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もくじ一歩 踏み出す人に、
十歩 進めるチカラを。
ここで学ぶ人たちは、

一歩を踏み出した人たちだ。

経験はない。年齢もバラバラ。

でも、それでいい。

前に進もうとする意思、それさえあれば

私たちがその挑戦を全力でバックアップする。

ここで過ごす日々は

あなたの興味を、明確な目標に変える。

未来への不安を、大きな自信に変える。

積み重ねた努力を、確かな技術に変える。

さあ、踏み出そう。

なりたい自分になるための近道は、ここにある。

撮影時のみマスクを外して撮影を行っています01 02



交通のご案内

受講対象者 就職意欲
受講意欲の高い方

職業訓練を受講・修了
するのに支障がない方

ハローワークへ求職申込みを
していて訓練の受講が必要と

認められた方

他の受講生と協調性を
持って受講できる方

過去１年以内に
公共職業訓練または
求職者支援訓練等を
受講していない方

360度動画で、ポリテクセンター福岡を見てみよう！
「どんな場所にあるの？」「どんな雰囲気なの？」「施設見学に行く前に確認しておきたい！」そんな方は右の
QRコードを読み込みYouTubeアプリでご覧ください。施設を360度動画で体験することができます。

指導員や受講生の声を掲載！ポリテクペーパー
訓練を担当している指導員や、受講生の声などを掲載した広報用フリーペーパー「ポリテクペー
パー」を発行しています。右のQRコードからぜひご一読ください。

P O LY T E C P O LY T E C

JR

小倉駅 ▶ （鹿児島本線普通） 約25分

直方駅 ▶ （福北ゆたか線） 約25分

門司駅 ▶ （ＪＲ鹿児島本線） 約28分

下関駅 ▶ （山陽本線・鹿児島本線普通） 約40分

行橋駅 ▶ （日豊本線快速・鹿児島本線普通） 約41分

飯塚駅 ▶ （福北ゆたか線） 約52分

博多駅 ▶ （鹿児島本線快速・普通乗継） 約65分

春日駅 ▶ （鹿児島本線快速・普通乗継） 約80分

千早駅 ▶ （鹿児島本線快速・普通乗継） 約55分

宇島駅 ▶ （鹿児島本線快速・普通乗継） 約80分

久留米駅 ▶ （鹿児島本線快速・普通乗継） 約120分

筑豊電鉄

穴生駅下車北へ600m
 (徒歩6分)

自動車

黒崎ICより北へ4km
 (車10分)

西鉄バス

黒崎バスセンター
8番のりば

穴生橋・皇后崎
バス停下車 
(徒歩5分)

皇后崎方面行き 
(1番、80番、74-1番、74-2番)

陣原駅下車 改札口から右へ1km
(徒歩15分)

施設見学や施設体験は、駐車場をご用意しておりますので車でお越し頂けます。
選考日は、なるべく公共交通機関をご利用ください。

近隣MAP

「異業種に挑戦したいけど、自信がない」 そんな求職者のための職業訓練施設についてご紹介します！「異業種に挑戦したいけど、自信がない」 そんな求職者のための職業訓練施設についてご紹介します！

ポリテクセンター福岡とはポリテクセンター福岡とは

受講生のなかには前職が
サービス業や一般事務など
異業種出身の方も多くいま
す。そのため、全くの未経験
者でも訓練を通じて知識・
技能を習得できるカリキュラ
ムを用意しています。

未経験者でも大丈夫！

ポリテクセンター福岡の訓練
では、実習を多く取り入れ、
様々な作業経験を積みなが
ら、技術を身につけます。ま
た、実際の仕事を想定し、仕事
の現場で使用されている機材
を使って訓練を行っています。

実践的な訓練！

就職支援アドバイザーによ
る就職相談、各種応募書類
（履歴書・職務経歴書）の書
き方、面接の練習に加え、企
業説明会の開催や求人情報
の提供を行い、就職活動を
サポートします。

充実した就職支援

テキスト代・指定の筆記具・

保護具（作業服、作業帽、安

全靴、防護メガネ、手袋）等

は自己負担となりますが、訓

練の受講料は無料です。

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高齢・障害・雇用支

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。新たな職業に必要な専門的知識の習得と実践的な

技能・技術の習得に加え、きめ細かい就職支援を行っています。

あなたの挑戦に、知識と技術を

受講時の魅力となるポイント
Ｇｏｏｇｌｅ ｍａｐ

陣原駅からポリテク福岡正面入口

特集

TOPICS
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一般訓練（訓練期間6か月）

訓練の概要

P O LY T E C P O LY T E C

専門的な知識や実践的な技術を習得し、就職することを目的とした標準的な訓練です。

注意事項

企業実習付訓練は職業訓練生総合保険への加入が必要です。
企業実習期間中は訓練実施場所や訓練時間が異なります。企業実習の受講が訓練修了の要件となります。

訓練受講中の支援

訓練受講にかかる費用等

導入講習付訓練（訓練期間7か月）

統合型導入講習（7月・1月開講）
対象訓練科：ICTエンジニア科

施設内訓練 6か月導入講習 1か月

ものづくり体験型導入講習（5月・11月開講）
対象訓練科：機械加工技術科／住宅リフォーム技術科／電気設備技術科

施設内訓練 6か月導入講習 1か月

対象訓練科：機械加工技術科（企業実習付）

フォローアップ(施設内） 1か月企業実習 1か月施設内訓練 4か月導入講習 1か月

託児サービスのご案内

職業訓練生総合保険
事故・災害等に対応する職業訓練生総合保険があります。
原則任意加入：7か月コース5550円、6か月コース4900円（予定）ですが、
企業実習付訓練は職業訓練生総合保険への加入が必要です。

雇用保険受給者の方
・ 訓練期間中は交通費及び受講手当が支給されます。
・ 雇用保険の給付は訓練修了まで延長されます。
・ 給付制限中の方は制限が解除されます。

雇用保険受給者以外の方
一定の条件を満たしていれば、「職業訓練受講給付金」の対象となる場合があります。
詳細については、直接管轄のハローワーク職業訓練窓口でご確認ください。

受講料無料
テキスト代・作業服代等は自己負担となります。詳細は各訓練科のページをご覧ください。
なお、導入講習の期間に使用するテキスト代等についても自己負担となります。

