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受講料無料



　ポリテクセンター福岡は、厚生労働省所管の独立行政法人（独立行政法人高齢・障害・求職者公用支援
機構）が設置・運営している職業能力開発施設で、正式名称は「福岡職業能力開発促進センター」です。
　八幡西区穴生に所在し、新たな職業に必要な専門的知識と実践的な技能・技術の習得ときめ細かい就職
指導・情報提供により、求職者の方々が希望の職種へ早期就職するための訓練を行っています。
　訓練は、ものづくり（機械・電気・住宅）に関連する内容を基礎から学べる実技重視のカリキュラムとなっ
ていますので、初心者でも安心して受講できます。
　また、公共職業訓練のため、受講料は無料（テキスト代等は実費負担）であり、未就学児をお持ちの方
にうれしい託児サービス等もご用意しています。

▶︎就職意欲、受講意欲の高い方
▶︎�職業訓練を受講・修了するのに支障がなく、
他の受講生と協調性を持って受講できる方

▶︎�ハローワークへ求職申込みをしており、かつ
ハローワークで訓練の受講が必要と認められ
た方

▶︎�過去に公共職業訓練を受講したことがある場
合には、訓練終了後１年以上経過している方

受講
対象者
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受講料無料！受講料無料！
（テキスト代等の実費のみ）

実践的な実践的な
訓練！訓練！

充実した充実した
実習機材！実習機材！

きめ細かいきめ細かい
就職支援！就職支援！

テクノインストラクターが
基礎から丁寧に

指導します

経済的な負担が
軽減されます

実際の仕事を想定した
課題を用いて訓練を

行います

仕事の現場で
使用される機材を
準備しています

「就職支援室」で就職
相談できる体制を

整えています

ポリテクポリテク
センターセンター
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入所月 訓練科名 募集
定員 訓練期間 募集期間 施設見学会

