
◆ 交付対象者
○ 市民で、市税を滞納していない人。
○ 市外に住民票のある方で、市内事業所に勤めている人。
○ 市外に住民票のある方で、市内高等学校に在学している人。
○ 糸魚川市補助金等交付規則第４条第３項に規定する暴力団員等でない人。

◆ 補助対象資格・技能検定・民間検定試験
○ 「補助対象資格・技能検定・民間検定 一覧表」をご覧ください。

◆ 補助の対象となる額
○ １回目の受験については、受験料の10分の７以内です。（100円未満は切り捨てます。）
○ ２回目以降の受験については、受験料の10分の５以内です。（100円未満は切り捨てます。）
※ 受験料振込手数料、講習にかかる費用、交通費等は対象となりません。

◆ 交付申請期間
○　試験の合格発表日以後１ヶ月の間まで。

◆ 交付回数
○　１人で複数の資格試験・技能検定・民間検定に対し、申請することが可能です。
○　同一資格試験・技能検定・民間検定に対する助成は、５年間で３回までを限度とします。

◆ 交付申請に必要となる書類
○　交付申請書
○　試験を受けるときの受験票の写し
○　試験結果の通知等の写し
○　市外に住民票のある方は、就業証明書又は在学証明書

◆ 補助金交付のながれ

1ヶ月間

◆ その他
○ 試験の合否は、交付決定に影響しません。（不合格でも助成いたします。）

◆ 申請・問合せ先　：　糸魚川市産業部　商工観光課　企業支援室
　TEL　０２５－５５２－１５１１

※能生事務所、青海事務所でも受け付けています。

申請書提出

交付決定通知を
受け取る

決定通知の送付

H30.4.1

申請口座へ補助金が振り込まれる

糸魚川市資格試験受験料補助金制度のご案内
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◎国家資格

機械部門 甲種

船舶・海洋部門 乙種第１類
航空・宇宙部門 乙種第２類

電気電子部門 乙種第３類

化学部門 乙種第４類

繊維部門 乙種第５類
金属部門 乙種第６類

資源工学部門 丙種

建設部門 甲種製造
上下水道部門 乙種製造

衛生工学部門 丙種製造

農業部門 甲種取扱
森林部門 乙種取扱

水産部門 大気関係第１種

経営工学部門 大気関係第２種

情報工学部門 大気関係第３種
応用理学部門 大気関係第４種

生物工学部門 水質関係第１種

環境部門 水質関係第２種

原子力・放射線部門 水質関係第３種

総合技術監理部門 水質関係第４種

第１種 騒音・振動関係
第２種 特定粉じん関係
第３種 一般粉じん関係
第１種 ダイオキシン類関係
第２種 主任
１級 １種

２級 ２種
特級 環境（濃度関係）
１級 環境（騒音・振動関係）
２級 一般
特別
普通 １種

２種
甲種
乙種
丙種
甲種化学
乙種化学
丙種化学(液化石油ｶﾞｽ)
丙種化学(特別試験科目)
甲種機械
乙種機械
第１種冷凍機械
第２種冷凍機械
第３種冷凍機械