受講料
無料

入所後各自で準備するもの
自己負担

テキスト代
自己負担

就職率

令和3年度
実績

100％

おおむね55歳未満の方を対象とした施設内での訓練と企業実習を組み合わせた訓練です。４か月間の施設
内での訓練を受講後、当センターが委託した企業において、実践的な仕事を体験します。体験を通じて、仕事
に対する理解を深めることができます。また、企業実習先に就職することも可能です。
※企業実習付訓練の注意事項については次ページをご覧ください。

【 企業実習付訓練のメリット 】
高い就職率／未経験の方でも生産現場を体験できる／企業実習を通して実践的な仕事の対応力が身につく

入所後の1か月間にビジネスマナー、コミュニケーション能力、パソコンスキルの向上等を目指します。また、5月・11月に開講す
るものづくり体験型導入講習では訓練を体験したうえで、受講するコースを決定することができます。

【 導入講習の主な内容 】
ビジネスマナー能力の向上／訓練内容の基礎学習／コミュニケーション能力の向上／自己理解と仕事理解／パソコンスキルの向上

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

フォローアップ(施設内） 1か月企業実習 1か月施設内訓練 4か月

企業実習付訓練（訓練期間6か月）

テキスト代や入所後各自で
準備するものについては
各科ページに記載しております。

子育て中の求職者の方が安心して訓練を受講できるよう、訓練を受講している間、
民間託児施設にお子さまを無料で預ける託児サービスを提供しています。
詳しくは当センターまでお問い合わせください。
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不満1%

その他8%
やや不満
10%

満足
64%
満足満足満足
64%64%64%

経験者 1%

ほぼ
未経験
49%

ほぼ
未経験
ほぼ
未経験
ほぼ
未経験
49%49%49%

未経験
50%
未経験未経験未経験
50%50%50%

就職活動のスケジュール

就職支援について 数字で知るポリテク！
就職支援室の概要

P O LY T E C P O LY T E C

入所から修了後まであなたの就職活動をサポートします！
ポリテクセンター福岡では受講生の方々が安心して就職活動ができるよう「就職支援室」を
設置し、就職支援アドバイザーと相談が常時できる体制を整えています。

就職支援室でのサポート
ハローワークと同様の求人検索／履歴書・職務経歴書の添削
就職支援アドバイザーとの面談／人材情報の公開／個別企業説明会の開催

個
別
企
業
説
明
会 

（
月
5
回
程
度
開
催
）

在
所
者
対
象
放
課
後
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー 

（
随
時
）

ジョブ・カードとは、職務経験・免許・資格等の情報をまとめたものであり、
就職活動等に活用いただけます。

就職講話（4～6か月目）
企業が求める人材について講義を行います。

就職支援セミナー（開講時）
再就職に向けたプランニングやジョブ・カードの作成を行います。

就職支援セミナー（3か月目）
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）の作成について情報提供を行います。

三者面談
受講生・指導員・アドバイザーの三者で
就職活動の具体的な方法等について確認します。

人材情報の公開（5か月目）
受講生の希望職種・経歴・アピールポイントなどを冊子にまとめ、
企業へ送付すると同時にHPへ掲載します。

修
了
後

5
か
月
目
〜
6
か
月
目

4
か
月
目

1
か
月
目
〜
3
か
月
目

入
所 就

職
活
動
準
備
期
間

就
職
活
動
期
間

20代

30代

40代

50代

60代
以上

14%

30%

26%

17%

13%

1番多いのは

30代

年齢

受講の決め手

就職支援

現役の受講生189名に聞いてみました！

受講前の経験 訓練のわかりやすさ

不満1%

とても
満足
28%

やや不満
7%

満足
64%
満足満足満足
64%64%64%

受講環境

企業からの求人数

受講生の情報を掲載した「人材情報誌」を
作成。企業に向けて毎月送付し、
企業から多くの求人を頂いています。

約1800件
就職率

令和３年度のポリテク全体の
就職率です。

88．3％
1日の訓練時間

６時限を基本としています。
（ 詳細はP.09をご覧ください ）

6時限

とても
満足
17%

とても
分かりやすい
33%

分かりやすい
62%
分かりやすい分かりやすい分かりやすい
62%62%62%

その他 1%やや分かりにくい
4%

受講環境

就職関係

訓練関係

受講料無料

就職率

訓練受講のしやすさ

関連職種の魅力・興味

資格の取得技能の習得

就職支援
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P O LY T E C

新しい自分を発見

製図や設計に興味のある方

CAD/CAM科 P.15~

P.17~機械CAD技術科

建築や建物・設備に興味のある方

建築システムCAD科 P.23~

P.21~住宅リフォーム技術科

ビル設備サービス科 P.25~

電気関係に興味のある方

P.27~電気設備技術科

IT関係に興味のある方

ICTエンジニア科 P.29~

事務職（製造業）に興味のある方

CADものづくりサポート科 P.19~

加工技術に興味のある方

金属加工技術科 P.11~

P.13~機械加工技術科

受講生の１日

時限 時間

1 9:00~10:00

10分休憩

2 10:10~11:00

10分休憩

3 11:10~12:00

お昼休み（50分）

4 12:50~13:40

10分休憩

5 13:50~14:40

10分休憩

6 14:50~15:40

訓練は原則、平日に実施します。
（土日祝はお休み）

次の期間は全科、訓練休です。
令和5年8月10日（木）～8月15日（火）
令和5年12月29日（金）～1月4日（木）

Lunch 自宅で予習や復習、資格対策の勉強などを行うことはなかなか難しいですよね。そこ
で、ポリテクセンター福岡では訓練開始前と訓練終了後の放課後の時間帯でパソコン
教室と座学スペースを希望する方にご利用いただけるようにしています。担当講師の都
合がつけば、自習や資格対策のサポートも受けることができます。 

自習や資格試験対策もサポート

【 利用可能時間 】
（朝）8:00から9:00まで （夕）15:40から17:00まで

私は機械加工やCADや設計について学びたいと思い、CAD/CAM科を受講することに
決めました。未経験のため最初は不安でしたが、訓練は分かりやすいですし、先生は「分
からないことがあれば聞いてください」と質問をしやすい雰囲気を作ってくれるので学
ぶ意欲が増します。今後は訓練内容についてより深く学び、就職につなげることができ
るよう頑張っていきたいです。

