
あなたの挑戦を「働き甲斐」につなげます 

岡崎市中小企業・勤労者支援センター 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元中小企業と働く人々を応援します！ 

〒444-0814 

岡崎市羽根町字小豆坂 117 番地 3 

電話(0564)52-4611/FAX(0564)52-4631 

(休館日：月曜日・年末年始) 

※公式 Face book  最新情報を配信中。 

※公式ウェブサイト「岡崎市中小企業・勤労者支援

センター」 検索 

(運営管理者《指定管理者》) 岡崎市中小企業・勤労

者支援センター管理共同事業体 

(構成団体：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会・

職業訓練法人岡崎技術工学院) 

◎中小企業支援 

∟中小企業のデジタル化支援 

∟ドローンの産業利用促進 

◎労働環境の改善支援 

◎福利厚生の増進支援 

◎産業人材育成支援 

∟各種職業訓練支援 

∟社会人の学び直し環境の提供 

・ドローン操縦訓練 

・AI、IOT、ICT セミナー 

 

 

 

 

 

▽ドローン操縦体験講座実施中！ 

▼先端技術講座実施中！ 



(センターの紹介) 

当センターは、平成元年 4 月に(独)雇用能力開発機構が建設した「岡崎地域職業訓練センター」を平成 23 年

3 月に岡崎市が譲り受け、「岡崎市産業人材支援センター」として運営開始。その後、令和 3 年 4 月 1 日に「岡

崎市産業人材支援センター」と「岡崎市勤労文化センター(美合町)」を統合して「岡崎市中小企業・勤労者支援セ

ンター」としてリニューアルしました。 

 

(施設名) 岡崎市中小企業・勤労者支援センター 

(住 所) 岡崎市羽根町字小豆坂 117番地 3  

電話(0564)52-4611  FAX(0564)52-4631 

(休館日) 毎週月曜日。12 月 29日～1月 3日 

 

(設置者) 岡崎市 (担当課)経済振興部商工労政課 

(管理運営《指定管理》) 令和 3～7 年度 

 岡崎市中小企業・勤労者支援センター管理共同事業体 

(構成団体：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会・職業訓練法人岡崎技術工学院) 

 

(駐車場) 第 1駐車場 55 台。第 2 駐車場 10 台。第 3駐車場 40台。計 105 台。すべて無料。 

      ※第 1駐車場のみ当センター敷地内。第 2・第 3駐車場は敷地外にあります。 

(施設概要) 

◆本館棟 1 階：第 1教室(貸出可能。74 平方メートル。定員 24名。) 

当センター事務所(指定管理者事務所) 

公益財団法人 岡崎幸田勤労者共済会事務所 

職業訓練法人 岡崎技術工学院事務所 

連合愛知三河中地域協議会事務所 

 

2 階：第 2 教室(貸出可能。74 平方メートル。定員約 20名。1/2 に分割可能な間仕切り有り) 

第 3 教室(貸出可能。74平方メートル。定員約 20 名。1/2 に分割可能な間地切り有り) 

第 4 教室(貸出可能。81平方メートル。定員約 40 名) 

第 5 教室(貸出可能。81平方メートル。定員約 40 名) 

        ※第 4教室と第 5教室は一体的な利用が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎第 2教室・第 3教室は 1/2に分割して 

定員 10名の教室として利用できます。 

◎本館棟 2階 第 3教室(定員 20名)  

 



◆本館棟 2階 第 4教室・第 5教室(定員各 40 名) 

 

                            ◎第 4教室と第 5教室は一体的に利用して 

                             定員 80人の教室・会議室として利用する 

                             ことができます。 

 

 

 

 

 

 

◆専門実習棟 1 階：第 1 実習室(貸出可能)。 

空調設備なし。76 平方メートル 

          第 2 実習室(貸出可能)。 

空調設備なし。95 平方メートル 

休憩室(自由使用 

空調設備有り。46 平方メートル 

       2 階：第 3 実習室(貸出可能。空調設備なし。193 平方メートル)      ◎専門実習棟休憩室 

      ※実習室は、主に職業訓練法人 岡崎技術工学院の生徒が利用します。 

 

