
ホリテクセンター群馬
コースガイド

初心者対象

受講料無料

CAD/NC技術科
マシニングCAD科

CADものづくりサポート科
電工テクノサポート科

電気設計技術科
スマート制御システム科
デジタルエンジニア科

直近３年
平均就職率

87.4％
ホリテクセンターとは
国が実施する就職のための公共職業訓練施設。
信頼と実績で踏み出すあなたをしっかりサポート。

POLYTECHNIC　CENTER　GUNMA

　　COURSE　GUIDE　2022



高い就職率 受講料
無 料
受講料
無 料

充実した
就職支援直近３年

平均就職率

※テキスト代等は
自己負担

書類の添削指導や
面接指導・

企業説明会など87.4％

ポリテクセンター群馬の訓練

「ポリテクセンターに入って
よかったことは何ですか？」と聞くと…

受講者の声 「入ってよかった… その理由は」

　ポリテクセンター群馬では、「ものづくり」関連への就職をめざす方を対象とした公共職業訓練を
行っています。
　６ヶ月または７ヶ月の期間の中で、仕事に必要な技能と知識を身につけながら就職活動を進めていき、
就職をめざします。

　就職活動は孤独で、なかなか落ち着ける場所がありません。「心配ごとや悩みごとを親身に聞いて
くれる人」「アドバイスをしてくれる人」が少ないのが現実ではないでしょうか？

仲間が増え、いろいろな考え方があることを知った。
孤独にならなかったので、前向きに一歩を踏み出す
「勇気」がでた。
だから、面接を突破できたと思う。

　このように答える人がとても多いのです。
　背景には訓練を通じて規則正しい生活をして就活に専念できたことや人生をしっかり考えられた
こともあります。「不安」という単語ばかりが際立つ現在ですが、不安定な時期だからこそ「前向きな
気持ち」が求められます。
　ポリテクセンターのよいところは、訓練を通じて「居場所」ができることです。そして「居場所」がで
きることにより、心が元気になる、と私たち職員一同は考えます。　

　ポリテクセンターにはこれからの働き方について、様々な悩みを持った方々が通っています。将来
にあまり自信を持てないまま働いてきたので、長く安定的に働くために必要な資格やスキル、そのため
に考える時間が欲しい。そのきっかけになり得る場所がポリテクセンターです。
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P14

P8  … 橋渡し訓練

P19 … 受講者募集のご案内（月別スケジュール）

P18 … 施設見学会・入所案内

P15

P13P12

P11

P9 P10

訓練コース（7コース）

女性向けコース

企業実習付コース

企業実習付コース

５・11・2月開講

4・8・10・2月開講

9・3月開講 5・11月開講

7・1月開講

　7・9・3月開講

機械系

電気・電子系

製造業などのものづくり分野における
サポートスタッフとしての就職を目指します。

電気工事や電気設備の技能者としての
就職を目指します。

生産設備とICT技術を連携させるシステムの構築や
保守の技能者としての就職を目指します。

各種製造現場などでのエンジニアとしての
就職を目指します。

電子情報分野の技術者としての
就職を目指します。

各種部品製造業などにおけるCAD製図、NCプログラ
ミングや工作機械の技能者としての就職を目指します。

各種部品製造業などにおけるマシニングセンタや
CADの技能者としての就職を目指します。

CADものづくり
サポート科

電工テクノ
サポート科

スマート制御
システム科

デジタル
エンジニア科

電気設計
技術科

7・1月開講

※概ね55歳未満

※概ね55歳未満

マシニング
CAD科

CAD/NC
技術科
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●ジョブカードの作成を通じたキャリアコン
サルティング
●ポリテクセンターで行う就職活動支援の
説明
●求人票の掲示
　（ポリテクセンターでは毎日ハローワーク
インターネットサービスから最新の求人票
を出力し、掲示をしています。）
●履歴書・職務経歴書・送付状・礼状の準備
サポート
　添削指導及び面接指導
●キャリアプランの個人別コンサルティング

