
平成２２年度うきは市若年者専修学校等技能習得資金貸与事業対象課程名簿

○専修学校(専門課程：１年以上２年未満) 平成２２年３月現在

国公立
私立別

学　　校　　名 住　　所　(電話番号) 課程名 学 　科 　名
修業
年限

私
立

ＫＣＳ 福岡情報専門学校
福岡市中央区春吉1-11-18

専門課程 情報ライセンス科 1
〒810-0003　(092-711-0401)

福岡国土建設専門学校
福岡市博多区三筑2-7-8

専門課程 測量技術科 1
〒812-0887　(092-501-3261)

九州工業技術専門学校
鞍手郡鞍手町小牧2122

専門課程 ＣＡＤ製図科 1
〒807-1311　(0949-42-8870)

中村調理製菓専門学校
福岡市中央区平尾2-1-21

専門課程
調理師科１年コース

1
〒810-0014　(092-523-0411) 製菓衛生師科

平岡調理・製菓専門学校
小郡市大保1451

専門課程
調理師本科

1
〒838-0197　(0942-72-8881) 製菓衛生師本科

専門学校 日本ビジネススクー
ル

福岡市博多区博多駅前4-18-6
専門課程 総合ビジネス学科 1

〒812-0011　(092-411-6423)

国際エステティック専門学校
福岡市南区大橋2-25-3

専門課程 メイク・ネイル・アロマ学科 1
〒815-0033　(092-552-5931)

福岡南美容専門学校
久留米市西町1318-1

専門課程
メイク科

1
〒830-0038　(0942-32-3809) エステ科

専修学校 コンピュータ教育学
院大橋校

福岡市南区向野2-10-30
情報ビジネス学科 1

〒815-0035　(092-512-7978)
専門課程

嘉穂経理専門学校
飯塚市堀池65-1

専門課程 ビジネスマネージメント科 1
〒820-0070　(0948-22-3387)

専門学校 九州テクノカレッジ
北九州市小倉北区清水4-8-1

専門課程 総合情報科 1
〒803-0841　(093-561-3914)

F・C 渕上医療福祉専門学校
福岡市中央区今泉1-4-18

専門課程 医療事務科 1
〒810-0021　(092-737-3153)

ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校
（旧　福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校）

福岡市中央区大名1-9-51
専門課程

医療事務科
1

〒810-0041　(092-731-7421) 歯科アシスタント科

医療ビジネス専門学校
福岡市博多区博多駅前3-28-11

専門課程
医療ビジネス科

1
〒812-0011　(092-441-0034) 歯科アシスタント科

福岡医療秘書福祉専門学校
福岡市博多区博多駅東1-16-22

専門課程
歯科アシスタント科

1
〒812-0013　(092-481-3354) 医療事務科

大原保育医療福祉専門学校
福岡市博多区上川端町13-19

専門課程 医療秘書事務学科 1
〒812-0026　(092-271-2281)

九州医療スポーツ専門学校
北九州市小倉北区東篠崎1-9-8

専門課程 スポーツセラピスト学科 1
〒803-0861　(093-932-5100)

福岡建設専門学校
福岡市東区箱崎６－１５－３４

専門課程 建設専攻科 1
〒812-0053　(092-651-2516)

麻生公務員専門学校 北九州
校

北九州市小倉北区浅野2-11-33
専門課程 公務員専攻科 1

〒802-0001　(093-533-1133)



○専修学校(専門課程：１年以上２年未満) 平成２２年３月現在

国公立
私立別

学　　校　　名 住　　所　(電話番号) 課程名 学 　科 　名
修業
年限

大原簿記公務員専門学校 小
倉校

北九州市小倉北区京町3-9-20

専門課程

経理本科1年制学科

1

〒802-0002　(093-551-0820) 経理専攻１年制学科

税理士本科学科

税理士本科夜間学科

医療事務1年制学科

法律行政１年制学科

公務員本科学科

公務員専攻学科

公務員夜間1年制学科

公認会計士本科夜間学科

公務員夜間1 ヶ 1.5年6 月制学科

北九州予備校 小倉駅校
北九州市小倉北区浅野1-3-23

専門課程 公務員受験科 1
〒802-0001　(093-511-2771)