未経験者でも安心して学べる環境です！

実技座学就職相談

出入りのお弁当屋さんから
購入することもできます。

訓練の時間割は以下のとおりです。
（技能講習・特別教育、特別講義の日は

異なる時間割となります）

¥400 ¥500
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5月・8月・11月・2月開講

金属加工基本① 炭酸ガスアーク溶接作業②

玉掛け・クレーン・プレス③ TIG溶接④

⑤ 被覆アーク溶接

92.9%
令和3年度就職率

溶接技術は自動車の製造、造船、建築・設備など多くの分野で活用され、人が快適に生活していくうえで欠かすことのでき
ない技術です。金属加工技術科では、溶接施工計画の立て方、図面の読み方・描き方を学ぶことに加え、仕事をするうえ
で欠かせない溶接技術を実習を通してしっかりと身につけることができます。修了生の多くは機械製造、製鉄、造船またそ
れらのメンテナンス業などで溶接者として活躍しています。

金属加工技術科
溶接のスペシャリストを目指そう！

【②炭酸ガスアーク溶接作業】
○ 炭酸ガスアーク溶接機の取扱い
○ 溶接施工法
○ 安全衛生

【⑥溶接施工計画・CAD】 
○ 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・描き方

【④TIG溶接】 
○ TIG溶接機の取扱い
○ 溶接施工法
○ 安全衛生

【①金属加工基本】
○ ガス溶接・切断作業
○ グラインダ作業
○ ボール盤作業

【③玉掛け・クレーン・プレス】
○ 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

【⑤被覆アーク溶接】 
○ 交流アーク溶接機の取扱い
○ 溶接施工法
○ 安全衛生

カリキュラム

ガス溶接技能講習（福岡労働局登録教習機関第2号
登録期間満了日：2024年3月30日）

クレーンの運転の業務に係る特別教育

アーク溶接等の業務に係る特別教育

自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育

玉掛け技能講習（福岡労働局登録教習機関第15号
登録期間満了日：2024年3月30日）

訓練受講により取得できる資格

各種溶接技能者資格（日本溶接協会）

任意受験(有料)により取得できる資格

関連職種の有効求人倍率

3.16約 倍

指導員からのメッセージ・修了生の声

金属溶接

溶断工

板金工

主な就職先職種

ティケイディ(株)

日本ドライケミカル(株)

(株)戸畑製作所

主な就職先企業

⑥ 溶接施工計画・CAD

指導員

修了生

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ながら女性溶接士と

して活躍していきたいです。

女性溶接士として活躍していきたい！

溶接の仕事は社会貢献度が高く、魅力ある仕事
です。未経験者にも分かりやすいカリキュラムと
なっていますし、座学よりも実技が多いので、
しっかりと技能を身につけることができます。ま
た、受講者の多くは未経験者の方ですので、受
講を検討している方は安心してお申し込みくださ
い。皆さんのやる気を受け止めます！新しい自分
を発見しましょう！

新しい自分を発見！
必要経費等

受講料
無料

テキスト代
11,000円約

入所後各自で準備するもの
12,000円約保護具など

11 12



機械加工技術科
6月・12月開講 ものづくり現場のスペシャリストをめざそう！

100%
令和3年度就職率

普通旋盤加工②

機械工作課題⑥

フライス盤③ マシニングセンタ・ワイヤーカット④

機械工作基本①

NC旋盤⑤

自動車、産業用ロボット、家電製品などを製作するうえで、材料を様々な形に加工することができる技術は必要不可欠で
す。機械加工技術科では、実際のものづくり現場で使用する工作機械を使用し、機械加工に関する知識を深めます。実際
の生産現場に近いかたちで訓練を行うことで、未経験の方でもものづくり現場で活躍できる知識と技術を身につけてもら
うことを目指しています。

カリキュラム

必要経費等

玉掛け技能講習（福岡労働局登録教習機関第15号
登録期間満了日：2024年3月30日）

クレーンの運転の業務に係る特別教育

自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育

訓練受講により取得できる資格

各種技能検定 3級 （中央職業能力開発協会）

（旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、数値制御旋盤等）

任意受験(有料)により取得できる資格

関連職種の有効求人倍率

3.09約 倍

指導員からのメッセージ・修了生の声

NC旋盤工

旋盤工

マシニングセンタオペレーター

主な就職先職種

(株)九州工具製作所

(株)中島ターレット

グローバルマテリアルズエンジニアリング(株)

主な就職先企業

指導員

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れ、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。入った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。

新しいことにチャレンジ！

福岡県では機械加工現場の作業従事者の需要が

高く、機械加工技術科は4年連続で就職率が

100％を達成しています。機械加工はきつい、難

しいというイメージが先行しがちですが、奥が深

く、とてもやりがいのある仕事です。一緒に勉強し

て、機械加工のスペシャリストを目指しましょう！

4年連続で就職率100%を達成！

修了生

受講料
無料

入所後各自で準備するもの
作業服・安全靴・保護メガネ

テキスト代
8,000円約

【②普通旋盤加工】
○ 普通旋盤とは
○ 基本操作と加工条件
○ 各種部品加工

【⑥機械工作課題】
○ 組立課題の製作
○ 非鉄素材の加工
○ 総合課題製作

【④マシニングセンタ・ワイヤーカット】
○ 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

【①機械工作基本】
○ 図面の読み方・描き方
○ 機械工作法と測定
○ 機械加工の基礎

【③フライス盤】
○ フライス盤とは
○ 基本操作と加工条件
○ 各種部品加工

【⑤NC旋盤】
○ NC旋盤とは
○ NCプログラミング手法
○ 基本操作および加工
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NC機械加工⑤

4月・7月・10月・1月開講

CAD /CAM科
機械設計・機械加工分野に就職しよう！

83.3%
令和3年度就職率

パソコン活用・機械工作基本④

製図・2次元CAD基礎①

3次元CAD③

2次元CAD製図②

CAM（キャム）⑥

ものづくりの現場では、製図から加工まで幅広い知識が求められます。CAD/CAM科では、2次元CADでの図面作成、3
次元CADでの立体的なモデル作成、汎用工作機械の操作方法、最新のコンピューターを使ったNC工作機械の操作方法
を学び、製図から加工まで幅広い分野で活躍できる知識と技術を身に付けてもらうことを目指します。初めての方でも、製
図から加工の流れを基礎から学ぶので安心して受講することができます。