●活動状況の確認（個別に面談）
●各科指導員及び就職支援アドバイザーに
よる各種就職支援
●履歴書・職務経歴書・送付状・礼状の作成
添削指導及び面接指導

●求人等の情報提供（電話連絡等）
●応募に関わる相談援助
●履歴書・職務経歴書・送付状・礼状の作成支援
　添削指導及び面接指導

●人材情報誌（※1）を作成し企業等へ配付
●各科指導員及び就職支援アドバイザーに
よる活動状況の把握
●実際の応募企業向けの履歴書・職務経歴
書・送付状・礼状の添削指導及び面接指導
●模擬面接の実施（求人票を基に履歴書、職
務経歴書のベースを作成して実施）
●企業説明会の実施
　（企業により会社概要、求人内容について
の説明会を随時行います。）

（※1）受講者の希望職種等をまとめ、群馬県内及び近郊

の企業に送付及びホームページに掲載し、企業からのリ

クエストに応じ早期就職へと繋げます。

就職活動の支援

入所 ４～６ヶ月目

就職決定
（訓練期間中）

就職決定
（訓練修了後）

修了

未就職者に対する
修了後フォロー

３ヶ月目

就職活動準備（キャリアコンサルティング）

就職活動

訓練に集中し技能・知識を身につける

引きつづき訓練に集中し技能・知識を身につける

修了後の就職支援（3～6ヶ月間）

1 3

5

6

7

4

2

受講者の皆さんに就職活動を円滑に進めていただくために、

就職支援アドバイザーを配置し、就職の支援を行っています。

受講者の方々に能力開発加えて
就職に関する様々な支援を行っています。

※今後、諸般の事情により変更等もあり得ます。
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修了者が活躍してます！

修了者を採用した

事業主の声

株式会社　内村電気

代表取締役　社長

内村　貴康 様

　株式会社内村電気は、安心・安全はもちろんのこと、皆様から

必要とされる会社を目指し日々努力しています。事業内容としま

しては、商業施設・諸官庁施設・畜産農業施設・テナントビル・工

場など大型施設の工事から皆様のご家庭の工事まで多方面に

亘っています。これまでの50年の経験と大勢の資格保有者や協

力会社にて、弱電設備・空調設備・受変電設備に至るまで対応さ

せていただいています。経営方針は、「仕事は楽しく、時に厳し

く、電気は生活の原点」です。各自の自由な発想と自主性を重ん

じ、生活のすべてに必要な電気に携わり、社会貢献をして社会に

必要とされる企業を目指しています。

　これまでポリテクセンター群馬からの修了者を採用していま

すが、みなさん真面目に仕事に取り組んでもらっています。他の

業種から転職された方でも、一から丁寧に仕事を伝えていきた

いと思いますし、また、ポリテクセンター出身者は、これからも採

用していきたいと考えています。これからもぜひ応募していただ

きたいと考えています。

有限会社　高柳エンジニアリング

代表取締役

高柳　直弥 様

　私たちは、ものづくりのプロフェッショナルとして日々研鑽し、

世の中に新しい価値を創造し、人々の生活の向上に貢献するた

め日々きめ細やかな作業、顧客対応をしております。

　私たちの業務は治工具や専用自動機の設計製作と小ロット、

多品種の単品部品の製作になります。日々の業務の中で、ものづ

くりに関してどのように取り組むか、どのような工程で、ものを

作って行くかを全社員で検討しております。昨年の12月に最新

の機械設備とともに、新工場へ完全移転をおこないました。そん

な折に、ご縁あってポリテクセンター群馬より受講者をご紹介し

て頂きました。新しい社員と共に再出発できたことに大変感謝し

ております。

　現在は、フライス盤、マシニング作業者として2年目を迎え大

変活躍しております。ものづくりは、2，3年で習得できるもので

はありません。失敗を恐れず、くじけず、日々挑戦し、エンジニア

として成長することに期待しております。
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訓練コースの特徴