第１種
第２種

１種
２種

一般

農業 通訳案内士試験
特定 総合旅行業務取扱管理者試験

１級 国内旅行業務取扱管理者試験

２級 １級

２級（湖川） ２級

特殊 ３級

電 気 工 事 士

電気主任技術者

技    術    士

旅行業務取扱管理者

通訳案内士

情報処理技術者

ガス溶接作業主任者

ボイラー溶接士

ボイラー技士

小型船舶操縦士
海上特殊無線技士

補助対象国家資格一覧表

資　格　名 試験の種類 資　格　名 試験の種類

危険物取扱者

火薬類保安責任者

公害防止管理者

作業環境測定士

計　　量　　士

臭 気 判 定 士

電気工事施工管理技士

衛 生 管 理 者
ボイラー整備士

ガス主任技術者
エネルギー管理士

エックス線作業主任者
クレーン・デリック運転士

毒物劇物取扱責任者

液化石油ガス設備士 ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ　ES

放射線取扱主任者
ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ　SM

移動式クレーン運転士

基本情報技術者　FE

ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ　DB

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ　PM

ITｽﾄﾗｼﾞｽﾄ　ST
ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ　SA

ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ　NW
高圧ガス販売主任者

高圧ガス製造保安責任者

ＩＴパスポート試験　IP
情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　SG

応用情報技術者　AP

ｼｽﾃﾑ監査技術者　AU

情報処理安全確保支援士　SC情報処理安全確保支援士



◎国家資格

機械部門 甲種

船舶・海洋部門 乙種第１類
航空・宇宙部門 乙種第２類

電気電子部門 乙種第３類

化学部門 乙種第４類

繊維部門 乙種第５類
金属部門 乙種第６類

資源工学部門 丙種

建設部門 甲種製造
上下水道部門 乙種製造

衛生工学部門 丙種製造

農業部門 甲種取扱
森林部門 乙種取扱

水産部門 大気関係第１種

経営工学部門 大気関係第２種

情報工学部門 大気関係第３種
応用理学部門 大気関係第４種

生物工学部門 水質関係第１種

環境部門 水質関係第２種

原子力・放射線部門 水質関係第３種

総合技術監理部門 水質関係第４種

第１種 騒音・振動関係
第２種 特定粉じん関係
第３種 一般粉じん関係
第１種 ダイオキシン類関係
第２種 主任
１級 １種

２級 ２種
特級 環境（濃度関係）
１級 環境（騒音・振動関係）
２級 一般
特別
普通 １種

２種
甲種
乙種
丙種
甲種化学
乙種化学
丙種化学(液化石油ｶﾞｽ)
丙種化学(特別試験科目)
甲種機械
乙種機械
第１種冷凍機械
第２種冷凍機械
第３種冷凍機械