（月２回） 選考日 合格発表 特記事項
令和４年 令和５年

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
令和４年
４月

CAD/CAM科 15
4/5（火）～ 9/30（金） 2/1（火）～ 3/4（金） 2/9（水）

2/16（水） 3/12（土） 3/18（金）
ビル設備サービス科 24

５月

金属加工技術科 10 5/10（火）～10/28（金）

3/1（火）～ 4/7（木） 3/9（水）
3/23（水） 4/14（木） 4/20（水）【導入講習付】

電気設備技術科、住宅リフォーム技術科、
機械加工技術科（企業実習付含）

10 5/10（火）～ 11/25（金） ７か月
コース

６月
※

機械加工技術科 10

6/2（木）～ 11/25（金） 4/1（金）～ 5/10（火） 4/13（水）
4/27（水） 5/14（土） 5/20（金）

【企業実習付】
機械加工技術科 5 若年層に

オススメ
住宅リフォーム技術科 20

電気設備技術科 21

７月

CAD/CAM科 15
7/5（火）～ 12/26（月）

5/6（金）～ 6/10（金） 5/11（水）
5/25（水） 6/17（金） 6/23（木）ビル設備サービス科 24

【導入講習付】
スマート生産サポート科 10 7/5（火）～ 1/30（月） ７か月

コース

８月

金属加工技術科 10

8/2（火）～ 1/30（月） 6/1（水）～ 7/7（木） 6/8（水）
6/22（水） 7/14（木） 7/21（木）機械CAD技術科 25

スマート生産サポート科 10

９月

CADものづくりサポート科 25

9/1（木）～ 2/27（月） 7/1（金）～ 8/5（金） 7/13（水）
7/27（水） 8/17（水） 8/23（火）

女性専用

住宅リフォーム技術科 20

電気設備技術科 21

10月

CAD/CAM科 15

10/5（水）～ 3/29（水） 8/1（月）～ 9/8（木） 8/3（水）
8/24（水） 9/15（木） 9/22（木）ビル設備サービス科 24

建築システムCAD科 25

11月

金属加工技術科 10 11/2（水）～ 4/27（木）

9/1（木）～ 10/7（金） 9/14（水）
9/28（水） 10/14（金） 10/20（木）【導入講習付】

電気設備技術科、住宅リフォーム技術科、
機械加工技術科（企業実習付含）

10 11/2（水）～ 5/31（水） ７か月
コース

12月
※

機械加工技術科 10

12/1（木）～ 5/31（水） 10/3（月）～ 11/8（火） 10/12（水）
10/26（水） 11/15（火） 11/21（月）

【企業実習付】
機械加工技術科 5 若年層に

オススメ
住宅リフォーム技術科 20

電気設備技術科 21
令和５年

１月

CAD/CAM科 15

1/5（木）～ 6/29（木）
11/1（火）～ 12/7（水） 11/9（水）

11/22（火） 12/14（水） 12/20（火）
ビル設備サービス科 20

【企業実習付】
ビル設備サービス科 4 若年層に

オススメ
【導入講習付】
スマート生産サポート科 10 1/5（木）～ 7/27（木） ７か月

コース

２月

金属加工技術科 10

2/2（木）～ 7/27（木） 12/1（木）～ 1/10（火） 12/7（水）
12/21（水） 1/17（火） 1/2３（月）

機械CAD技術科 20
【企業実習付】
機械CAD技術科 5 若年層に

オススメ
スマート生産サポート科 10

３月

CADものづくりサポート科 25

3/2（木）～ 8/29（火） 1/4（水）～ 2/7（火） 1/11（水）
1/25（水） 2/14（火） 2/20（月）

女性専用

住宅リフォーム技術科 20

電気設備技術科 21

年間スケジュール

※６月及び12月のコースは、導入講習の受講者数によって、定員を減ずる可能性があります。3



入所月 訓練科名 募集
定員 訓練期間 募集期間 施設見学会

（月２回） 選考日 合格発表 特記事項
令和４年 令和５年

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
令和４年
４月

CAD/CAM科 15
4/5（火）～ 9/30（金） 2/1（火）～ 3/4（金） 2/9（水）

2/16（水） 3/12（土） 3/18（金）
ビル設備サービス科 24

５月

金属加工技術科 10 5/10（火）～10/28（金）

3/1（火）～ 4/7（木） 3/9（水）
3/23（水） 4/14（木） 4/20（水）【導入講習付】

電気設備技術科、住宅リフォーム技術科、
機械加工技術科（企業実習付含）

10 5/10（火）～ 11/25（金） ７か月
コース

６月
※

機械加工技術科 10

6/2（木）～ 11/25（金） 4/1（金）～ 5/10（火） 4/13（水）
4/27（水） 5/14（土） 5/20（金）

【企業実習付】
機械加工技術科 5 若年層に

オススメ
住宅リフォーム技術科 20

電気設備技術科 21

７月

CAD/CAM科 15
7/5（火）～ 12/26（月）

5/6（金）～ 6/10（金） 5/11（水）
5/25（水） 6/17（金） 6/23（木）ビル設備サービス科 24

【導入講習付】
スマート生産サポート科 10 7/5（火）～ 1/30（月） ７か月

コース

８月

金属加工技術科 10

8/2（火）～ 1/30（月） 6/1（水）～ 7/7（木） 6/8（水）
6/22（水） 7/14（木） 7/21（木）機械CAD技術科 25

スマート生産サポート科 10

９月

CADものづくりサポート科 25

9/1（木）～ 2/27（月） 7/1（金）～ 8/5（金） 7/13（水）
7/27（水） 8/17（水） 8/23（火）

女性専用

住宅リフォーム技術科 20

電気設備技術科 21

10月

CAD/CAM科 15

10/5（水）～ 3/29（水） 8/1（月）～ 9/8（木） 8/3（水）
8/24（水） 9/15（木） 9/22（木）ビル設備サービス科 24

建築システムCAD科 25

11月

金属加工技術科 10 11/2（水）～ 4/27（木）

9/1（木）～ 10/7（金） 9/14（水）
9/28（水） 10/14（金） 10/20（木）【導入講習付】

電気設備技術科、住宅リフォーム技術科、
機械加工技術科（企業実習付含）

10 11/2（水）～ 5/31（水） ７か月
コース

12月
※

機械加工技術科 10

12/1（木）～ 5/31（水） 10/3（月）～ 11/8（火） 10/12（水）
10/26（水） 11/15（火） 11/21（月）

【企業実習付】
機械加工技術科 5 若年層に

オススメ
住宅リフォーム技術科 20

電気設備技術科 21
令和５年

１月

CAD/CAM科 15

1/5（木）～ 6/29（木）
11/1（火）～ 12/7（水） 11/9（水）

11/22（火） 12/14（水） 12/20（火）
ビル設備サービス科 20

【企業実習付】
ビル設備サービス科 4 若年層に

オススメ
【導入講習付】
スマート生産サポート科 10 1/5（木）～ 7/27（木） ７か月

コース

２月

金属加工技術科 10

2/2（木）～ 7/27（木） 12/1（木）～ 1/10（火） 12/7（水）
12/21（水） 1/17（火） 1/2３（月）

機械CAD技術科 20
【企業実習付】
機械CAD技術科 5 若年層に

オススメ
スマート生産サポート科 10

３月

CADものづくりサポート科 25

3/2（木）～ 8/29（火） 1/4（水）～ 2/7（火） 1/11（水）
1/25（水） 2/14（火） 2/20（月）

女性専用

住宅リフォーム技術科 20

電気設備技術科 21

選考３/12

選考６/17

選考４/14

選考10/14

選考７/14

選考８/17

選考９/15

訓練期間４/５〜９/30

訓練期間７/５〜12/26

訓練期間（金属加工技術科）５/10〜10/28

訓練期間（金属加工技術科）11/２〜４/27

訓練期間８/２〜１/30

訓練期間９/１〜２/27

訓練期間10/５〜３/29

【導入講習付訓練科】５/10〜11/25

【導入講習付訓練科】11/２〜５/31

【導入講習付訓練科】７/５〜１/30

企業実習期間（企業実習付コースのみ）

企業実習期間

６/２から６月実施の訓練科を受講（入所選考はありません）

12/１から１月実施の訓練科を受講（入所選考はありません）

８/２からスマート生産サポート科を受講（入所選考はありません）

２/１〜３/4

選考５/14
訓練期間６/２〜11/25

選考12/14

選考１/17

選考２/14

訓練期間（CAD/CAM科・ビル設備サービス科）１/５〜６/29

訓練期間２/２〜７/27

訓練期間３/２〜８/29

【導入講習付訓練科】１/５〜７/27
２/２からスマート生産サポート科を受講
（入所選考はありません）

３/１〜４/７

９/１〜10/７

４/１〜５/10

５/６〜６/10

６/１〜７/７

７/１〜８/５

８/１〜９/８

11/１〜12/７

12/１〜１/10

１/４〜２/７

企業実習期間

企業実習期間

募集期間

訓練期間

企業実習期間

選考日

選考11/15

訓練期間12/１〜５/3110/３〜11/８
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筆記問題の参考例 

 

※この例は、筆記にて出題する分野のイメージをつかんでいただくための参考です。実際に出題する問

題の形式や水準とは異なる場合がありますのでご留意ください。 

 

言語・文章力 

次の  線部の漢字の読みをひらがなで、又カタカナを漢字で書きなさい。 

（１）遺憾ながら欠席した。 （（  いいかかんん  ））  （２）ユウシュウな成績で卒業する。 （（  優優秀秀  ））  

 

はじめに示した語句と反対の意味をもつ語句として最も適切な語句を、１～５の中から１つ選びなさい。 

  親密：１．希薄  ２．軽薄  ３．安易  ４．軽率  ５．疎遠  

 

次の文章の（ ）にあてはまる適切な語句を、１～４の中から１つ選びなさい。（各２点） 

経済の雲行きが空恐ろしいほど（  ）し、大打撃を受けた。 

   １．急変   ２．楽観   ３．上昇   ４．好転 

 

 

計算力 

次の計算をしなさい。 

（１）１０×８－６÷３＝ ７７８８     （２） 
３

５
 ×  

１

２
 ÷ 

５

４
 ＝ 

６６

２２５５
 

（３）１個２４０円のメロンと１個１６０円のオレンジを全部で１２個買い、３０００円を支払ったと

ころ、７６０円おつりが返ってきた。オレンジを買った個数を答えなさい。 （（  ８８個個  ）） 

 

形状把握力 

次に示す正面図と右側面図をもつ立体図をＡ～Ｄから１つ選びなさい。 

なお、立体の正面図は矢印から見た図とする。（２点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出

出典：近藤巌『機械製図問題集』 

 

安全に係る注意力 

次の四角の中にある図のうち、   と  すべてを、はみ出したり塗り漏れがないように

きれいに塗りつぶしなさい。（制限時間；２分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ハローワークへ求職申込みをしており、訓練の受講が必要と認められた方が受講対象となります。
※募集期間・選考日・結果の発送日は、「訓練の年間スケジュール」（３〜４ページ）で確認ください。

◆入所願書は各ハローワークに設置してあります。
◆入所願書には写真（３×４cm）を必ず貼付してください。
◆提出された入所願書は返還いたしませんので、ご了承ください。

※合否に関する電話等でのお問合せにはお答えできません。

◆開始時間　八幡、若松、戸畑のハローワーク管轄の方・・・ ９：30開始
　　　　　　その他のハローワーク管轄の方・・・・・・・・ 13：00開始　　　　　　
◆筆記試験と面接を行います。※鉛筆・消しゴム・ボールペン等をご持参ください。
◆筆記試験及び面接の結果を総合的に判定し、受講者の決定を行います。
　※選考日は、なるべく公共交通機関をご利用ください。

■受講料は無料ですが、入所時に教科書や作業服等の購入費が必要です。
　※入所にあたっては、指定の教科書を全て購入していただきます。
■企業実習付コースについては、「職業訓練生総合保険」への加入が必ず必要です。

経　費

申込みの流れ
STEP１

STEP２

STEP３

STEP４

就職相談

受講申込み

入所選考

結果の通知

受講したい訓練科等について、管轄のハローワークで相談を受けます。

受講したい訓練科が決まりましたら、ハローワークに入所願書を提出します。
⇒入所願書を提出することで受付けとなります（受講票の交付はありません）。

選考時間までにポリテクセンター福岡に直接お越しいただき、受付けを行ってください。
⇒開始時間が直轄のハローワークで異なりますので、ご注意ください。
⇒開始時間に遅れた場合は選考を受けることができませんので、ご注意ください。

ポリテクセンター福岡より「郵送」及び「ホームページ」で通知します。
（ＨＰアドレス）　https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/

※この例は、筆記にて出題する分野のイメージをつかんでいただくための参考です。実際に出題する問題の形式や水準
　とは異なる場合がありますのでご留意ください。

筆記問題は「言語・文章力」、「計算力」、
「形状把握力」、「安全に係る注意力を
確認する問題」となっています。

募集要領・申込み方法

筆記試験の例（参考）
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施設見学会（予約は不要です）

施設体験会（事前の予約が必要です）  内容及び応募締切日はチラシでご確認ください。

見 学 会 開 催 日

2022年２月 ��9（水）��22（火） ８月 ��3（水）��24（水）

３月 ��9（水）��23（水） ９月 14（水）��28（水）

４月 13（水）��27（水） 10月 12（水）��26（水）

５月 11（水）��25（水） 11月 ��9（水）��22（火）

６月 ��8（水）��22（水） 12月 ��7（水）��21（水）

７月 13（水）��27（水） 2023年１月 11（水）��25（水）

施設見学会・体験会のご案内
訓練の雰囲気は？
どんなことが学べるの？など興味のある方はぜひご参加ください。

受　　　　付

受　　　　付

13：00〜13：30

13：00〜13：15

施設概要の説明

訓練概要の説明

13：30〜13：55

13：15〜

就職支援の説明 13：55〜14：05

訓練コースの説明 〜15：30（目安）

〜16：00（目安）

各科に分かれて見学となります。
見学科は２科まで可能です。
※�募集中の科以外でも見学は可能
です。

対象科に分かれて体験となります。

訓練風景の見学

対 象 科 の 体 験

日　　程 対　象　科
�９月21日（水） 金属加工技術科

10月19日（水）
機械加工技術科
住宅リフォーム技術科
電気設備技術科

11月16日（水）
CAD/CAM科
ビル設備サービス科
スマート生産サポート科

施設見学会の様子

施設体験会の様子

※作業しやすい服装・運動靴（スニーカー等）、帽子をご持参ください。

※動きやすい服装・運動靴（スニーカー等）でお越しください。
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現場で活躍する修了者

　２次元ＣＡＤによる金型設計を担当しています。前
職にて金型製品の検査等を経験していたので、ＯＪＴ
の指導はやりやすい
です。まだ入社して
半年程なので、これ
から経験を積み、将
来の担い手となって
くれることを期待し
ています。

　修了者は企業説明会の際に質問を
してくれたりと積極性があり、その
時から印象に残っています。
　前職での経験があればそれに越し
たことはありませんが、採用の決め
手はやはりその人の人となりだと
思っています。
　やる気のある若いみなさん、ぜひ弊社で、共に働い
てみませんか？

　前職で、製図を少し勉強したことから、ＣＡＤオペレータという仕
事があることを知り、興味を持つようになりました。就職活動の際、
ハローワークの相談窓口でポリテクセンターの訓練のことを知りまし
た。高校では簿記の授業もあったので、事務系の内容と、ＣＡＤの両
方を学べるＣＡＤものづくりサポート科を受講することに決めました。

気になるコースがある人はぜひ受講をおすすめし
ます！

　訓練中は、同じ目的を持った仲間がいるので、一人で就職活動する
よりも心強いというか、楽しく過ごせました。修了した今でも、たま
に食事に行ったりする友達もいます。
　企業の方がポリテクに来て企業のＰＲをする企業説明会があった
り、人材情報による指名求人等の制度もあって、就職のサポートも充
実しています。何より、面接に必要な書類の添削など親身になって相
談に乗ってくれるので、ポリテクはおすすめです。

同じ目的を持った仲間がいます。
就職のサポートも充実しています！

　現在仕事では、いろいろな図面を見ているのですが、その際に、ポリテ
クで学んだ製図やＣＡＤの内容が役に立っています。 
　今はまだ、手取り足取りといった感じで図面を書いていますが、早く他
の方々のように、一人でも図面が書けるようになりたいと、日々仕事に取
り組んでいます。