カリキュラム

関連職種の有効求人倍率

必要経費等

CAD利用技術者試験
（（一社）コンピュータ教育振興協会）

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）（中央職業能力開発協会）

任意受験(有料)により取得できる資格

2.19約 倍

指導員からのメッセージ・修了生の声
機械設計技術者

CAD／CAMオペレーター

NC旋盤工

主な就職先職種

(株)フリント

(株)ケーメック

(株)メイソウ

主な就職先企業
指導員

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か月を過ごすことができました。

充実した6か月！

CAD技術に必要な知識、CAMによる加工プログ

ラムの作成から工作機械での加工まで一連の流

れを基礎から学びたいという方におすすめ。

CAD技術、機械加工、に興味のある方はぜひご

応募ください！一緒にものづくりのスキルを身に

つけましょう！

一連の流れを基礎から学べる！

修了生

【②2次元CAD製図】
○ 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）

【⑥CAM（キャム）】
○ 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）

【④パソコン活用・機械工作基本】
○ 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）

【①製図・2次元CAD基礎】
○ 図面の読み方・描き方
○ 図面に関するJIS規格の知識と作図
（使用ソフト：AutoCAD）

【③3次元CAD】
○ 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）

【⑤NC機械加工】
○ 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

受講料
無料

入所後各自で準備するもの
作業服・安全靴

テキスト代
6,000円約
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製図・2次元CAD基礎①

3次元CAD③

2次元CAD製図②

機械CAD技術科
8月・2月開講 機械設計分野で働こう！

81.8%
令和3年度就職率

機械製図応用⑥

力学・機械工作基本④

機械設計・CAE⑤

自動車、航空機、家電製品などを製作する際に使用される図面は、CADを用いて描かれます。機械CAD技術科では、2次
元及び3次元CADによる機械図面の作成やモデリング、さらにCAEを用いた解析など機械設計に特化した訓練を行い、
機械設計の分野で活躍してもらうことを目指しています。

カリキュラム

関連職種の有効求人倍率

必要経費等

CAD利用技術者試験
（（一社）コンピュータ教育振興協会）

任意受験(有料)により取得できる資格

1.22約 倍

指導員からのメッセージ・修了生の声
機械設計技術者

CAD／CAMオペレーター

機械設計補助

主な就職先職種

IPMエンジニアリング(株)

萩原設計工業(株)

熱産ヒート(株)

主な就職先企業
指導員

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。

やりたいことが見えてきた！

機械設計やCAD操作、解析などについて基礎か

ら学びたいという方におすすめです。ものづくり

に興味はあるけど不安な方や何から学べば良い

か迷っている方、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？

私たちと一緒にものづくりの第一歩を！

修了生

【②2次元CAD製図】
○ 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）

【⑥機械製図応用】
○ 部品の製図法
○ 組立図の製図法
○ 溶接、配管図面の作成

【④力学・機械工作基本】
○ 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

【①製図・2次元CAD基礎】
○ 図面の読み方・描き方
○ 図面に関するJIS規格の知識と作図
（使用ソフト：AutoCAD）

【③3次元CAD】
○ 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）

【⑤機械設計・CAE】
○ 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）

受講料
無料

入所後各自で準備するもの
作業服・安全靴など

テキスト代
7,000円約
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図面の読み方とCAD基本①

3次元CAD③

2次元CAD製図②

CADものづくりサポート科
9月・3月開講 ものづくり現場をサポートするスキルを身につけよう！

90.2%
令和3年度就職率

労務管理・製造業の経理実務⑥

財務会計実務④

製造業の原価計算⑤

CADものづくりサポート科では、ものづくり現場の事務職として必要な財務会計や原価計算の知識、社会保険制度等の
事務に関する知識に加えて、図面の修正や設計補助に必要な機械図面の読図、ＣＡＤ操作について学びます。新たな知識
を身につけて、仕事の幅を広げてみませんか？

カリキュラム

関連職種の有効求人倍率

必要経費等

CAD利用技術者試験
（（一社）コンピュータ教育振興協会）

簿記検定
（日本商工会議所（日商）、全国経理教育協会（全経））

任意受験(有料)により取得できる資格

1.38約 倍

指導員からのメッセージ・修了生の声
CADオペレーター

一般事務

機械設計補助

主な就職先職種

(株)ナダヨシ

(株)村田木型製作所

(株)フリント

主な就職先企業
指導員

修了生

前職は介護職で、出産の為、退職しました。訓練中

は託児サービスを利用し、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。　

託児サービスで心配なく訓練に！

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？

幅広いスキルを身につける！

受講料
無料

入所後各自で準備するもの
特になし

テキスト代
8,000円約

【②2次元CAD製図】
○ 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）

【⑥労務管理・製造業の経理実務】
○ 社会保険制度の概要
○ 給与計算
○ 年末調整の実務

【④財務会計実務】
○ 取引処理、現金管理
○ 固定資産の管理
○ 減価償却の方法

【①図面の読み方とCAD基本】
○ 図面の読み方・描き方
○ 図面に関するJIS規格の知識と作図
（使用ソフト：AutoCAD）

【③3次元CAD】
○ 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）

【⑤製造業の原価計算】
○ 原価計算
○ 原価管理
○ 会計処理
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内装下地と仕上げ⑤

プレゼンテーション技術③

住宅の基礎知識①

構造部材の加工と建て方④

外壁施工/内装リフォーム施工⑥

木造図面制作技術②

92.7%
令和3年度就職率

6月・9月・12月・3月開講

建物を作る・快適な住環境を作るためには幅広い知識や技術が必要です。住宅リフォーム技術科では、前半の３か月間は
座学で図面の読み方、描き方を学んだうえで、リフォーム計画や提案を行います。後半の３か月間は実習のなかで工具の
取扱い方や木造住宅の改修施工について学びます。図面の読み方から改修・施工まで幅広く学ぶことができるため、これ
までの修了生は様々な職種に就職されています。

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！ カリキュラム

関連職種の有効求人倍率

必要経費等

訓練受講により取得できる資格

携帯用丸のこ盤安全教育

足場の組立て等作業従事者特別教育

1.99約 倍

指導員からのメッセージ・修了生の声

住宅設計補助

CADオペレーター

新築・リフォーム営業

施工管理

内装工

主な就職先職種

(株)マイスタイルリフォーム（内装関係）

(株)なかやしき（CADオペ）

(株)大英工務店（大工・工務）

グリーンプラザ開発(株)（営業・施工管理）

主な就職先企業
指導員

修了生

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。

自分の価値観や考え方が良い方向に変わった！

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おり、大

部分が未経験者です。そのため、訓練は未

経験の方を想定し、展開していきます。「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？！

受講生の大部分が未経験者！

受講料
無料

入所後各自で準備するもの
作業服・安全靴・保護メガネなど

テキスト代
8,000円約

【②木造図面作成技術】
○ 新築・リフォームプランニング
○ CAD基本操作（Jｗ_cad）
○ 木造CAD図面作成

【⑥外壁施工/内装リフォーム施工】
○ 壁仕上げ（壁紙・漆喰等）
○ 外壁施工（モルタル壁・サイディング）
○ 和室から洋室への改修

【④構造部材の加工と建て方】
○ 解体工事及び工具の取扱い
○ 木材の継手・仕口加工
○ 建て方

【①住宅の基礎知識】
○ 建築一般知識
（各種名称、法律、構造、省エネ等）
○ 図面の理解+PC基本操作（Word,Excel）

【③プレゼンテーション技術】
○ プレゼン素材の作成
（3Dマイホームデザイナー）
○ プレゼン技法（PowerPoint）

【⑤内装下地と仕上げ】
○ 壁・天井・床下地施工
○ 床仕上げ（フローリング）
○ 天井仕上げ（目透かし天井・壁紙）
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建築システムCAD科
10月開講 建設業界で長く働くための第一歩に…！