◆多目的実習棟：貸出可能。975平方メートル。天井の高さ約 10メートル。平屋建て。 

体育館のような多目的屋内施設です。 

床はコンクリート造、床表面フロアシート張り。 

照明設備あり。簡易舞台あり。空調設備はありません。 

作業車両の屋内乗り入れ可能。技能検定や技術講習の会場に適しています。 

        ドローン訓練用安全ネットを屋内全面に設置しています(ドローン訓練場として利用できます)。 

        1/2の面積での利用が可能です(1/2 利用の場合は使用料も 1/2になります) 

 

 

 

 

 

                              ◎ドローン訓練用安全ネットを配備しています。 

 

 

 

 

 

◎多目的実習棟 

 

 

 

            ◎ドローン屋内操縦訓練の様子 

 

 

 

 



(施設使用料) 

区 分 

金額(円) 

午前 午後 夜間 全日 延長時間 

9 時～正午 13 時～17 時 18 時～ 

21 時 30 分 

9 時～ 

21 時 30 分 

30 分 

につき 

第 1 教室 (本館 1 階) 1,670 2,300 2,710 5,230 410 

第 2 教室 (本館 2 階) 1,880 2,500 3,130 5,860 410 

第 3 教室 (本館 2 階) 1,880 2,500 3,130 5,860 410 

第 4 教室 (本館 2 階) 1,880 2,500 3,130 5,860 410 

第 5 教室 (本館 2 階) 1,880 2,500 3,130 5,860 410 

第 1 実習室 1,670 2,300 2,710 5,230 410 

第 2 実習室 1,460 1,880 2,300 4,400 200 

第 3 実習室 2,080 3,130 3,130 6,900 620 

多目的実習棟 全部を利用する場合 1,880 2,300 3,760 7,940 410 

1/2 の面積を利用する場合 940 1,150 1,880 3,970 210 

・「午前＋午後」で利用する場合は、正午～13時を含めて連続して利用可(正午～13 時の延長時間料金は不要)。 

・「午後＋夜間」で利用する場合は、17～18時を含めて連続して利用可(17～18 時の延長時間料金は不要)。 

・電源使用料は 1 個 100 円 

※職業訓練、産業人材育成、産業振興、中小企業振興以外の利用で、かつ、1 人 1回 3,000 円を超える入場料を領

収する催物での利用は、表の 1.5 倍の使用料となります。 

※本館 2 階の「第 2教室」「第 3 教室」には、教室を 1/2に分割する間仕切り設備があります。希望により自由に

利用できます。ただし、間仕切り設備を利用した場合でも、教室使用料を 1/2 にすることは出来ませんのでご了承

ください。 

※教室等にある机や椅子は無料でご利用いただけます。 

 

(施設の予約・申請) 

当センターの施設利用は、利用形態により予約受付開始の時期が異なりますのでご注意ください。 

施設の予約は、岡崎市施設予約システムから行ってください。なお、多目的実習棟の予約についは、窓口または電話

にてお願いいたします。（予約受付は８時 30 分～17 時） 

区分 対象者 予約受付開始日 

認定職業訓練等 

(1 年前から予約可) 

国・県・地方自治体・指定管理者等(構成

団体含む)の利用(職業訓練等) 

利用したい日の属する月の 1 年前の月の初

日 

中小企業・労働団体等 

(6 箇月前から予約可) 

中小企業・中小企業団体・労働団体等が

行う自社社員や団体構成員のための技

能訓練・検定・講習・研修・会議・集会・

行催事等の利用 

利用したい日の属する月の 6 箇月前の月の

初日（当該初日が休館日の場合は翌日以降の

最初の開館日） 

 

その他 

(3 箇月前から予約可) 

上記以外の方(一般の方) 利用したい日の属する月の 3 箇月前の月の

初日（当該初日が休館日の場合は翌日以降の

最初の開館日） 

※予約は先着順で受付します。また、多目的実習棟の予約に対し月の初日で予約が混雑・重複した場合は、抽選を行

う場合があります。あらかじめ、ご了承ください。 

※予約・申請に関して、利用日の 5日前まで受付します。 

※予約・申請に関して不明な点は当センターへお問合せください。 