早く一人でも図面が書けるようになりたいと思って
います。

株式会社フリント

CADものづくりサポート科CADものづくりサポート科
（６か月訓練）（６か月訓練）

前職：品質管理・検査

修了者の業務 採用者の声  管理課長

フリントは、モーターコア精密プレス金型製作を専門
とするプロフェッショナル集団です。 
会社は、全ての建屋で空調が完備されており、快適な
環境で業務に取り組むことができます。
また、有給休暇の取得率も高く、働きやすい職場です。
2022年９月からは、岡垣町に全面移転の予定です。
新しい建屋でさらに快適に業務に取り組めます。
企業URL: http://www.flint-sk.jp/

【事業内容】  精密金型設計・製作　プレス加工

株式会社フリント（福岡県遠賀郡）

就職先企業での活躍
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　技術開発部員として様々な加熱試験の実施・評価や工
業炉の設計などを担当しています。３次元CADを使用
し、お客様に提案する
イメージ図から製作ま
での図面作成を任され
ています。提案したイ
メージ図を喜んでもら
えた時はうれしく、や
りがいを感じています。

　修了者はエンジニアとし
て大事な事実に基づいた思
考で当社が掲げている研究
開発に取り組まれています。
ポリテクセンターで学んだ
ことは即戦力として有用で
あり、また企業実習は採用
においてマッチングを相互確認できるのでとても良い
制度だと思いますので今後も継続が望まれます。

　私は前職で電気回路設計を行っており、機械設計や３次元CADにつ
いては知識が乏しく、これらを学びたいと思いポリテクセンター福岡の
機械CAD技術科、その中でも企業実習付コースを受講することにしま
した。企業実習を行うことで、ただ学習しただけの知識ではなく、実務
で役立つ経験として自分の身になると考えたからです。
　授業では、製図や材料力学などの座学、２次元CADや３次元CADの実
習に加えて、実際に機械加工を行う実習もあり、より具体的に機械設計を
学ぶことができ、就職に向けて自分の可能性を広げることができました。

ポリテクセンターで自分の可能性を広げることが
できました！

　実際に企業実習に行ってみると、それまで学んだことをそのまま活か
すことができ、自信が深まりました。最終的に企業実習先への就職が決
定しましたが、実習中に仕事内容や職場の雰囲気を知ることができたた
め、面接試験もリラックスして受けることができたことも大きかったよ
うに思います。ポリテクセンターでは様々な経験・経歴を持った方々と
同じクラスで学び、交流できたことも私にとっては良い刺激となりまし
た。また、丁寧にご指導いただいた先生方、就職アドバイザーの皆様に
は深く感謝しております。ありがとうございました。

企業実習先に就職が決まりました！

熱産ヒート株式会社　技術開発部

機械CAD技術科機械CAD技術科
（６か月訓練  企業実習付）（６か月訓練  企業実習付）

前職：電気回路設計（正規）

修了者の業務 採用者の声  代表取締役社長

熱のエキスパートとして事業を展開する企業。主に「電力業、鉄鋼業、造船業」
など私たちの生活に欠かせないモノを製造するお客様に向けて、溶接前後の熱処
理工事およびその際に用いる加熱装置の販売や、各種工業炉の設計・施工・補修
を行っている。  企業URL  https://www.nessan.co.jp

【事業・製品例】
・高周波誘導加熱製品　　　　　・電気抵抗加熱製品
・各種工業炉の新設及び補修　　・その他熱関連製品
・熱処理工事及び付帯サービス　・熱関連受託実験
・３Dプリンタを用いたセラミックス部品の製作　

熱産ヒート株式会社（北九州市戸畑区）

就職先企業での活躍

　現在弊社では、大小様々なものの加熱処理及び加熱のための装置を設計・製造しています。企業実習ではセラミック碍子
の3次元モデル作成のほか、配管加熱の条件による変化を調べました。ポリテクセンターで学んだ機械CAD技術を基礎とし
て、多くのことを学びながら業務にあたっています。広く技術を磨き、将来的には技術士の資格を取得したいと考えています。
ポリテクセンターは、新しい知識や技術を習得するには打ってつけの場所だと思います。ぜひチャレンジしてみてください。

将来、技術士の資格取得を目指しています。

企業実習付コース
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科
の
特
徴

金属加工技術科

・溶接は様々な分野で使用されている鋼やステンレス鋼を対象に行います。
・�溶接を行うには欠かせない資格取得をはじめとして作業を安全に行うための技能と知識を習得
します。
・�薄板板金の精密曲げ作業や、特に溶接関係を主体にした訓練内容が特徴です。
・�溶接全般に関する技術と技能を身に付けたい方や、向上心があり、ものづくりに興味がある方、
設備の定期的な修理に伴う溶接や、部品製作の仕事に就きたい方にお勧めです。
・�主な就職先としては、鉄工所に関する仕事・設備に関する仕事・建設に携わる仕事・鉄骨を加工
する仕事等です。
・�企業からの逆指名求人数の多さも当科の魅力です。

訓練の詳細（HP）
溶接の基礎から始めるので、初心者の方でも安心して
受講できます。
溶接関連の求人が多いことも当科の特徴です。

指導員からのメッセージ

開講５・８・11・２月

手に職つけよう！溶接技術！

令和３年度就職率速報

90.9%
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◦�製造業
　（鉄工所、溶接、金属製品の機械板金）
◦造船業（船舶の溶接）
◦建設業
　（建築鉄骨の溶接・プラント配管の溶接等）

・ガス溶接・切断作業
・グラインダ作業
・ボール盤作業

・TIG溶接機の取扱い
・溶接施工法
・安全衛生

・炭酸ガスアーク溶接機の取扱い
・溶接施工法
・安全衛生

・交流アーク溶接機の取扱い
・溶接施工法
・安全衛生

・�プレスブレーキを用いた鋼板の曲げ
作業
・荷役作業のための玉掛け作業

・作業の段取り及び溶接施工
・�CADを用いた溶接作業に必要な図
面の読み方、書き方

金属加工基本

TIG溶接

炭酸ガスアーク溶接作業

被覆アーク溶接

玉掛け・クレーン・プレス

溶接施工計画・CAD

１

４

２

５

３

６

カリキュラム

【訓練受講により取得できる資格】
◦�ガス溶接技能講習修了証（福岡労働局長登録教習機関第２号　登録有効期間満了日：2024年３月30日）
◦玉掛け技能講習修了証（福岡労働局長登録教習機関第15号　登録有効期間満了日：2024年３月30日）
◦クレーン運転（５ｔ未満）特別教育終了証
◦アーク溶接等業務に係る特別教育修了証
◦自由研削用砥石の取り換え等の業務に係る特別教育修了証

【任意受験（有料）により取得できる資格】
◦JIS溶接技能者評価試験（被覆アーク溶接、半自動溶接、TIG溶接）各種��（奇数月）

関連する資格

修了生の声 主な就職先
・�溶接の基礎が学べ、学科や実技も分かり易くてよかったです。就職活動
におきましては、指名求人も多数頂き、意欲がわきました。
これからは、訓練で学んだことを活かしつつ女性溶接士として活躍して
いきたいです。
・�前職は全く違う職種でした。自分を変えたいと思う気持ちだけでポリテ
クに入りました。この６ヶ月はとても内容の濃い経験でした。
この経験を十分に活かし精一杯頑張っていきたいと思います。

訓練による必要経費

テキスト代 入所後各自準備するもの約11,000円 保護具等　約12,000円
（作業服・溶接用保護具・安全靴等）
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科
の
特
徴

基礎から学ぶので機械の知識がなくても大丈夫です。一緒にものづくりしませんか？

◦機械を扱うのが好きな方
◦機械加工などの生産現場に就職したい方
◦ＮＣ機械に興味がある方

機械加工技術科

1/100ミリの精度で
　　　　　生産現場のスペシャリストをめざそう！

機械加工では手作業で作ることのできない精密な部品
を工作機械を使って作ります。初心者でも大歓迎です。
未経験から加工を身につけて就職につなげた修了生が
大勢います。一緒に100分の１ミリの世界に挑戦してみ
ませんか？

指導員からのメッセージ

こんな方にオススメ！

訓練の詳細（HP）

「図面が読める・寸法が測定できる・機械加工ができる」ことを目標に学習するコースになります。訓練
では製造業で働くために必要な図面の読み方から始まり、測定、汎用機と呼ばれる一般的な加工機の普通
旋盤及びフライス盤の加工を学びます。汎用機の訓練後にそれぞれのNC機能（コンピューター制御）が
追加されたNC旋盤、マシニングセンタの加工技術、プログラミングについて学習を深めていきます。

開講６・12月

令和３年度就職率速報

100%
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・図面の読み方や描き方
・機械工作法と測定
・機械加工の基礎

・フライス盤とは
・基本操作と加工条件
・各種部品加工

・普通旋盤とは
・基本操作と加工条件
・各種部品加工

・マシニングセンタ、ワイヤーカットとは�
・NCプログラミング手法
・機械操作および加工

・NC旋盤とは
・NCプログラミング手法
・基本操作および加工

・組立課題の製作
・非鉄素材の加工
・総合課題製作

機械工作基本

フライス盤

普通旋盤加工

マシニングセンタ・ワイヤーカット

NC旋盤

機械工作課題

１

４

２

５

３

６

カリキュラム

【訓練受講により取得できる資格】
◦玉掛け技能講習（福岡労働局長登録教習機関15号　登録有効期間満了日：2024年３月30日）
◦クレーン運転（５ｔ未満）特別教育修了証
◦自由研削砥石の取替え等の業務に係る特別教育修了証