企業実習付コースとは

　当センターは、機械系と電気・電子系の訓練コースを実施しています。求職者の皆様方が訓練コースの

選定を行う際の参考としていただくため、訓練内容を以下に示します。

機械系のコース

コース名 CAD/NC
技術科 マシニング

CAD科
CADものづくり

サポート科

訓練期間

６ヶ月

企業実習付コース 女性向けコース

P9 P10 P11

機械製図による図面作成

パソコンCAD（2D・3D）

普通旋盤・NC旋盤

手仕上げ作業

マシニングセンタ作業

企業実習が経験でき、就職のチャンスも広がります！

（写真は訓練イメージです）

※希望する実習先企業で実習ができない場合があります。
　また、やむを得ない事情等により企業実習が経験できない場合があります。予めご了承ください。

企業実習 生産管理

CAM作業

フライス盤･マシニングセンタ

品質管理・生産管理

標準作業手順書作成

企業実習付コースとは、施設内での訓練と、企業実習を組み合わせた訓練です。対象は概ね55歳未満の
方です。企業実習が経験できるので、実際の現場の雰囲気を知ることや、より実践的な技術を身につける
ことができます。実習先企業は、受講者の要望を踏まえ個別に選定するので、多くの方が実習先企業に就
職されています。
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P12 P13 P14 P15

電気・電子系のコース

電気工事基本・応用 企業実習 スマート制御システム構築 自走ロボット製作

パソコンCAD基本

制御盤製作

高圧受電設備 PLC制御応用 はんだ付け作業

リレーシーケンス制御

Java／Androidアプリ C言語

基板設計

PLC制御基本 マイコン制御基本

アナログ・デジタル
回路設計ネットワーク構築基本

　ただし、以下のイメージ図において、同じ訓練内容でも訓練コースによって訓練時間が異なる場合が

ありますので、あらかじめご了承ください。

電工テクノ
サポート科

スマート制御
システム科

デジタル
エンジニア科電気設計

技術科

企業実習付コース

対象科 マシニングCAD科、電気設計技術科

4ヶ月

施設内訓練

１ヶ月
施設内訓練

※企業実習の
フォローアップ

１ヶ月

企業実習
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自己理解により自らの弱点を克服して就活力をアップする。