住宅電気設備設計/BIM⑤

作図演習／積算・見積り業務／RC造の理解③

住宅の基礎知識① 木造図面作成技術②

RC造図面作成技術④

給排水設備設計/BIM⑥

82.6%
令和3年度就職率

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、図面や見積書を作成することも重要であ
り、作成するためには、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、身につけた知識と「B IM」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。

カリキュラム

関連職種の有効求人倍率

必要経費等

任意受験(有料)により取得できる資格

建築CAD検定（（一社）全国建築CAD連盟）

1.98約 倍

指導員からのメッセージ・修了生の声

CADオペレーター（設備図含む）

建築設計補助

見積り・積算

不動産営業

主な就職先職種

大英産業(株)(建築設計)

(株)ATOM建築設計室（CADオペレーター）

(株)エイジェック（施工管理）

主な就職先企業
指導員

修了生

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、未経験者でも理解でき

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！

未経験者でも理解できる！

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！

長く働ける人材を目指す！

受講料
無料

入所後各自で準備するもの
指定する筆記用具

テキスト代
8,000円約

【②木造図面作成技術】
○ 新築・リフォームプランニング
○ CAD基本操作（Jｗ_cad）
○ 木造CAD図面作成

【⑥給排水設備設計/BIM】
○ 給排水設備の一般知識
○ 給排水設備図面の理解と図面作成
○ BIMによる建築空間の作成

【④RC造図面作成技術】
○ CAD基本操作（AutoCAD）
○ RC造CAD図面作成

【①住宅の基礎知識】
○ 建築一般知識
（各種名称、法律、構造等）
○ 図面の理解+PC基本操（Word,Excel）

【③作図演習/積算・見積り/RC造の理解】
○ 木造図面作成演習
○ 積算・見積り技術
○ ＲＣ造の理解

【⑤住宅電気設備設計/BIM】
○ 住宅電気設備の一般知識
○ 電気設備図面の理解と図面作成
○ BIM基本操作
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給排水設備⑤

消防設備③

シーケンス制御基本① 電気配線②

ビルクリーニング④

空調設備保全⑥

88.1%
令和3年度就職率

ボイラー設備

4月・7月・10月・1月開講

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。建物の電気・空調・給排水等の設備が不調にならない
ように未然に防ぐ（予防保全）、治療をする（保守・修繕）、場合により他の専門家にみてもらう（修理委託）等を行います。
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技術や知識を基礎から学びます。

ビル設備サービス科
設備管理のスペシャリスト！ カリキュラム

関連職種の有効求人倍率

必要経費等

消防設備士
（乙種第１類、第４類）（（一財）消防試験研究センター）

二級ボイラー技士
（（公財）安全衛生技術試験協会）

危険物取扱者
（乙種第４類）（（一財）消防試験研究センター）

第二種電気工事士
（（一財）電気技術者試験センター）

第三種冷凍機械責任者（高圧ガス保安協会）

任意受験(有料)により取得できる資格

2.56約 倍

指導員からのメッセージ・修了生の声

ビル設備管理

施設警備

設備工事（空調・電気・給排水）

主な就職先職種

九州メンテナンス(株)

(株)朝日ビルメンテナンス

(株)九州ダイケン

(株)ANAスカイビルサービス

東京美装興業(株)

主な就職先企業

修了生

指導員

設備管理の仕事は普段目立たない業務ですが、

建物の利用者が安心・安全・快適に過ごすため

に欠かせない仕事であり、景気に左右されず安

定した仕事です。ポリテクセンターにある、実際

の設備機器に触れることで、専門書だけではわ

からないこともイメージし易くなると思います。

建築設備のスペシャリストに！

講師は勿論の事、一緒に受講している仲間や、就

職支援室の担当者等、様々な方に助けてもらい

ました。就職も決まり満足しています。訓練の他、

就職の相談、履歴書・職務経歴書の添削、面接

の練習もしていただきました。感謝しかありませ

ん。ありがとうございました。

まさに至れり尽くせりでした！

受講料
無料

入所後各自で準備するもの
作業服・皮手袋・作業帽11,000円約

テキスト代

【②電気配線工事】
○ 電気回路基本
○ 配線図
○ 関係法規

【⑥空調設備保全作業】
○ 冷凍法
○ 空調概論
○ 空冷式エアコン

【④ビルクリーニング】
○ ビルクリーニング概論
○ 情報活用
○ 建築設備CAD

【①シーケンス制御基本】
○ 電動機制御
○ 給排水
○ 受変電設備

【③消防設備】
○ 第四類自動火災報知設備構造、法令
○ 第一類スプリンクラー設備

【⑤給排水衛生】
○ 上下水道と公衆衛生
○ 給排水衛生設備
○ 環境衛生管理
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シーケンス実習⑤

空調・消防実習③

電気工事実習I① 電気工事実習II②

PLC実習⑥

パソコン・CAD実習④

87.9%
令和3年度就職率

6月・9月・12月・3月開講

電気設備の工事やメンテナンスなど電気を取扱う職種に就職するためには経験や資格が必要です。電気設備技術科では
電気に関する工事・配線・制御そして消防設備などの知識や技術を座学だけではなく、実習を通して基礎から身につける
ことができます。訓練を通して基礎から電気を学び、電気関係の仕事への就職を目指します！

電気設備技術科
電気がつなげる、あなたと就職！ カリキュラム

関連職種の有効求人倍率

必要経費等

訓練受講により取得できる資格

低圧電気取扱業務に係る特別教育

第二種電気工事士
（（一財）電気技術者試験センター）

消防設備士
（乙種第４類）（（一財）消防試験研究センター）

任意受験(有料)により取得できる資格

2.49約 倍

指導員からのメッセージ・修了生の声

電気工事

消防設備工事

制御盤製造

主な就職先職種

若戸電設(株)

