

 

○費用について 

Ｑ）入校費の料金の違いについて教えてください。 

Ａ）ＩＮＡＸ建築技術専門校協力会会員の事業所は受講費を一般にくらべて訓練生一人当た

り 15 万円安く設定しております。詳しくは事務局までお問い合わせください。 
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９．所在地と連絡先 
名称       ＩＮＡＸ建築技術専門校 

住所       愛知県常滑市多屋町４－１８－２ 

電話       0569-35-4902 （事務局担当：大原） 

FAX        0569-34-8219 

E-mail     senmonkou@lixil.com 

HP         http://inax2.lixil.co.jp/iita/ 

運営       株式会社ＬＩＸＩＬ 

 

１０．アクセス 
電車の利用が便利です。常滑駅からは徒歩約 15分です。 

 電車で：名鉄常滑線の「中部国際空港行き」で常滑駅下車。 

※特別特急ミュースカイは常滑駅を通過しますので、乗車しないでください。 

お車で：知多半島道路（セントレアライン）常滑ＩＣより車で約 5 分。 
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祝日の移動等により訓練日が変更となる場合がございます。 
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