
九州工科自動車専門学校 沿革 

 

昭和２８年 ３月 学校創設のため設立準備委を設置し、熊本市本荘町６５７番地に土地６２５坪、

建物１１２坪を賃借し、設立に備える 

同   年 ４月 「九州高等工科学校」を創立 

同   年１１月 熊本県知事より九州高等工科学校設立が認可 

電波通信科  定員 ５０名 

電気工科   〃  ５０名       修業年限２年 

自動車工科  〃  ５０名 

研 究 科  〃  若干名       修業年限１年 

昭和２９年 ４月 学則変更（課程及び定員変更） 

          電波通信科  定員 ５０名 

          電気工科   〃  ５０名       修業年限２年 

          自動車工科  〃 １００名 

          研 究 科  〃  若干名       修業年限１年 

昭和３４年 ３月 学則変更（廃止） 

          研究科を廃止 

電波通信科を廃止（在学生は君ケ渕電波学校に移籍） 

昭和４１年 ４月 学則変更（科名変更及び修業年限変更及び定員変更） 

          自動車工学科（旧自動車工科）  定員 １５０名    修業年限 

          電気科（旧電気工科）      〃   ５０名     ３年 

同   年１２月 運輸大臣より「第一種養成施設」校として指定 

昭和４２年 ４月 学則変更（科名変更） 

          自動車整備科（旧自動車工学科）  定員 １５０名 

昭和４６年 ４月 学則変更（科の新設） 

          機械溶接科    定員 ５０名  修業年限３年 

昭和４９年 ４月 学則変更（定員変更）   

自動車整備科  定員 １００名 

昭和５１年 ７月 校名九州高等工科学校を九州工科高等専修学校と変更 

昭和５４年 ４月 学則変更（科名変更） 

          電気設備科（旧電気科） 

昭和５５年 ４月 学則変更（定員変更） 

          自動車整備科    定員 ７５名 

          機械溶接科     〃  １５名 

          電気設備科     〃  １５名 

昭和５６年１２月 専門課程の設置が認可 

          自動車整備科 ２ヶ年  定員４０名(国土交通省許可３５名) 

昭和５７年 ４月 専門課程の設置により、校名を「九州工科自動車専門学校」と変更 

 



昭和５８年 ４月 学則変更（科の新設） 

          自動車装備科     定員 １５名 

昭和５９年 ３月 学則変更（廃止） 

          電気設備科・機械溶接科を廃止 

昭和６１年 ３月 学則変更（廃止） 

          自動車装備科を廃止 

平成 ７年 １月 文部省告示第８４号、専門課程卒業生に「工業専門士」称号付与 

平成１０年１０月 学則変更（科新設） 

          自動車整備科１０月入学   定員 ２５名 

平成１３年 ８月 実習棟新築工事着工 

同   年 ９月 学則変更（廃止） 

          自動車整備科１０月生を廃止 

同   年 ９月 実習棟（鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建４６２．２６㎡）完成 

平成１４年 ３月 学則変更（廃止） 

高等課程を廃止 

同   年１１月 熊本マツダ自動車販売（株）所有の実習工場を買い取る 

         （鉄骨造スレート葺２階建 １Ｆ309.46 ㎡  ２Ｆ290.08 ㎡） 

         （軽量鉄骨造スレート亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

                      １Ｆ2,355 ㎡   ２F198.42 ㎡） 

平成１７年 ４月 学則変更（諸規則及び定員変更） 

          自動車整備科   定員 ４５名 

平成１９年 ９月 熊本マツダ自動車販売(株)自主廃業 

平成２１年 ８月 学校法人吉田学園となる 

同   年 ９月 学校法人吉田学園より学校法人九州総合学院と名称変更（Ｈ２１．９．７） 

平成２２年 １月 旧実習棟解体着工 

同   年 ２月 新築工事着工 

同   年 ６月 新校舎・実習棟落成式挙行 

         （1F 実習場 2F 教室 鉄骨造陸屋根２階建 １F 558.40㎡  2F 417.40㎡） 

同   年 ８月 中央職業能力開発協会、緊急人材育成事業として基金訓練の認可を受け、「農業

人材育成科」定員２０名にて開校 

平成２３年 ４月 熊本県専門学校初の硬式野球部創設 

同   年 ４月 「農業人材育成科」定員２０名にて開校 

同   年 ４月 学則変更（定員変更） 

          自動車整備科  定員５０名 

同   年 ６月 熊本県委託「コミュニケーションスキル科」開講、定員２０名 

同   年１０月 熊本県委託「ＯＡビジネス科」開講、定員２０名 

 

 

 



平成２４年 ２月 「農業人材育成科」定員２０名にて開校 

同   年 ３月 学校法人九州総合学院の主たる事務所を「長崎市葉山 1 丁目 28 番 32 号」より、 

         「熊本市中央区本荘町 657 番地」に変更 

同   年 ４月  熊本市政令指定都市移行による行政区設置のため学校所在地を「熊本市中央区本

荘町 657 番地」と変更 

同   年 ４月 硬式野球部日本野球連盟加入 

同   年 ６月 「公益財団法人実務技能検定協会」主催の各種能力検定試験の試験会場指定 

同   年 ７月 ホームヘルパー２級養成講座 講義開始 

同   年１０月 求職者支援事業「農業人材育成科」定員１５名開講、委託訓練事業として「ＯＡ

実務科」定員２０名で開講 

平成２５年 ３月 創立６０周年記念事業の一環として地域対象のヘルパー２級講座開講 

同   年 ４月 都市対抗野球熊本大会出場 

同   年 ６月 「農業人材育成科」定員２０名にて開講 

平成２６年 ３月 文科省、専修学校の専門課程を職業実践専門課程として認定 

          告示 (平成２６年３月３１日 号外第７０号) 

同   年 ８月 鹿児島情報ビジネス専門学校、学校法人九州総合学院グループ加入(H26.8.1 付) 

同   年１０月 文科省「教育訓練給付制度」指定講座の認定 

平成２７年 ４月 学則変更（定員変更） 

          自動車整備科  定員 ６０名 

平成２８年 ４月 学則変更（科新設） 

          国際自動車科  定員 ２０名 修業年限３年 

平成２９年 ４月 学則変更（定員変更） 

          国際自動車科  定員 ２５名 

平成３１年 １月 国際自動車科「専門士と称することができる専修学校の専門課程」として認定 

          告示（平成３１年１月２５日 号外第１５号） 

同   年 ４月 学則変更（定員変更） 

          国際自動車科  定員３５名 

令和 元年 ９月 「大学等における就学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）による修学支 

援の対象期間となる大学等（確認大学等）について」認定（文部科学省） 

 