(株)サンシステム

九昭電設工業(株)

主な就職先企業

指導員

修了生

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

導して頂いたおかげで、無事に訓練を修了するこ

とができました。

丁寧な指導で安心しました！

電気は目に見えず危ない、怖いと思われています

が、誰にとっても身近なものです。また、電気の

理論から実技までを独学で学ぶことは難しいで

すが、当科では座学と実習を通して基礎から学

ぶことができるので、経験や資格がなくても就職

した修了生が数多くいます。未経験者でも大歓

迎です！新しい一歩を一緒に踏み出しましょう！

未経験者でも大歓迎です！

受講料
無料

入所後各自で準備するもの
作業服・安全靴・手袋・帽子など

テキスト代
8,000円約

【②電気工事実習Ⅱ】
○ 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

【⑥PLC実習】
○ 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）

【④パソコン・CAD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）

【①電気工事実習Ⅰ】
○ 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

【③空調・消防実習】
○ 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

【⑤シーケンス実習】
○ リレーとタイマ回路
○ 電動機制御
○ 電気保全
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Linuxサーバ構築③

Webプログラミング⑤

Javaプログラミング①

タブレット端末プログラミング⑥

ネットワーク構築②

クラウドサービス活用④

デジタル化時代を支えるICT人材に！
旧科名：スマート生産サポート科

86.7%
令和4年度就職率速報

7月・8月・1月・2月開講

現在、あらゆる分野・業界でデジタル化が進んでおり、それを支えているのがICTエンジニアです。ICTエンジニアの職業
に対するニーズは今後より一層増えていくことが予想されており、将来性が大いに期待できます。ICTエンジニアは大きく
分けて「プログラマ」と「インフラエンジニア」の２種類の職種があり、それぞれ求められる技術が違います。ICTエンジニ
ア科では、その両方の技術を学べるので就職の可能性を広げることができます。

ICTエンジニア科
カリキュラム

関連職種の有効求人倍率

必要経費等

基本情報技術者試験

ITパスポート試験

AWSクラウドプラクティショナー

Oracle Java Silver SE 11

CCNA

LinuC/LPIC

任意受験(有料)により取得できる資格

1.66約 倍

指導員からのメッセージ・修了生の声

指導員

プログラマ・システムエンジニア

インフラエンジニア（ネットワークエンジニア）

サポートデスク・ヘルプデスク

技術営業

主な就職先職種

(株)テクノプロ テクノプロ・デザイン社

(株)日本テクノス

キャル(株)

主な就職先企業

エンジニアに興味があるけど何から始めていいか
わからない…受講前はそんな悩みがありました
が、入所してすぐのオリエンテーションで、取得す
ると有利な資格や、就職活動の進め方などを教え
てもらえたので、計画を立てて目標に向かって進
んでいくことができました。幅広い技術を勉強し
て自分の興味がある分野を見つけることができた
ので、就職活動の方向性も決めやすかったです。

一歩踏み出すきっかけに！

プログラミングを独学で勉強して挫折した経験
はありませんか？ICTエンジニア科では体系的に
学べることはもちろん、同じ志をもった受講生同
士で教え合いながらスキルアップできます。さら
に独学で習得することが難しいネットワーク技
術も、実際の機器を使った実習を通して分かり
やすく学ぶことができます。未経験の方が学び
始める最適な環境を用意してお待ちしています。

未経験の方にも最適な環境です！

受講料
無料

入所後各自で準備するもの
特になし

テキスト代
20,000円約

【②ネットワーク構築】
○ 基数表現、IPアドレス
○ 標準化プロトコル、TCP/IP
○ LAN構築実習

【⑥タブレット端末プログラミング】
○ 画面レイアウト、画面遷移
○ イベント処理
○ デバイス制御

【④クラウドサービス活用】
○ 冗長化設計
○ クラウドストレージ構築
○ Webサイト公開

【①Javaプログラミング】
○ 基本構文、制御構文
○ オブジェクト指向プログラミング
○ 例外処理

【③Linuxサーバ構築】
○ Linux基本操作
○ 各種サーバ構築（Web、DNS、メール）
○ データベース操作言語（SQL）

【⑤Webプログラミング】
○ HTML/CSS技法
○ サーバサイドプログラミング
○ データベース連携

修了生
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敷嶋指導員
担当：住宅分野  勤務歴：22年
ひとこと：挑戦なくして前進なし

山口指導員
担当：機械分野  勤務歴：29年
ひとこと：一緒に頑張りましょう

守安 指導員
担当：電気分野  勤務歴：6年
ひとこと：日々チャレンジ

指導員対談
機械×住宅×電気

ポリテクセンター福岡を知り尽くした指導員が本音で語る、訓練内容や魅力とは？

ポリテクセンターの訓練の魅力
山口：一番の魅力は経験したことのない新しい分野にでもチャレンジでき
ることですね。カリキュラムは基礎から学べるように計画しています。一人
で新しい分野について学ぶことは大変でが、ポリテクセンターに通えば指
導員に聞くことで解決できます。６か月間訓練をしっかり受講すれば、知
識と技能を習得することができます。

敷嶋：ポリテクセンターには技術を習得することに集中できる時間、環境、
設備が整っていることが魅力だと私は思います。理論、法令など知識の習得
は座学、技能習得は実習によって効果的に学ぶことができるので、未経験の
方でも知識・技能を習得することができるのです。周りの受講生とも相談し
ながら高め合うことができますし、我々指導員がしっかりとサポートします。

守安：そのとおりですね。新しい分野にチャレンジして、技術を習得するこ
とができる。それがポリテクセンターの訓練の魅力であり、それにより自
分の今後の選択肢を広げることができるということも魅力の一つだと思
います。営業、事務などの仕事をされていた方がこれまで選択肢に入らな
かった分野の仕事にも目を向けることができる。自分の希望に合った条件
の仕事が見つかりやすくなるのではないでしょうか。

訓練を担当するうえで大切にしていること
山口：ほとんどの方が未経験者ですから、専門用語を使いすぎたりして難
しい印象を与えないように心がけています。ただ、専門用語などは仕事をす
る上で必ず覚えてもらう必要がありますから、身の回りにあるものを例に挙
げて説明し、少しずつ専門分野に馴染んでもらうことを大切にしています。

守安：私は基礎をしっかりと理解してもらうことを大切にしています。基礎
という土台がしっかりすると実践的な知識や技能を吸収しやすいですか
ら、大事なことは繰り返し説明します。