橋渡し訓練のカリキュラム内容

橋渡し訓練を受講しての感想

科　目 科 目 の 内 容

対象科
マシニングCAD科  電気設計技術科（橋渡し訓練6月・12月開講、本訓練７月・１月開講※企業実習付コース）

CAD／NC技術科  スマート制御システム科（橋渡し訓練8月・2月開講、本訓練９月・３月開講）

6ヶ月
本訓練

1ヶ月
橋渡し訓練

橋渡し訓練付
コースの場合

（7ヶ月）

本訓練のみの場合
（6ヶ月）

※テキスト代約2,000円

※各科目のカリキュラムには個人及びグループでの発表も含みます。

※カリキュラム内容は変更になる場合があります。

●アイスブレイク　　　　　　　　　  ●これまでの振り返り

●就職活動の進め方　　　　　　　　●受講動機、能力を伸ばす方向性の明確化

●コミュニケーションの基本　　　　　●ビジネスマナー

●企業が求める人材　　　　　　　　 ●チームビルディング

●自分の強み、弱みの表現　　　　　 ●アサーション（自己表現）

●自己アピール　　　　　　　　　　 ●会社内のコミュニケーション

●自分の職業適性　　　　　　　　　●興味のある仕事の検索

●仕事に必要な能力　　　　　　　　●会社が求める人材

●コンピューターの基礎知識　　　　 ●パソコン活用実習

●実習内容・実習で得たこと等の発表　●意見交換

就職のための能力開発導入

チームで働く力

考え行動する力

仕事を見つける力

I Tリテラシー

企業実習報告会
※企業実習付コースのみ

●受講前は正直、「橋渡し訓練」は必

要ないと思っていたけど、あらため

て自分のことを考える機会になり

良かった。

●年齢も、経験した仕事も様々で、い

ろいろなことを話せてよかった。職

場ではできない関係をつくること

ができて貴重だと思った。

●ここに来るまでいろいろあり、離職

期間が長いけど、だんだんと自分の

ペースを取り戻し、頑張りたいと

思った。

●「橋渡し訓練」を受講する前は、自分

自身にすごく自信があったが、ディス

カッションをする中で、自分よりも上

の人がいることに気付いた。

●「橋渡し訓練」と聞いて、最初は、表

面的なことしか学べないと思ってい

たが、実際は本質的な内容を学ぶこ

とができて良かった。

●今までできていると思っていたこと

も、本当はできていなかったんだと

気づくことができた。

●訓練内容が充実していた。ポリテク

センターに来て良かった。

●本訓練につながる内容の訓練もあ

り、ものづくり（製造業）は思ったよ

り自分に向いているかもしれない

と感じた。

●今までの経験がどこまで通用する

かが分からなかったので「橋渡し

訓練」を受講したが、自分を見つめ

直す大きな転換期となった。

●人と接してコミュニケーションをと

ることがこんなに気持ちいいことと

は思わなかった。

橋渡し訓練（就職能力向上講習）付コース

橋渡し訓練付コースとは、グループワーク・発表等の演習を通じて、就職に必要なコミュニケーションスキル等

の向上を目的とした、通常の6ヶ月間の訓練の前に1ヶ月間行う訓練です。就職を目指す方であれば、どなたで

も役に立つ訓練内容です。本訓練に進むための基礎知識も習得できます。
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直近３年

平均就職率

86%

入所月

CAD/NC技術科
令和元年９月生
田村さん（男性）
職種：機械加工

定員 テキスト代

7・9・3月
開講 各30名 約8,000円

主な就職職種
◆機械加工技術者
◆CADオペレータ
◆機械設計補助
◆NC旋盤オペレータ
◆マシニングセンタオペレータ

◆CAD利用技術者試験
任意に取得できる資格

機械製図の知識を習得し、それを
もとに２次元CADによる図面作
成及び３次元CAD によるモデリ
ング技法等を習得します。
また汎用工作機械による加工技
能を習得し、NC工作機械のプロ
グラミング、段取り、加工までの
一連の機械操作と安全衛生作業
も習得します。

機械製図
JIS規格に基づいた機械
製図技術の習得。製図規
格、各種投影法、寸法記入
法、表面性状、幾何公差に
ついて理解し、製図板を
使用した図面作成技術を
習得します。

2次元CAD作業
機械設計・製図に必要な
２次元CADを使用した
図面作成に関する技能を
習得し、部品図、組立図の
製図法を習得します。
※CADは機械図面をパソコン
で作成するツールのことです。

3次元CAD作業
3次元CADを使用した機
械 部 品 の モデリング技
術、組 立情 報（アセンブ
リ）の作成、２次元図面へ
の展開法に関する技能を
習得します。

測定、手仕上げ
および普通旋盤作業
ノギス、マイクロメータを
用いた精密測定作業、ヤ
スリがけ、ボール盤など
の手仕上げ作業及び普通
旋盤による加工技術を習
得します。

フライス盤および
NC旋盤作業

フライス盤による加工技
術、NC旋盤のプログラミ
ング技術及び加工方法を
習得します。
※NC旋盤はプログラムによる
コンピュータ制御で旋盤加工を
行う工作機械です。

マシニングセンタ作業
マシニングセンタのプロ
グラミング技術や加工順
序、各種切削加工の知識
及び加工技術を習得します。
※マシニングセンタはコンピュー
タ制御で機械加工を行う工作機
械です。