【任意受験（有料）により取得できる資格】
◦�各種技能検定��３級
　（旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、数値制御旋盤等）

テキスト代 入所後各自準備するもの約8,000円 作業服、安全靴、保護メガネ

企業実習付コース
もあります

カリキュラム

関連する資格

訓練による必要経費

修了生の声

◦旋盤工

◦ＮＣ機械オペレータ

◦マシニングセンタオペレータ

◦ターニングセンタオペレータ

※オペレータとは機械を操作し、製品を作る仕事です。

主な就職先
・�以前より「ものづくり」に興味があり、新しいことにチャレンジ
したいという思いが膨らみ、一から勉強したいと考え、機械加
工技術科を受講しました。入所当初は右も左も分からない事ば
かりで、不安ばかりが先行しておりましたが、分かり易く丁寧に
指導して頂き、大変充実した訓練を受講することができました。
・�実習で何度もいろいろな測定器で寸法を測ることにより、そ
の大切さと難しさや何度も測りすぎると作業が遅れるなど、
いい体験ができました。プログラムを何度も書き、ソフトで
動かすことでプログラムに対する知識が身に付きました。
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科
の
特
徴

パソコンでものづくり　創造をカタチに！

CAD/CAM科

部品加工などのものづくりに必要なCAD、CAM、ＮＣ
機械による加工など幅広い基本的な知識・技能を習得
します。
私たちと一緒にものづくりのスキルを身に付けませ
んか？

指導員からのメッセージ
訓練の詳細（HP）

図面作成から部品加工のプロセスを学ぶことができます。
基礎から学ぶので安心して受講することができます。

◦機械図面に携わる仕事をしたい方
◦CADを使用した仕事をしたい方
◦ＮＣ工作機械オペレータの仕事をしたい方

こんな方にオススメ！

訓練ではIT化された「ものづくり」に対応できる人材（CAD/CAMオペレータ・ＮＣオペレータ等）を
めざします。機械製図に関する幅広い知識とCADを用いた機械図面の作成、３次元CADによる立体的
なモデル作成、CAMによる加工データの作成、及び機械加工の基礎とＮＣ工作機械のプログラミング・
操作を習得します。

開講４・７・10・１月

令和３年度就職率速報

85.7%

生産部門

就職先
NC工作機械加工

CAM CAD/CAM科機械図面
CAD

生産部門：高品質の製品のために製造管理や機械維持を行う
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◦�CAD/CAMオペレータ

◦ＮＣ機械オペレータ

◦設計補助

◦事務兼CADオペレータ

・図面の読み方や描き方
・図面に関するJIS規格の知識と作図
　【使用ソフト：AutoCAD】

・ワープロ、表計算ソフトの活用
・機械工作の基本知識・技能
　【使用ソフト：Word,�Excel】

・基本操作および機械図面の作成
・応用機能および異尺度図面の作成
　【使用ソフト：AutoCAD】

・ＮＣ工作機械の基礎知識
・ＮＣプログラミング手法
・機械操作および加工

・基本操作とソリッドモデリング
・アセンブリモデリングおよび図面化
　【使用ソフト：SolidWorks】

・CAMによるNCプログラム作成
・作成したプログラムによる加工
　【使用ソフト：MasterCAM】

製図・２次元CAD基礎

パソコン活用・機械工作基本

２次元CAD製図

ＮＣ機械加工

３次元CAD

CAM（キャム）

１

４

２

５

３

６

カリキュラム

【任意受験（有料）により取得できる資格】
◦�CAD利用技術者試験（２次元CAD、３次元CAD）
◦コンピュータサービス技能評価試験（ワープロ、表計算部門）

テキスト代 入所後各自準備するもの約6,000円 作業服、安全靴

修了生の声 主な就職先
・�就職に有利となる技能を身につけたいと考え、ポリテクセ
ンターで職業訓練を受講することに決めました。機械図面
の基礎知識、実際のＮＣ工作機械を活用した訓練が、現在
の仕事にとても役立っています。

・�ポリテクで初めてCADやNCの機械を勉強しました。初め
てのことでいろいろ戸惑いましたが、先生方のご指導のお
かげでCADの操作などが身に付きスキルアップにつなげ
ることができました。また、ものづくりの楽しさを学ぶこ
とができ、充実した６カ月を過ごすことができました。

カリキュラム

関連する資格

訓練による必要経費

※�オペレータとはパソコンや機械を操作し、製品を作る
過程に携わる仕事です。
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科
の
特
徴

アイデアを形に  CAD/CAEでものづくりに携わる！

機械CAD技術科

CADオペレータ、設計アシスタントとして機械設計業務
に就くことを目指し、基礎的な知識・技能を習得します。
私たちと一緒にものづくりの第一歩を踏み出しませんか？

指導員からのメッセージ
訓練の詳細（HP）

設計の基本を習得します。多くの受講者の方が初心者ですが、
基礎から学ぶので安心して受講することができます。� � �

◦機械設計者を目指したい方
◦機械図面に携わる仕事をしたい方
◦CADのスキルを身につけたい方

こんな方にオススメ！

訓練では、CADオペレータ、設計アシスタントとして機械設計業務の補助的な職務をめざす方に最適
です。また、設計補助の経験を経て将来、機械設計技術者を目指す方を対象とするコースです。機械製
図に関する幅広い知識とCADを用いた機械図面の作成、３次元CADによる立体的なモデル作成、材料
力学、CAEを活用した解析等、機械設計に関する幅広い知識と技術を習得します。

開講８・２月

令和３年度就職率速報

75.0%

設計部門

就職先

設計解析 機械CAD
技術科

機械図面
CAD

設計部門：機能や安全等を考慮し、アイデアの具現化を行う
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・図面の読み方や描き方
・図面に関するJIS規格の知識と作図
　【使用ソフト：AutoCAD】�

・機械工作の基本知識・技能
・工業力学の基本知識
・材料力学の基本知識

・基本操作および機械図面の作成
・応用機能および異尺度図面の作成
　【使用ソフト：AutoCAD】

・機械要素の種類と選定
・CAEによる解析の知識・技能
　【使用ソフト：SolidWorks】

・基本操作とソリッドモデリング
・アセンブリモデリングおよび図面化
　【使用ソフト：SolidWorks】

・部品の製図法
・組立図の製図法
・溶接、配管図面の作成

製図・２次元CAD基礎

力学・機械工作基本

２次元CAD製図

機械設計・CAE

３次元CAD

機械製図応用

１

４

２

５

３

６

カリキュラム

【任意受験（有料）により取得できる資格】
◦�CAD利用技術者試験（２次元CAD）（３次元CAD）
◦技能検定（機械製図CAD作業３級）

テキスト代 入所後各自準備するもの約7,000円 作業服

企業実習付コース
もあります

カリキュラム

関連する資格

訓練による必要経費

修了生の声 主な就職先

◦�機械設計

◦設計補助

◦CADオペレータ

◦事務兼CADオペレータ

・�機械CAD技術科では、２次元CADを使っての製図や３次
元CADでのモデリングだけではなく、設計に必要な力学計
算や機械要素について学び、機械加工の実習を通して、さ
らに図面について深く学ぶことができました。

・�前職は福祉関係で勤務しており、一切の知識はなく、すべ
てが初めてのため、自分にできるか不安でした。訓練が進
むにつれてできることが増えていき、訓練を受ける「楽し
さ」や「やりがい」を感じることが多くなりました。また、
今後の就職の方向性も曖昧でしたが、やりたいことが見え
てきて就職活動にも身が入るようになりました。

※�オペレータとはパソコンや機械を操作し、製品を作る
過程に携わる仕事です。
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科
の
特
徴

CADものづくりサポート科

事務職未経験の方、パソコンに自信のない方、ブランク
のある方でも簿記やCAD、社会保険などについて、楽
しく学べます。幅広いスキルを身につけ、様々な業種に
就職可能です。仕事の幅を広げる新たな知識・技能を身
につけませんか？

指導員からのメッセージ
訓練の詳細（HP）

働きたい女性の新たな１歩をサポートします！

女性活躍の機会を提供するコースです。
事務もできてCADもできるという強みを身につけることができます。

◦事務職（製造業）で仕事がしたい方
◦CADを使用した仕事がしたい方
◦簿記の学び直しをしたい方

こんな方にオススメ！

訓練では、ものづくり現場をサポートするため、図面の修正や設計補助、発注業務における業者の
やりとり等に必要な機械図面の読図とCAD操作についての技能・技術を習得します。また、財務
会計や原価計算についての知識も習得し、事務能力のさらなる向上を図ります。