第１種
第２種

１種
２種

一般

農業 通訳案内士試験
特定 総合旅行業務取扱管理者試験

１級 国内旅行業務取扱管理者試験

２級 １級

２級（湖川） ２級

特殊 ３級

電 気 工 事 士

電気主任技術者

技    術    士

旅行業務取扱管理者

通訳案内士

情報処理技術者

ガス溶接作業主任者

ボイラー溶接士

ボイラー技士

小型船舶操縦士
海上特殊無線技士

補助対象国家資格一覧表

資　格　名 試験の種類 資　格　名 試験の種類

危険物取扱者

火薬類保安責任者

公害防止管理者

作業環境測定士

計　　量　　士

臭 気 判 定 士

電気工事施工管理技士

衛 生 管 理 者
ボイラー整備士

ガス主任技術者
エネルギー管理士

エックス線作業主任者
クレーン・デリック運転士

毒物劇物取扱責任者

液化石油ガス設備士 ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ　ES

放射線取扱主任者
ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ　SM

移動式クレーン運転士

基本情報技術者　FE

ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ　DB

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ　PM

ITｽﾄﾗｼﾞｽﾄ　ST
ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ　SA

ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ　NW
高圧ガス販売主任者

高圧ガス製造保安責任者

ＩＴパスポート試験　IP
情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　SG

応用情報技術者　AP

ｼｽﾃﾑ監査技術者　AU

情報処理安全確保支援士　SC情報処理安全確保支援士



◎国家資格（つづき）

AI第１種 １級
AI第２種 ２級
AI第３種 １級
DD第１種 ２級
DD第２種 １級
DD第３種 ２級
AI・DD総合種
１級
２級 潜水士

造園施工管理技士

工事担任者

建築施工管理技士

土木施工管理技士

資　格　名 試験の種類

測量士
測量士補

資　格　名 試験の種類

管工事施工管理技士

◎ 技能検定

◆建設関係

造園 さく井 建築板金

冷凍空気調和機器施工 石材施工 建築大工

枠組壁建築 かわらぶき とび

左官 ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工 築炉

ブロック建築 配管 厨房設備施工

タイル張り 鉄筋施工 コンクリート圧送施工

型枠施工 樹脂接着剤注入施工 内装仕上げ施工

防水施工 熱絶縁施工 カーテンウォール施工

サッシ施工 自動ドア施工 バルコニー施工

ガラス施工 ウェルポイント施工 広告美術仕上げ

塗装 路面標示施工

◆窯業・土石関係

陶磁器製造

◆金属加工関係

金属溶解 鋳造 鍛造

金属熱処理 粉末冶金 機械加工

放電加工 金型製作 金属プレス加工

鉄工 工場板金 めっき

アルミニウム陽極酸化処理 溶射 金属ばね製造

仕上げ 金属材料試験 切削工具研削

ダイカスト

◆一般機械器具関係

機械検査 機械・プラント製図 産業車両整備

鉄道車両製造・整備 内燃機関組立て 空気圧装置組立て

油圧装置調整 縫製機械整備 建設機械整備

農業機械整備 ﾃｸﾆｶﾙｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ

◆プラスチック製品関係

プラスチック成形 強化プラスチック成形

◆貴金属・装身具関係

時計修理 貴金属装身具製作

補助対象技能検定一覧表

　検定の種類

◎ 技能検定（つづき）

◆電気・精密機械器具関係

電子回路接続 電子機器組立て 電気機器組立て

半導体製品製造 プリント配線板製造 自動販売機調整

光学機器製造 電気製図

◆食料品関係

パン製造 菓子製造 製麺

ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ･ﾍﾞｰｺﾝ製造 水産練り製品製造 みそ製造

酒造

◆衣服・繊維製品関係

染色 ニット製品製造 婦人子供服製造

紳士服製造 和裁 寝具製作

帆布製品製造 布はく縫製

◆木材・木製品・紙加工品関係

機械木工 畳製作 家具製作

建具製作 紙器・段ボール箱製造 表装

◆印刷製本関係

製版 印刷 製本

◆その他

ウェブデザイン ｷｬﾘｱ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

知的財産管理 金融窓口サービス レストランサービス

ビル設備管理 園芸装飾 ロープ加工

情報配線施工 化学分析 印章彫刻

ガラス用フィルム施工 塗料調色 義肢・装具製作

舞台機構調整 工業包装 写真

調理 ビルクリーニング 産業洗浄

商品装飾展示 フラワー装飾 着付け

ピアノ調律 ハウスクリーニング

接客販売技能士 機械保全

◆溶接

JIS溶接技能評価試験に限る。

　検定の種類

フィットネスクラブ・マネジメント技能士



◎民間検定

１級 １級
２級 ２級
３級 ３級
１級 初級
２級
３級

日本商工会議所
簿記

日本商工会議所
販売士

福祉住環境
コーディネーター

全国工業高等学校長協会初級CAD検定

補助対象民間検定一覧表

資　格　名 試験の種類 資　格　名 試験の種類

◎ 技能検定（つづき）

◆電気・精密機械器具関係

電子回路接続 電子機器組立て 電気機器組立て

半導体製品製造 プリント配線板製造 自動販売機調整

光学機器製造 電気製図

◆食料品関係

パン製造 菓子製造 製麺

ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ･ﾍﾞｰｺﾝ製造 水産練り製品製造 みそ製造

酒造

◆衣服・繊維製品関係

染色 ニット製品製造 婦人子供服製造

紳士服製造 和裁 寝具製作

帆布製品製造 布はく縫製

◆木材・木製品・紙加工品関係

機械木工 畳製作 家具製作

建具製作 紙器・段ボール箱製造 表装

◆印刷製本関係

製版 印刷 製本

◆その他

ウェブデザイン ｷｬﾘｱ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

知的財産管理 金融窓口サービス レストランサービス

ビル設備管理 園芸装飾 ロープ加工

情報配線施工 化学分析 印章彫刻

ガラス用フィルム施工 塗料調色 義肢・装具製作

舞台機構調整 工業包装 写真

調理 ビルクリーニング 産業洗浄

商品装飾展示 フラワー装飾 着付け

ピアノ調律 ハウスクリーニング

接客販売技能士 機械保全

◆溶接

JIS溶接技能評価試験に限る。

　検定の種類

フィットネスクラブ・マネジメント技能士