北九州予備校 黒崎校
北九州市八幡西区黒崎5-1-6

専門課程 公務員受験科 1
〒806-0021　(093-642-2360)

専門学校 西日本アカデミー
福岡市中央区平尾1-3-36

専門課程
公務員ビジネス学科
航空ビジネス学科

1
〒810-0014　(092-531-8000)

公務員ビジネス専門学校
福岡市博多区博多駅前3-29-8

専門課程
公務員専攻科

1
〒812-0011　(092-441-0035) 公務員初級専攻科

専門学校公務員ゼミナール
福岡市博多区博多駅南2-14-5

専門課程
公務員本科

1
〒812-0016　(092-432-3591) 公務員専攻科

麻生公務員専門学校 福岡校
福岡市博多区博多駅南1-14-21

専門課程
公務員専攻科

1
〒812-0016　(092-415-2314) 公務員中上級専攻科

大原簿記情報専門学校 福岡
校

福岡市博多区上川端町14-13

専門課程

経理本科１年制学科

1

〒812-0026　(092-271-2281) 経理本科夜間学科

経理専攻１年制学科

税理士本科学科

公認会計士本科夜間学科

大原公務員医療専門学校 福
岡校

福岡市博多区上川端町14-13

専門課程

医療管理１年制学科

1

〒812-0026　(092-271-2281) 医療事務１年制学科

法律行政１年制学科

公務員本科学科

公務員専攻学科

公務員夜間1年制学科

公務員夜間1 ヶ 1.5年6 月制学科

大原医療福祉専門学校　小
倉校

北九州市小倉北区京町3-15-4
専門課程

医療管理１年制学科
1

〒802-0002　(093-551-0820) 医療事務1年制学科

計　　３０ 校

（注）対象校の学科名・修業年限については、変更となっている場合がありますので、再確認をお願いします。

申請の受付は毎年度4月末までです。貸与を希望の方は、まずお問い合わせをお願いいたします。

うきは市役所 企画商工課 商工企業立地係 (℡0943-75-4984)