開講９・３月

令和３年度就職率速報

94.4%
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◦�CADオペレータ

◦一般事務

◦事務兼CADオペレータ

◦設計補助

・取引処理、現金管理
・固定資産の管理
・減価償却の方法

・図面の読み方や描き方
・図面に関するJIS規格の知識と作図
　【使用ソフト：AutoCAD】

・原価計算
・原価管理
・会計処理

・基本操作および機械図面の作成
・応用機能および異尺度図面の作成
　【使用ソフト：AutoCAD】

・社会保険制度の概要
・給与計算
・年末調整の実務

・基本操作とソリッドモデリング
・アセンブリモデリングおよび図面化
　【使用ソフト：SolidWorks】

財務会計実務

図面の読み方とCAD基本

製造業の原価計算

２次元CAD製図

労務管理・製造業の経理実務

３次元CAD

１

４

２

５

３

６

【任意受験（有料）により取得できる資格】
◦�CAD利用技術者試験（２次元CAD）（３次元CAD）
◦日商簿記、全経簿記

テキスト代 約8,000円

カリキュラム

関連する資格

訓練による必要経費

修了生の声 主な就職先
・�事務職に就きたいと考えCADものづくりサポート科を受
講しました。CADについてはよく知らなかったのですが、
いざ学び始めるととても楽しく、自分の新たな可能性を感
じました。修了後はCADを使った仕事に携わることになり
ました。女性専用コースだったので安心して受講すること
ができました。
・�前職は介護職で、出産の為、退職しました。訓練中、子供は
託児サービス利用で心配なく訓練に取り組むことができ、
とても助かりました。訓練の内容もとてもプラスになり、
資格も3つ取得することができました。講師の先生方も丁
寧に教えてくださり、就職支援アドバイザーの方も、親身
になって相談にのってくださり、後押しになりました。

※�オペレータとはパソコンや機械を操作し、製品を作る
過程に携わる仕事です。
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科
の
特
徴

建築システムCAD科

建築業界で長く働くための第一歩に・・・！

人々の生活に不可欠な「建築物」を造る為には、職人さんのスキルだけで
はなく、図面や見積書なども重要となります。これらの作成には、様々な
知識・スキルが必要です。

建築システムCAD科では、建築に必要な基礎知識や図面の描き方、設備に
関する知識などを幅広く習得します。

また、身に着けた知識と「BIM」と呼ばれる最新ソフトを覚える事で、就職先の幅を広げる期待が
できます！

今後、建築業界の第一線で働きたい方の第一歩にオススメです。

建築システムCAD科では、RC造に関する幅広い知識・スキルを習得します。
建築業界でプロになるためには、長い年月をかけて知識・スキルを積み上げて
いく必要があります。
私たちと一緒に建築業界で働くためのベースを築き、『長く働ける人材』を目
指しましょう！

指導員からのメッセージ
訓練の詳細（HP）

開講10月

令和３年度就職率速報

82.6%
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【任意受験（有料）により取得できる資格】
◦建築CAD検定（１月）

◦�営業� ◦�設計補助
◦�CADオペレータ� ◦�積算・見積
◦�施工管理� ◦�不動産営業

・建築一般知識
・建築図面（読図）
・建築法規

・AutoCAD基本操作
・AutoCADによるRC図面作成

・住宅プランニング・リフォーム計画
・Jw_cad基本操作
・Jw_cadによる木造図面作成

・電気配線設計
・Jw_cadによる図面作成（電気配線図）
・上下水道と公衆衛生

・Jw_cadによる木造図面作成
・建築積算と見積り
・RC造図面の読図

・Jw_cadによる図面作成（給排水衛生設備図）
・BIM基本操作
・BIMによる建築空間の作成

構造・法規と設計業務

RC造建築図面

木造図面作成技術

住宅設備設計（電気・給排水）

積算・見積り業務

RC・Ｓ造BIM活用技術

１

４

２

５

３

６

テキスト代 約8,000円

修了生の声

主な就職先

・�ハローワークでこのコースを希望したときに期待した内容
より幅広い内容を習得でき、満足しています。それぞれの
内容も、初心者でも理解できるようになっているので、安
心して訓練を受講できました。一人で悩むよりも、受講す
ることをオススメします！

・�私は離職期間が長かったのですが、職務経歴書や面接時の
アドバイスをして頂き、受講中に内定を得ることができま
した。訓練で学んだことを活かし、就職先でも頑張りたい
と思っています。

建築のプロセス

営　業

不動産
営　業

設計補助

施工管理

C A D
オペレータ

積算・見積

入所後各自準備するもの
指定する筆記用具

カリキュラム

関連する資格

訓練による必要経費
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科
の
特
徴

住宅リフォーム技術科

住宅・住環境に関連する仕事を目指す方へ！

住宅リフォーム技術科は、男女を問わず幅広い年齢層の受講生で構成されてい
ます。これまで建築の分野に携わっていない方がほとんどです。そのため、訓
練は建築初心者を想定し、展開していきます。
生活の三大要素である「衣・食・住」の「住」を担っているのが住宅の業界です。
「住まい」は生活の基盤であり、「住まい」づくりに関わることで、人々の暮ら
しを支える一翼を担ってみませんか！？

指導員からのメッセージ
訓練の詳細（HP）

開講６・９・12・３月

住宅リフォーム業界は、国の成長戦略の分野の一つとして期待されている

数少ない業界です。

住宅リフォーム技術科では、６か月という期間で、右ページの『カリキュラム』

で記載しているように、座学は図面の読み方から計画・提案まで、実習では

工具の取扱い方から改修施工まで幅広く学んでいただけます。

そのため、就職先も幅広く、様々な職種に就職されています。

令和３年度就職率速報

87.5%
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【訓練受講により取得できる資格】
◦�丸のこ安全講習

◦建築業全般� ◦�内装施工
◦�リフォーム営業� ◦�CADオペレータ
◦�リフォーム施工� ◦施工管理
◦�住宅設計補助　など

・建築一般構造
・建築図面（読図）
・建築法規
・木造住宅の構造計画
・住宅の省エネルギー

・工具の取扱い
・継手・仕口の墨付けと加工
・電動工具と木工機械の取扱い
・建て方

・PC基本操作
・CAD基本操作
・建築CAD活用（建築図面作成）
　【使用ソフト：Jw_cad、Word、Excel】

・開口部施工
・内装下地
・内装仕上げ

・住宅プランニング・リフォーム計画
・プレゼンテーション技法
　�【使用ソフト：3Dマイホームデザイ
ナーPRO9、PowerPoint】�

・和室から洋室への改修
・左官
・外壁下地
・外装仕上げ

住宅の基礎知識

構造部材の墨付けと加工

建築CAD

内装下地と仕上げ

住宅計画・提案

内外装材のリフォーム作業

１

４

２

５

３

６

テキスト代 約8,000円

修了生の声

主な就職先

営業 住宅設計補助 職人

最初は同世代の人がおらず不安に感じていましたが、みんな優しく接してくださり、すぐに仲良くなれました。幅広い年代の方達
と半年間過ごすことで、自分の価値観や考え方が良い方向に変わったと思います。また、業界未経験であることの不安も、授業で得
た知識のおかげで自信をもって面接に挑むことができ、希望する職種に就くことができました。コロナウイルスという予測できな
い事態もあり、ポリテクセンター福岡に来ていなかったら就職できていなかったかもしれません。今後は習った技術を仕事に活か
し頑張っていきます。

入所後各自準備するもの
作業服、安全靴、保護メガネ　等

カリキュラム

関連する資格

訓練による必要経費
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科
の
特
徴

ビル設備サービス科

訓練の詳細（HP）

◦20代〜60代まで様々な年齢の方が訓練を受講中です。
◦幅広い設備管理の技術が学べます。

ビル設備管理技術者とは、ビルの医者や看護師のようなものです。建物や電気・空調・給排
水などの建築設備が病気にならないように未然に防いだり（予防保全）、具合が悪くなったら
治療をする（保守・修繕）、場合によっては専門家に見てもらう（修理委託）などを行います。
目立つことのない業務ですが、景気に左右されにくい安定した職場です。
ビル設備サービス科ではこれらのビル管理を行うために必要な建築設備に関する様々な技術
や知識を基礎から学びます。身近な設備について幅広い専門性を身につけることが出来ます。

指導員からのメッセージ

ビルメンテナンスではこんな資格が求められています

大型の建物は

専門の知識を持った

『ビル設備員』が
必要となります。

開講１・４・７・10月

最適・快適・安全をコーディネート  建築設備のスペシャリストへ！

令和３年度就職率速報

78.6%
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・ビル管理業務の概要と関連知識
・快適空間維持のための測定方法
・電気工事についての知識・技能

・�電動機及びポンプの制御（シーケン
ス制御）に必要な知識・技能
・ビル清掃の知識・技能

・高圧電気設備の仕組・構造・役割
・設備運転の燃料（危険物）の知識
・報告書類等作成に必要なPC技術

・水回りの設備についての知識・技術
・設備図面の作図に必要な知識・技術
　【使用CADソフト：Jw_CAD】

・ボイラーの構造・運転方法
・自動火災報知設備の構造・法令
・その他消防設備に関する知識

・冷凍空調機器の仕組・構造・知識
・�ルームエアコン据付に必要な知識・
技術

ビル管理基礎・電気配線

電気設備保全・ビルクリーニング

受変電設備・危険物・情報

給排水設備・設備CAD

ボイラー・消防設備

空調設備保全作業

１

４

２

５

３

６

◦設備管理
◦施設警備
◦ボイラー管理
◦設備営繕
◦電気工事
◦関連職種の営業

【任意受験（有料）により取得できる資格】
◦�第二種電気工事士（訓練生合格率80％）
◦�危険物取扱者乙種４類（訓練生合格率50％）
◦消防設備士（乙種４類・１類）（訓練生合格率60％）
◦二級ボイラー技士（訓練生合格率70％）
◦第３種冷凍機械責任者（訓練生合格率50％）