敷嶋：私の場合は、クラスの雰囲気に合わせて訓練を進めていくことを大
切にしています。集合形式では全体のレベルに合わせ、それぞれの受講生
の習得状況を把握しながら、質問にはできる限り個人のレベルに合わせ
丁寧に対応します。また、就職活動の支援もこちらの考えを押し付けるこ
となく、受講生に寄り添ったアドバイスをすることを大切にしています。

同じ目的を持った受講生たち
敷嶋：どの訓練科でも共通しますが、在籍している受講生は年齢、性別、
職歴など様々です。中学などの学校とは違った雰囲気ですが、受講生同士
は和気あいあい楽しんで訓練を受講しています。

守安：知識や技能を身に付けてそれを活かして就職するという同じ目的を
持った方が集まっていますし、電気設備技術科の場合は電気工事士の資
格試験を受験される方が多いので、皆さんすごく熱心に受講されています。

山口：そうですね。受講生同士高め合い、刺激し合いながら良い関係を構
築している方が多い印象です。訓練開始前や放課後に数人集まって訓練
の復習や資格試験の勉強をされている方もいます。一人では心細くても、
仲間が周りにいることで、心強く感じるようです。

受講を検討している方へメッセージ
敷嶋：お話ししたとおり、受講生は年齢、性別、職歴など様々です。新しい
分野にチャレンジして知識・技能を習得し、就職した修了生はこれまでた
くさんいらっしゃいます。みなさんもポリテクセンターで新しいチャレンジ
をしませんか。

守安：ポリテクセンターには実際の現場で使用する機材が揃っていますの
で、現場に近い環境で訓練を受講することができます。一度施設見学会に
お越しください。実習場や訓練の様子を見学していただけます。パンフレッ
トだけでは伝えきれないことをお話しさせてもらいます。お待ちしています。

山口：求職活動は、求人検索、応募、面接という流れがありますが、そこに
「職業訓練の受講」を加えてみてはいかがでしょうか。選択肢が広がりま
すし、応募や面接の際には、指導員と就職支援アドバイザーが強力にバッ
クアップします。新しい分野にチャレンジしたい方は是非で訓練を受講し
てほしいと思います。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。

ポリテクセンター福岡を知り尽くした指導員が本音で語る、訓練内容や魅力とは？
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現 場 で 活 躍 す る 修 了 生 ・ 就 職 先 企 業 か ら の 声

就職企業先での活躍・採用者の声

企業実習付訓練の修了生 Bさんの場合

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。

Bさん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。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。今後も継続が望まれます。

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。

就職企業先での活躍・採用者の声

修了生の業務 採用者の声（代表取締役社長） 熱産ヒート株式会社

一般訓練の修了生 Aさんの場合

3次元CADやCAMを使った木型のモ
デル設計を担当しています。学ぼうとす
る姿勢が強く、メモをしっかり取って
いるので、OJTもやりやすいです。ゆく
ゆくは、方案作成・3Dモデリング全般
を担当してもらいたいと思っています。

修了生の業務

Aさんの第一印象は、はっきり覚えていま
す。木型という特殊でなかなか認知度が
低い職種にも関わらず、これから自分が
携わるであろう現場について、積極的に
興味を持ち、たくさん質問してくれまし
た。その熱意が好印象でした。入社１か月
目に参加した、ものづくりフェアでも、
しっかりとしたお客様対応ができていて、
頼もしい仲間が増えたと感じています。

採用者の声（代表取締役社長）

村田木型の強みは、鋳造用の木型製作
を軸に、図面や木型の無い、現品から
3Dデータを作成するリバースエンジニ
アリングにも対応でき、3Dプリンタを
使用した試作段階での形状確認等、柔
軟で専門的な提案ができることです。 
さらに、イラスト等からの3Ｄデータ化
や立体造形が可能。量産向けに木型や
金型の切削造形も可能です。

株式会社村田木型製作所 

CADものづくりサポート科（6か月訓練）

前職：小売業

現在：株式会社村田木型製作所

機械CAD技術科（6か月訓練）

前職：電気回路設計

現在：熱産ヒート株式会社  技術開発部

企業実習先に就職が決まりました！
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。

ポリテクセンター福岡で自分の可能性を広げることができました！
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
思いポリテクの機械CAD技術科、その中でも企業実習付き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。

技術士の資格取得を目指しています！
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。

毎回違う木型を考えるのでやりがいがあります。
現在仕事では、主にCAMを使った切削工程検討と、CADを使った木型形状の作成を行っています。最終的な
製品図から鋳物製品が出来るように木型の形状・方案を考えなければならないので、大変なことが多いです
が、難しい図面を任されたり、出来上がった木型や鋳物製品を見ると嬉しくなってきます。毎日いろんな発見
があり、仕事が楽しいです。早くもっといろんなことができるようになりたいです。

早期修了で今の職場で働いています。就職のサポートも充実しています！
最初は同じ訓練を受講している他の人あての指名求人だったんですが、運命の巡り合わせというべきか、私が
面接を受けに行くことになったんです。実際に職場を見学させていただき、「あっ、私ここで働きたい」と強く思
い、修了日より少し早く就職したんです。それまでほとんど訓練を休んでいなかったので、早期修了という制度
があって、修了証もちゃんともらいました。ポリテクは、訓練だけでなく、就職のサポートも充実しているので本
当に良かったです。

受講料無料で学べるポリテクセンター福岡は、魅力的です！
社会人を経験してから、また学べる機会を得られたことに本当に感謝しています。だから、ポリテクに通ってい
た時は、一つも聞き逃がしたくないという思いで、聞いてました（笑）。わからないところは、専門のスキルを持っ
た先生がわかりやすく教えてくださるので、とてもいい時間を過ごすことができました。

Aさんの声 Bさんの声
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※ 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)
※ 入所願書は各ハローワークにあります。 ※ 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。

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。

STEP 2／受講申込み

訓練受講までの流れ

最寄りのハローワークの相談窓口で職業訓練の受講についてご相談ください。

STEP 1／ハローワークでの職業相談

入所式、安全教育、各訓練科オリエンテーション等を行いますので、必ず出席してください。

STEP 5／受講開始

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。

※ 選考日は、なるべく公共交通機関をご利用ください。 ※ 鉛筆・消しゴム・ボールペン等をご持参ください。
※ 開始時間が管轄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。

※募集定員に満たない場合であっても、選考結果によっては受講できない場合があります。

筆記試験問題の参考例

筆記試験と面接を行います。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。
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。