平成２２年度うきは市若年者専修学校等技能習得資金貸与事業対象課程名簿

○専修学校（高等課程・一般課程） 平成２２年３月現在

国公立
私立別

学　　校　　名 住　　所　（電話番号） 課程名 学科名
修業
年限

国
公
立

国立福岡視力障害センター
福岡市西区今津４８２０-1
〒819-0165　（092－8０6－1361）

高等課程
あん摩科・ マッサージ科
指圧科・はり科・きゅう科 5

北九州市立戸畑高等専修学校
北九州市戸畑区沢見１－３－４７
〒804-0093　（093－871－4794）

高等課程 被服生活科 3

国公立　計 2

戸谷調理師専修学校
福岡市南区大橋３－２－１０
〒815-0033　（092－511－2551）

高等課程 調理師科
1
1.5

門司区医師会看護高等専修学校
北九州市門司区清滝５－３－５
〒801-0833　（093－321-2120）

高等課程 准看護師科 2

○ 北九州小倉看護専門学校
北九州市小倉北区中島１－１９－１７
〒802-0076　（093－551－3183）

高等課程 准看護師科 2

○ 八幡医師会看護専門学院
北九州市八幡東区平野２－１－１
〒805-0062　（093-671-1507）

高等課程 准看護師科 2

福間看護高等専修学校
福津市花見が浜１－５－１
〒811-3216　（0940－42－7928）

高等課程 准看護師学科 2

○ 福岡市医師会看護専門学校
福岡市早良区百道浜１－６－９
〒814-0001　（092－852－1530）

高等課程 准看護師科 2

筑紫看護高等専修学校
太宰府市国分３－１３－１
〒818-0132　（092－922－5684）

高等課程 准看護師科 2

飯塚医師会看護高等専修学校
飯塚市西町１－４
〒820-0043　（0948－22－3559）

高等課程 准看護師科 2

直方看護専修学校
直方市山部８０８－１３
〒822-0034　（0949－22－0512）

高等課程 准看護師科 2

京都医師会看護高等専修学校
行橋市行事２－２１－１０
〒824-0001　（0930-22－5615）

高等課程 准看護師科 2

田川看護高等専修学校
田川市伊田2735-23
〒825-0002　（0947－42－3267）

高等課程 看護科 2

豊前築上医師会看護高等専修学校
豊前市八屋１５２２－２
〒828-0021　（0979-82-0607）

高等課程 准看護師科 2

○ 久留米医師会看護専門学校
久留米市櫛原町３４
〒830-0013　（0942－34－4189）

高等課程 准看護科 2

柳川山門医師会看護高等専修学校
柳川市三橋町蒲船津３５１
〒832-0827　（0944－72－8086）

高等課程 准看護科 2

○ 八女筑後看護専門学校
八女市本村６５６－１
〒834-0063　（0943-24－4877）

高等課程 准看護科 2

○ 大牟田医師会看護専門学校
大牟田市不知火町３－１０４
〒836-0843　（0944－52－7698）

高等課程 准看護師科 2

福岡有朋高等専修学校
福岡市中央区大手門１－３－７
〒810-0074　（092-751-5495）

高等課程 普通科（介護福祉コース） 3

17高等課程　　計



○専修学校（高等課程・一般課程） 平成２２年３月現在

国公立
私立別

学　　校　　名 住　　所　（電話番号） 課程名 学科名
修業
年限

○ 北九州調理製菓専門学校
北九州市小倉北区浅野２－１８－２８
〒802-0001　（093－522－1415）

一般課程
調理師科１年コース
製菓衛生師科 1

○ 平岡調理・製菓専門学校
小郡市大保1４51
〒830-0197　（0942－72－8881）

一般課程
調理師本科
製菓衛生師本科 1

○ 福岡調理師専門学校
福岡市中央区天神３－６－３５

一般課程 調理師本科
1

〒810-0001　（092－761－6155） 1.5

○ 九州電気専門学校
福岡市博多区住吉４－４－５
〒812-0018　（092－471－1901）

一般課程 電気工事士科 1

専修学校 紫苑学院
大牟田市本町３－５－２０
〒836-0046　（0944－52－5716）

一般課程 洋裁科　　　　　　　　　
2
4

専修学校 麗学園
大牟田市曙町８－６
〒836-0852　（0944－52－3815）

一般課程 洋裁本科 2

○ 専門学校 久留米ドレスメーカー女学院
久留米市城南町３－９
〒830-00２２　（0942－32－3786）

一般課程 洋裁科 1

一般課程　　計 7

私立　計 24

専修学校　　計 26

 (注） ○は専門課程併設校で、専門課程（２年以上）は貸与の対象とはなりませんので課程・学科の確認が必要です。



○各種学校 平成２２年３月現在

国公立
私立別

学　　校　　名 住　　所　（電話番号） 分類 学科名
修業
年限

公立 北九州市立高等理美容学校
北九州市八幡東区西本町２－２－１
〒805-0061　（093-663-2223）

衛生
理容科
美容科 2

　　　　　　公立　計 1

私
　
　
立

各種学校ＦＲＢビューティーカレッジ
福岡市中央区大名２－２－９
〒810-0041　（092-751-6751）

理容・美容
理容科
美容科 2

芦屋高等洋裁学校
遠賀郡芦屋町正門町９－５
〒807-0112　（093-223-0478）

服飾 洋裁本科 2

田中重子製帽専門学院
福岡市中央区大手門2-4-4
〒810-0075　（092-712-1494）

服飾 製帽科 1

スワン文化高等女学院
           (募集停止）

前原市前原中央1-3-14
〒819-1100　（092-323-1084）

服飾 和洋裁科 1

宮地獄神社附属 高等女子文華学園
福津市宮司1304
〒811-3305　（0940-52-0169）

服飾 洋・和裁本科 1

私立　計 5

各種学校　　計 6

 （注）当該名簿は県内に所在する対象校のみを掲載したもので、県外の対象校については、職業能力開発課に確認してください。

申請の受付は毎年度4月末までです。貸与を希望の方は、まずお問い合わせをお願いいたします。

うきは市役所 企画商工課 商工企業立地係 (℡0943-75-4984)
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