テキスト代 入所後各自準備するもの約11,000円 作業服・皮手袋・作業帽

修了生の声 主な就職先
令和３年度修了Hさん　離職することを卑下することはありませ
ん。理由は様々ですし、自分のせいではないこともあると思う。
大事なのは離職後に新しい一歩を踏み出せるかどうかである。訓
練や就職活動において、色々な方に助けてもらいながら、訓練を
受けることができました。結果就職も決まり、大変助かりました。
施設の中に就職支援室があり、職業面接の練習や履歴書の添削
等もフォローしていただき、まさに至れり尽くせりでした。私はこ
のポリテクセンター福岡に入所して良かったです。私のこれから
のもう一つの未来の為にこんなにも良くしていただき、感謝しか
ない。ありがとうございました。

企業実習付コース
もあります

カリキュラム

関連する資格

訓練による必要経費
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科
の
特
徴

電気設備技術科

訓練の詳細（HP）

快適な生活に欠かすことのできないインフラである電気を基本から学び、技術を身につけ就職を
目指します。
現　状 ・・・就職活動は甘くない

だから・・・電気設備技術科で知識と技術を身につけよう！

な　ぜ・・・経験や資格がなくても就職できているのか？

つまり・・・電気を学ぶことが就職へつながる近道なのです。

電気は目に見えず危ない、怖い、一人で学ぶとしても難しいと思われていますが、誰にとって
も身近なものです。当科ではよく分からないと言われる電気を基礎から学びながら電気設備
工事や電気制御技術を訓練で習得し、電気のスペシャリストを目指します。
新しい一歩を一緒に踏み出しましょう。

指導員からのメッセージ

電気がつなげる、あなたと就職
　　～初心者でもたった６か月で電気技術を身につけ再就職～

●電気の求人倍率は2.95倍（令和２年10月から令和３年９月までの平均）
●でも、企業は経験や資格を求めているため簡単に就職することは難しい

●電気の知識や経験がなくても受講可能
●実習では個人作業が多く、自分の技術を磨くことができる
●訓練生は20代から60代まで幅広い年代の方が受講中
●電気の経験や資格がなくても、修了生は就職している

●電気設備技術科で基礎となる電気の知識と技術を身につけているから
●企業は未経験でも電気をやりたい意欲のある人を求めているから

開講３・６・９・12月

令和３年度就職率速報

84.6%
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・電気理論と法規
・工具の取扱方法と電線加工方法
・電気測定実習

・パソコン（文書作成、表計算）
・電気CAD図面作成、積算見積
　【使用ソフト：Word、Excel、Jw-cad】

・ケーブル配線実習
・金属管、合成樹脂管配管実習
・リモコン配線実習

・リレーとタイマ回路
・電動機制御
・電気保全

・エアコン取付実習
・消防設備工事（自動火災報知設備）
・ホームセキュリティ

・PLC制御（基本回路作成）
・PLC制御（電動機）
　【使用ソフト：三菱電機GX-Works2】

電気工事実習Ⅰ

パソコン・CAD実習

電気工事実習Ⅱ

シーケンス実習

空調・消防実習

PLC実習

１

４

２

５

３

６

◦20代女性　接客業��▶︎�電気工事
◦20代男性　接客業��▶︎�電気計装工事
◦30代女性　接客業��▶︎�通信工事事務
◦30代男性　小売業��▶︎�セキュリティ設備工事
◦40代男性　小売業��▶︎�制御盤製造
◦40代男性　製造業��▶︎�消防設備営業
◦40代男性　製造業��▶︎�発電所オペレータ
◦50代男性　小売業��▶︎�電気工事
◦50代男性　製造業��▶︎�制御盤製造
◦60代男性　卸売業��▶︎�電気工事

（訓練受講前と受講後の職種）

※（　）は、試験予定月

※訓練受講後の関連就職率は100%（令和３年度速報）

修了生の声 主な就職先
・�ポリテクセンターで職業訓練を受講する前は飲食店
で接客業をしておりました。ハローワークでポリテ
クセンターを知り、新しいことに挑戦しようと思い
受講を決めました。現在は、ポリテクセンターで身
につけた技能を活かして、電線の配線・配管作業に
従事しています。

・�電気に関して興味はありましたが、知識や技術は全
くなく女性の自分にできるのかと不安に思っていま
した。しかし、先生方が懇切丁寧に指導してくださっ
たおかげで、無事訓練を終えることができました。

【訓練受講により取得できる資格】
◦�電気取扱特別教育（低圧）

【任意受験（有料）により取得できる資格】
◦�第二種電気工事士　
　上期（筆記６月、技能７月）
　下期（筆記10月、技能12月）
・第一種電気工事士（筆記10月、技能12月）
・第４類消防設備士（乙種） （７月、12月）

テキスト代 約8,000円

入所後各自準備するもの
作業服、安全靴、手袋、帽子　等

カリキュラム

関連する資格 訓練による必要経費
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スマート生産サポート科

デジタル技術を備えた職業人を目指す
当科のカリキュラムは生産現場の見える化をテーマとしています。見える化とはデータを取得・蓄積し、容
易に確認できる状態にすることです。下の図はその一例を示しています。データ（設備の稼働状況を示す情
報）の流れを確認してみてください。このようなシステムは複数のデジタル技術によって構成されています。
当科ではそれらの要素技術を個別に習得していきます。

科
の
特
徴

開講２・８月

訓練の詳細（HP） 当科ではプログラミングとネットワークを中心に学びます。しかし目指す就職先はプログラ
マやネットワークエンジニアだけではありません。今までは、専門的な知識が求められるのは
デジタル技術を提供する側の職種に就いている人だけでしたが、今後は各分野・業種でデジ
タル化が進み、それに対応できる人材が重要となっていきます。すなわち、デジタル技術を利
用する側の職種に就いている人にこそ一定水準の知識が求められるのです。当科で学び新た
なスキルを身に付けたい方、申し込みをお待ちしています。

指導員からのメッセージ

令和３年度
新設科

生産設備を制御

全ての機器をつなぐ

タブレット端末
からサーバにア
クセスし設備の
稼働状況を確認

設備の稼働状況を取
得しサーバに送信

生産設備の稼働状
況をデータとして
蓄積

Javaプログラミング
PLC制御技術

IoTプログラミング ネットワーク構築

サーバ構築

タブレット端末プログラミング
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・基本構文、制御構文
・オブジェクト指向プログラミング
・開発演習

・基数表現、IPアドレス
・標準化プロトコル、TCP/IP
・LAN構築実習

・画面レイアウト、画面遷移
・マルチメディア処理
・データ保存

・サーバシステム管理
・インターネットサーバ構築
・HTML技法

・基本構文
・電子回路作製
・センサ制御、負荷制御

・ラダー言語、タイムチャート
・自己保持回路、インターロック回路
・負荷制御

Javaプログラミング

ネットワーク構築

タブレット端末プログラミング

サーバ構築

IoTプログラミング

PLC制御技術

１

４

２

５

３

６

【任意受験（有料）により取得できる資格】
◦基本情報技術者（春ごろと秋ごろ実施）

情報処理推進機構が実施する国家試験です。
出題範囲が広く、情報技術に関する幅広い知
識が問われます。開発系エンジニアにとって
の登竜門的な資格だといえます。 

◦ITパスポート（随時実施）
情報処理推進機構が実施する国家試験です。
業務で情報技術を利活用する方、つまりあ
らゆる職種の方を対象としています。就職
活動において、自身のITリテラシーをアピー
ルしたい場合に有用な資格だといえます。 

※ 正確な試験実施月は各試験の公式情報を確
認してください。

※�令和３年度新設科のため実績はありませんが、以下の職種を想定
しています。

主な就職先

◦ 製造業関連職種（製造オペレータ、生産管理、など）
生産現場のデジタル化を進めるためには、製造業への理解とデジ
タル技術の知見を兼ね備えた人材が必要です。製造業での就業
経験がある方は、当科で習得するスキルを加えてキャリアアップ
を目指すことができます。

◦ プログラマ（開発系エンジニア）
システムの設計を詳細に取り決めた仕様書に従って、その通りに
プログラムを作成する仕事です。使用するプログラミング言語
は、プロジェクトによって様々です。求人票に記載されている言
語（Java、C#、C++、PHP、等）に注目してみましょう。

◦ インフラ系エンジニア
特定のITサービスを提供するために必要となるハードウェアやソ
フトウェアなどを、総称してITインフラといいます。求人を探す
場合は「ネットワーク」「サーバ」「データベース」「運用・保守」「監
視」「ヘルプデスク」といったキーワードに注目してみましょう。  

◦カスタマーエンジニア（サービスエンジニア、フィールドエンジニア）
提供するサービスは、扱う商材によって様々です。ハードウェア
であれば、機器の設置・保守・修理などが主な仕事になります。
ソフトウェアであれば、販売・営業から導入・技術サポートまで
担うこともあります。  