※「面接」は状況によりお待ちいただく時間が長くなる場合があります。

八幡、若松、戸畑のハローワーク管轄の方 開始 9:30

その他のハローワーク管轄の方 13:00開始

STEP 3／入所選考

https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/

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。

※ 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。

STEP 4／結果の通知

募集スケジュール

【注意事項】
6月・12月開講コース及び8月・2月開講のICTエンジニア科の定員につきましては、

導入講習の入所者数によって、変更することがあります。

訓練科名 選考日 合格発表開講月 入所日 修了日募集期間定員

令和5年
4月 2/1㈬～3/9㈭ 3/16㈭ 3/23㈭ 4/5㈬ 9/27㈬

CAD／CAM科

ビル設備サービス科

15

24

4/3㈪～5/12㈮ 5/19㈮ 5/25㈭ 6/6㈫ 11/24㈮

8/1㈫ 1/30㈫

機械加工技術科

機械加工技術科（企業実習付）

10

5

住宅リフォーム技術科

電気設備技術科

20

21

5月

6月

10/2㈪～11/8㈬ 11/14㈫ 11/21㈫ 12/1㈮ 5/30㈭

機械加工技術科

機械加工技術科（企業実習付）

10

5

住宅リフォーム技術科

電気設備技術科

20

21

12月

12/1㈮～1/10㈬ 1/16㈫ 1/23㈫ 2/1㈭ 7/29㈪

金属加工技術科

機械CAD技術科

10

20

機械CAD技術科（企業実習付）

ICTエンジニア科

5

10

2月

5/8㈪～6/9㈮ 6/16㈮ 6/22㈭
7/4㈫ 12/22㈮

9/1㈮ 2/28㈬

7/4㈫ 1/30㈫

CAD／CAM科

ビル設備サービス科

15

24

ICTエンジニア科（導入講習付） 10

7月

11/1㈬～12/7㈭ 12/14㈭ 12/20㈬
1/5㈮ 6/28㈮

1/5㈮ 7/29㈪

ビル設備サービス科

ビル設備サービス科（企業実習付）

20

CAD／CAM科 15

4

ICTエンジニア科（導入講習付） 10

7/3㈪～8/4㈮ 8/17㈭ 8/23㈬

CADものづくりサポート科

住宅リフォーム技術科

25

20

電気設備技術科 21

9月

3/1㈮ 8/28㈬1/4㈭～2/8㈭ 2/15㈭ 2/20㈫

CADものづくりサポート科

住宅リフォーム技術科

25

20

電気設備技術科 21

3月

6/1㈭～7/7㈮ 7/14㈮ 7/21㈮

金属加工技術科

機械CAD技術科

10

25

ICTエンジニア科 10

8月

10/3㈫ 3/29㈮8/1㈫～9/7㈭ 9/14㈭ 9/21㈭

CAD／CAM科

ビル設備サービス科

15

24

建築システムCAD科 25

10月

3/1㈬～4/7㈮ 4/14㈮ 4/20㈭

5/9㈫ 10/25㈬

5/9㈫ 11/24㈮

金属加工技術科

電気設備技術科（導入講習付）
住宅リフォーム技術科（導入講習付）
機械加工技術科（企業実習付・導入講習付）

10

10

11月 9/1㈮～10/11㈬ 10/17㈫ 10/23㈪

11/1㈬ 4/26㈮

11/1㈬ 5/30㈭

金属加工技術科

電気設備技術科（導入講習付）
住宅リフォーム技術科（導入講習付）
機械加工技術科（企業実習付・導入講習付）

10

10

令和6年
1月

施設見学会にて、実際の訓練風景や施設設備などをご覧いただけます。ぜひご参加ください。（詳細はP.38）
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施設見学会の様子

見学会のスケジュール

開催日時にご都合が合わない方や、募集締め切り日までに
施設見学会の開催予定がないなどの方のために、個別の見
学を随時受け付けております。まずは、以下の連絡先にお電
話ください。日程を調整させていただき、個別に訓練を見学
していただけます。

個別の見学も大歓迎！

見学会の日程表

2023 （R5）

2024 （R6）

1月

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月 2月8日(水)、2月22日(水)

1月10日(水)、1月24日(水)

12月6日(水)、12月20日(水)

11月8日(水)、11月22日(水)

10月11日(水)、10月25日(水)

9月13日(水)、9月27日(水)

8月9日(水)、8月23日(水)

7月12日(水)、7月26日(水)

6月14日(水)、6月28日(水)

5月10日(水)、5月24日(水)

4月12日(水)、4月26日(水)

3月8日(水)、3月22日(水)

参加者の声

受付 13：00～13：30

施設概要・就職支援の説明（約20分）

募集訓練科説明（約40分）

訓練体験会

施設見学会
予約不要！施設見学会！

ポリテクセンター福岡で実施している公共職業訓練を見学してみませんか？
施設見学会では、担当指導員による詳しい訓練の説明と、実際の訓練の様子を見学することが
できます。ぜひご参加ください。なお、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。

訓練見学1回目（約25分）

訓練見学2回目（約25分）

最新情報はホームページをチェック

パンフレットで見ていたことをもっと詳しく感じるこ
とができました。担当の先生方の説明もとても丁寧で
分かりやすかったです。こちらが不安に思うことなど
を聞いてくださって「見学に来てよかった。絶対ポリ
テクセンター福岡で勉強して次の就職につなげた
い！！」と思いました。求人もハローワークで見たこと
のないものもあり、とても参考になりました。

初めての見学会の参加だったのですが、自分の希望し

ている学科以外の説明も聞くことができました。説明

を聞いてみると、希望している学科と少し迷ってしま

うくらい良かったです。次回もう一度参加してみたい

と思います。

離職者訓練に関する「よくあるご質問」はコチラ
ポリテクセンター福岡のホームページにおいて、よくあるご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。

見学した学科 見学した学科

お問い合せ先 ▶ TEL.093-641-6909  FAX.093-631-6516

八幡ハローワーク管轄地域より
（R4.7.27の参加）

福岡南ハローワーク管轄地域より
（R4.7.27の参加）

CADものづくりサポート科
住宅リフォーム技術科

ビル設備サービス科
電気設備技術科

予約必要！訓練体験会！

訓練体験会で、訓練を実際に体験してみませんか？
訓練内容について詳しく知ることができ、自分に合った訓練内容かどうかを
見極めることができます。ぜひお気軽にご参加ください。

体験会の日程表やスケジュール

ポリテクセンター福岡WEBサイト

日程・体験内容・スケジュールについては決定次第、ホームページにてお知
らせいたしますので、下のQRコードからご覧ください。応募状況によって
は開催を中止させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
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