カリキュラム

関連する資格

訓練による必要経費
テキスト代 約13,000円

入所後各自準備するもの なし
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スマート生産
サポート科 P27

機械加工技術科

住宅リフォーム
技術科

電気設備技術科

P11

P21

P25

　ポリテクセンター福岡の訓練は、３つの訓練方式から選択できます。

　訓練期間中は、ポリテクセンターの施設内において、求職者の方々が早期に再就職することを目的として必要な知識・技能
を習得する職業訓練です。各科のカリキュラムは地域ニーズに即し、応用性を加味した内容となっています。
　機械分野５科、建築・住宅分野３科、電気分野２科の訓練を実施しています。

　職業人として必要なビジネスマナーやコミュニケーション能力の向上、就職に必要な職業に関連する知識等を習得する
ことを目的とした「一般コース受講前の１か月間の職業訓練」です。導入講習の翌月に実施する一般コースと組み合わせた
方式をとっており、訓練期間は７か月となります。
※導入講習の１か月間についてもテキスト代の実費負担をお願いしています。

　事前に受講する科を決定することなく入所し、導入講習期間中に選択できる訓練科（翌月実施の科）を体験し、面談を経
て受講する訓練科（一般コース）を決定することができます。

　２月に開講する「スマート生産サポート科」とセットになった導入講習です。特に、「パソコンスキルの向上」に力を入れ
た導入講習です。

◦「専門基礎」の時間で、訓練科に必要な基礎力を事前に習得＆チェックできる！！
◦チーム力やコミュニケーション力を向上することで、スムーズな「就職」活動ができる！！
◦体験で自分にあった訓練を決めることができる（５月、11月開講コース）！！

一般コース（標準コース）

導入講習付コース

【体験型導入講習】：「５月、11月」実施

導入講習（１か月）  ５月・11月

導入講習（１か月）  ７月・１月

【導入講習付スマート生産サポート科】：「７月・１月」実施

【導入講習のポイント】

【訓練期間：６か月】

【訓練期間：７か月（導入講習１か月）】

こんなメリットがあります！！

選 択 科

パソコン基礎パソコン基礎 コミュニケ―ションとはコミュニケ―ションとは

グループグループ
ディスカッションディスカッション

訓練体験訓練体験

● 訓練科（翌月開講）の見学及び体験
● 就職に関する講習

・自己理解
・仕事理解（チームで働く力、コミュニケーション力向上）

● パソコンの基礎力向上
● 専門基礎（訓練科で必要な基礎力の向上）

● 就職に関する講習
・自己理解、仕事理解（チームで働く力、コミュニケーション力向上）

● パソコンの基礎力向上
● 専門基礎（訓練科で必要な基礎力の向上）

ポリテクセンター福岡が実施するコースの概要
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P11 P23 P15

　ポリテクセンター内での訓練と「企業での実習」を組み合わせた訓練で、概ね55歳未満の方を対象とした職業訓練です。
ポリテクセンター内での訓練で基本となる知識や技術をしっかりと習得後、１か月間の企業実習で生産現場を体験するこ
とにより、ご自身の適正の見極めができたり、仕事に対する理解を深めることができます。

企業実習付コース 【訓練期間：６か月（企業実習１か月）】

◦未経験や就労経験が少ない方でも生産現場を就労体験できる！！
◦生産現場で実践的な職業能力を習得できる！！
◦企業と受講者の同意があれば、企業実習先の企業に就職することも可能！！

機械加工フォローアップ例機械加工フォローアップ例

ビル設備フォローアップ例ビル設備フォローアップ例

機械CADフォローアップ例機械CADフォローアップ例

◦就職する際のミスマッチ防止
◦現場の楽しさや厳しさを理解
◦実習先へ就職の可能性の拡大

【企業実習のポイント】

【企業実習付コースを実施する訓練科】

職業訓練生総合保険への加入が必要です【 ７か月コース 5,350円、６か月コース 4,800円（予定）】
企業実習中は、実習先企業の就業規則に準じた訓練時間となります
企業実習の受講が修了要件となります

注意事項

　機械加工の仕事に興味があり、未経験の職種でしたが、訓練を受講し基礎から学ぶ事ができました。
　１か月間の企業実習では、短期間ながらも実際の企業で実践的に勤務させて頂けたことで自分自身にとって経験にもなります
し、ものづくりの現場で働けることにとても重要性を感じました。企業実習に参加できとても良かったです。
　就職してからも学んだ基礎知識を活かし、今後１人前の技術者になれるよう励んでいきます。

　ポリテクセンターに入校しようと思ったきっかけは、自分の納得のいく就職をするためです。今回の転職は、新たな業界に挑
戦をすることになります。そこで、企業実習のあるコースを選択しました。失敗しないように企業実習で業界の空気を体感でき
た事は、自分にあった会社選びをするうえで役に立ったと感じています。
　今後、学ぶ事は多いですが、ポリテクセンターで習得した事が企業実習先で活かせることができ、企業実習先である会社へ就
職が決定しました。ポリテクセンターで教わった事を実際に現場で経験し、知識を深めることが大事だと思います。

機械加工技術科 ６月/12月 ビル設備サービス科　１月 機械CAD技術科　２月

【高い就職率】100％【企業実習のカリキュラム】
ポリテクセンターでの訓練

『企業実習付』
機械加工技術科

『企業実習付』
ビル設備サービス科

『企業実習付』
機械CAD技術科

機械工作基本

ビル管理基礎
・電気配線

製図・２次元
CAD基礎

普通旋盤加工

受変電設備・
危険物・情報

２次元CAD

ＮＣ旋盤

ボイラー・
消防設備

３次元CAD

フライス盤

電気設備保全・
ビルクリーニング

力学・
機械工作基本

企 業 実 習

企 業 実 習

企 業 実 習

フォロー
アップ

フォロー
アップ

フォロー
アップ

企 業 実 習 フォローアップ
（１〜４か月目）

一般コース受講者と同じ内容の
カリキュラム

（５か月目）

企業（現場）での
就労体験

（６か月目）

学んだ事の整理、
疑問点の検討　等

技術や知識を教えていただき、スキルアップすることが出来ました。

企業実習のあるコースを選択しました。

こんなメリットがあります！！

修了者の声
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ＣＡＤ（キャド）

被覆アーク溶接

ＪＩＳ（ジス）

ＴＩＧ（ティグ）溶接

共　通

金属加工技術科 機械加工技術科 電気設備技術科 ビル設備サービス科 住宅リフォーム技術科

金属加工技術科 機械加工技術科 電気設備技術科 ビル設備サービス科 住宅リフォーム技術科金属加工技術科 機械加工技術科 電気設備技術科 ビル設備サービス科 住宅リフォーム技術科

金属加工技術科 機械加工技術科 電気設備技術科 ビル設備サービス科 住宅リフォーム技術科

金属加工技術科 機械加工技術科 電気設備技術科 ビル設備サービス科 住宅リフォーム技術科

金属加工技術科

Computer Aided Designの略で、工業製品や建物及び
設備等の図面作成に用いるソフトウェアシステムです。
CADを使うと図面管理の容易さや工期の短縮といった
多くのメリットがあります。

アーク放電現象（電化製品のプラグをコンセントから抜
いたときに発生する火花のような気体中を電流が流れる
現象）を利用した溶接方法です。放電時に高熱を発する
ため、この熱を利用して金属を溶かしてくっつけます。

生産の効率化や安全（健康）の保持等を目的に、日本の産
業製品の生産や情報処理等に関して定められた日本の国
家規格で、正式名を日本産業規格（Japanese Industrial 
Standardsの略）といいます。

火花を飛ばさず、ステンレスやアルミ及び鉄といった
さまざまな金属の溶接に対応しているアーク溶接の一
種です。

※ 機械・電気・住宅に関する仕事は知識も必要ですが、それ以上に「技術」が必要となります。そこで、『実習』を多く取り入れ、
様々な作業経験を積みながら技術を身に付けていただきます。特に、実技・実習を多く取りこんでいる科を紹介します。

ポリテクセンター福岡の訓練は『実習』が主体！！

建　築
溶
接
＆
切
削
加
工

設
備
工
事
＆
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

金属加工技術科

電気設備技術科

機械加工技術科

住宅リフォーム技術科

ビル設備サービス科

電気工事

消防４類

空調

シーケンス
制御

ＩＴ
設備CAD

空調設備

クリーニング

金属加工
基本

TIG

被覆アーク フライス盤

旋盤

機械工作

製図
CADクレーン

炭酸ガス NC旋盤

被覆アーク
施工計画

マシニング
センタ

板金CAD

構造物
運搬

動力
プレス

電気配線

ビル基礎

ＩＴ

危険物４類
ボイラ

消防１類

電気
保全

給排水

２次元CAD

リフォーム
施工

建築知識

建築CAD

住宅計画・
提案木材加工

住宅施工

各科の違い

専門用語の解説

よくあるご質問
QRコードを
ご利用ください。ポリテクセンター福岡のホームページにおいて、よくある

質問を掲載しております。
QRコードを利用し、ご覧ください。
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サ ー バ

炭酸ガス溶接

ＣＡＭ （キャム）

木造とＲＣ造

シーケンス制御

旋盤、フライス盤

ＨＴＭＬ

プレスブレーキ

ＣＡＥ（シーエーイー）

ＢＩＭ（ビム又はビーアイエム）

ＰＬＣ

ＮＣ工作機械

ＴＣＰ／ＩＰ クラス／パッケージ コレクション

機械分野の訓練科

建築分野

ビル設備/電気分野

スマート生産サポート科

「サービスを提供する側のコンピュータ」のことを言い、
ファイル保管（保存、共有等）や情報処理及びコンテンツ

（サービス）提供といった役割を担っています。

コイル状になっているワイヤーを自動的に溶接機に供給
しながら、母材を接合させるアーク溶接の一種です。

Computer Aided Manufacturing の略で、CADデータ
をもとにNC工作機械（※専門用語を参照）を制御するた
めのプログラム作成を支援するためのソフトウェアです。

建物を支える柱に木材を使用する造り方を木構造とい
い、鉄筋をコンクリートで覆ったもので支える作り方を
ＲＣ（Reinforced Concreteの略）構造といいます。

予め決められた順番で動作させることができる制御方法
です。自動ドアやエレベータといった身近なところで使
われています。電磁リレー（電気を流すと磁石になり、
スイッチのON ／ OFFを行う）と呼ばれる部品やPLC

（※専門用語を参照）という専用コントローラを用いて、
工場内の設備を制御しています。

金属の塊を刃物で削ることを切削加工といいます。その
中でも、「旋盤」は丸棒を円柱状の部品に切削するときに
用いる加工機器で、「フライス盤」は角材や丸棒を角状の
部品に切削するときに用いる加工機器です。

Hyper Text Markup Languageの略で、Webページを
作る際の基本的な言語のひとつです。

ステンレスやアルミ等の薄い板金素材を曲げるために使
う機械です。

Computer Aided Engineeringの略で、仮想（コンピュー
タ上）で試作や試験を行うことで、素性のよい高品質な製品
開発を行うためのコンピュータを活用した設計技術です。

Building Information Modelingの略で、コンピュータ
上で作った建物で「企画⇒設計⇒施工⇒維持管理」までの
トータルマネージメントが実現できるツールのことです。

Programmable Logic Controllerの略で、シーケンス
制御用の専用コントローラで、プログラムによって制御

（スイッチやセンサ等の信号で、モータ等の機器をＯＮ
／ＯＦＦ）します。少ない電線の接続で済み、プログラ
ムの変更も容易に行えるという利点があります。

プログラム（数値）によって加工を自動的に行う機器の総称
です。旋盤を自動化したものを「ＮＣ旋盤」といい、フライ
ス盤を自動化したものを「マシニングセンタ」といいます。
また、ワイヤーカット放電加工は、ワイヤーに電流を流し
て発熱させ、糸のこぎりのように部品を切断する機器です。

Transmission Control Protocol /
Internet Protocolの略で、現在の
インターネット通信で最も利用され
ている「コンピュータ同士が通信を
する際の手順や規格」を指します。

プログラムを実行するための処理を
まとめた各パーツのことを「クラス」
と言い、複数のクラスを分類・管
理するために使用されるのが「パッ
ケージ」となります。

多くの情報（要素）をひとつにまとめ
たパーツ（コンテナとも呼ばれる）の
ことです。
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受講者全員の就職を目指し、サポートしています！受講者全員の就職を目指し、サポートしています！

入所

修了

個
別
就
職
相
談
（
就
職
支
援
室
に
て
随
時
受
付
）  

就 職 講 話

入所セミナー ・再就職に向けたプランニング
・ジョブカードの概要／作成

人材情報の公開 ・人材情報誌を企業へ配布
・人材情報ＨＰ公開

・事業主が求める人材とは
・職業人としてのマナー等

個別相談
（ジョブカードの作成支援）

・職務経歴の整理（棚卸し）
・各種様式の作成及び添削等

三 者 面 談
・情報の共有
・具体的な活動方法の確認等
　※訓練生・指導員・アドバイザー

就職支援セミナー
（就職活動説明会）

・就職活動の進め方
・履歴書、職務経歴書の書き方
・面接の受け方
・人材情報（求職票）の作成

前職までの
経験

訓練で
習得する

専門スキル

あなたの
強み

（能力）

★ミニセミナーのテーマ（例）
　・自己理解の進め方
　・色々な雇用形態
　・求人票の見方
　・ビジネスマナー　etc

参加自由！

応募書類添削

面 接 練 習

放
課
後
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー  (

放
課
後
／
不
定
期
開
催
・
随
時
案
内
）

企
業
か
ら
指
名
求
人

１
か
月
目
〜
３
か
月
目

４
か
月
目

５
か
月
目

６
か
月
目

修
了
後

個
別
企
業
説
明
会  (

放
課
後
／
毎
月
５
回
程
度
開
催
） 

就職のサポート

就職活動のスケジュール（サポートの概要）

就職支援室の概要
　職業訓練を受講する目的は『就職』です！！
　受講者の方々が安心して就職活動できるように、「就職支
援室」を設置し、就職支援アドバイザーと就職に関する相談
が常時できる体制を整えています。
　これまでの経験から得た自分自身の強みの認識・整理を行
い、就職を希望する業界を理解する。これに、職業訓練で習得
した技術を加えることは自分の価値を高めていくことにつな
がります。
　就職支援室では、受講者の方々の「前向きな就職活動」をサ
ポートします。

在
所
生
対
象

在
所
生
・
修
了
生
対
象

受講者全員の就職を目指し、サポートしています！受講者全員の就職を目指し、サポートしています！
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就職支援アドバイザーから就職支援アドバイザーから就職支援アドバイザーから就職支援アドバイザーから ひと言

【求人企業への応募支援】
◦応募企業への橋渡し
　�ハローワークに紹介状発行を
依頼！
　�未公開求人票をハローワーク
から取寄せ！

【企業説明会の開催】
◦企業とのマッチングを図る
　�直接、企業からの話を聴ける！

就職支援室では、強力なサポートであなたの再就職を応援します！！
応援１ 応援３

応援４

◦ 修了後もフォロー
　アップを継続！！

◦ 就職支援室の活用
　も可能！！

具体的なサポート内容

　当センターは、就職に有利となる技術や資格を取得できるだけでなく、就職を目的
に指導員と連携したサポートを行います。本格的な就職活動は入所から４か月目に始
まります。 訓練と並行しながらの就職活動は大変だと思いますが、修了までの限られ
た時間の中で 一緒にベストを尽くしていきましょう。お待ちしております！ 

【個別相談】
◦就職支援アドバイザーとの面談
　進路相談！（応募先の検討）
　自分理解！＆仕事理解！
　�履歴書、職務経歴書、ジョブカー
ドの作成支援！
　⇒作成方法の説明、書類の添削

応援２

【就職支援室環境】
◦求人検索
　�ハローワークと同様の求人検索が可能！
　ネット検索が可能！

◦書類の作成
　様式を準備！
　ＰＣで書類作成が可能！
　ＰＣが苦手な方も安心！
�　（基本操作を伝えます）
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施設見学会

〒806-0049
北九州市八幡西区穴生3-5-1

TEL 093-641-6909
FAX 093-631-6516

JR陣原駅 JR黒崎駅JR折尾駅

穴生4

穴生3

樋口町

穴生橋バス停

黒崎駅前熊西

穴生

ミニストップ●

西鉄バス
　　車庫●

トヨタカローラ
●福岡

日産●
プリンス
福岡

至若松

至引野（黒崎I.C）

至
福
岡

至
福
岡

割
子
川

至
小
倉

至
黒
崎

至
森
下

国道199号線

国道3号線

県
道
11
号
線

筑
豊
電
鉄

穴生2

穴生小学校
瀬板の森
北九州

ゴルフコース

ポリテクセンター福岡

●国土交通省北九州●国土交通省北九州
　国道工事事務所　国道工事事務所

穴生小前

ご案内図

交通のご案内 お問い合せ先

毎月２回実施　13時30分から （予約不要！）毎月２回実施　13時30分から （予約不要！）

もっと詳しく訓練を知りたい方はもっと詳しく訓練を知りたい方は
「施設見学会」「施設見学会」にお越しください！にお越しください！

　ポリテクセンター福岡では、原則、毎月第２・第４水曜日の
13：30から施設見学会を開催しています。
　各訓練コースの案内を中心に、ポリテクセンター福岡の概要・
就職支援について知っていただける内容になっています。
　また、施設見学会の日程にご都合がつかない場合は個別に見
学を受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
　なお、施設見学にお越しになる場合は駐車場をご用意してお
りますので、お車でお越し頂けます。

見学会の
詳 細 は
６ P へ

● ＪＲ　　　陣原駅下車　改札口から右へ１km（徒歩15分）
● 筑豊電鉄　穴生駅下車　北へ600m（徒歩６分）
● 西鉄バス　黒崎バスセンター［８］番のりば
　 　　　　　皇后崎方面行き（１番、80番、74-1番、74-2番）
　 　　　　　⇒穴生橋バス停下車　南へ300m（徒歩５分）
● 自動車　　黒崎ＩＣより北へ４km（車10分）