1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

4ヶ月目

5ヶ月目

6ヶ月目

受講者の声

　私は前職、病院で作業療法士をしておりました。しかし、30歳を間近に自分のキャリアを見
つめなおしたところ、子供のころから興味のあったものづくりに携わりたいと考えるようにな
りました。そこで、ものづくりの技術を学ぶことのできる『CAD/NC技術科』を受講しました。
　訓練では機械の図面の見方、描き方から測定、加工までを学ぶことができました。これに
より、ものづくりの設計から完成までの一連の流れを知ることができ、また自分自身がも
のづくりの業界に適性があるかどうかの再確認をすることもできました。この経験から、面
接でものづくり分野に関する質問をされた際には、自信をもって話すことができました。
　現在は、ワイヤ放電加工機を使用した仕事をしております。業務では、図面から工程
を考えCAD/CAMソフトを用いて加工データを作成し、実機を使い製品を製作すると
ころまでを担当しております。ここでも、センターで学んだ基礎知識が役立ちスムーズ
に業務に入ることができました。
訓練を通して知識や技能が身につきますので、これから機械加工などもの
づくりに興味があり、受講を検討されている方におすすめしたいです。

9



マ
シ
ニ
ン
グ
Ｃ
Ａ
Ｄ
科

実
際
の
生
産
現
場
を
体
験
で
き
る
実
践
的
な
コ
ー
ス
で
す

直近３年

平均就職率

99%

入所月

マシニングCAD科
令和2年7月生
池田さん（男性）
職種：機械加工

定員 テキスト代

7・1月
開講 各20名 約8,000円

主な就職職種
◆CADオペレータ
◆CAD/CAMオペレータ
◆機械設計補助
◆マシニングセンタオペレータ

◆CAD利用技術者試験
任意に取得できる資格

機械製図の知識を習得し、それを
もとに２次元CADによる図面作
成、３次元CADによるモデリン
グ技法等を習得します。
またマシニングセンタのプログラ
ミングから加工まで一連の作業
を習得し、CAD/CAMシステムを
活用したNCプログラムの作成と
加工技術も習得します。

　前職を離職後、就職活動を進める中でポリテクセンター群馬の『マシニ
ングCAD科』の存在を知り、そこからものづくりに興味を持ち始めました。
就業を考えている地域では金属製品加工や機械設計職種の求人が多かっ
たことや、なにか専門的技術を身に付けてプロフェッショナルを目指した
いと考えていたこともあり、『マシニングCAD科』の受講を決めました。
正直、機械加工に関する知識や経験は全くなく不安でした。しかし、訓
練では機械製図やCADの基礎知識やフライス盤やマシニングセンタ
の操作方法など、指導員の方により丁寧に指導していただき、また同じ
く就職を目指しているクラスメイトの支えもあり、終始楽しく受講す
ることができました。
　企業実習では、訓練で身に付けた知識や技術を活かす場面があり、機
械加工職種への就職意欲がより高まりました。
おかげさまで、お世話になった企業実習先から採用の声がかかり、
希望の機械加工の仕事に就いて1年が経ちます。

機械製図および
２次元CAD作業
JIS規格に基づいた機械製
図技術の習得。２次元CAD
を使用した部品図、組立図
の作成技術を習得します。
※CADは機械図面をパソコンで作
成するツールのことです。

３次元CAD作業
３次元CADを使用した
機械部品のモデリング作
成、組立情報（アセンブ
リ）の作成、製品の機構解
析、２次元図面への展開
法に関する技能を習得し
ます。

フライス盤および
マシニングセンタ作業
フライス盤、マシニングセ
ンタの加工技術を習得し
ます。
※フライス盤は工具を回転させ
て材料を削り、マシニングセンタ
はコンピュータ制御で加工を行
う工作機械です。

CAM作業
３次元CADデータから
NC工作機械で加工する為
のNCプログラムの作成方
法を習得します。
※CAMはCADモデルからコン
ピュータを利用してNCプログラ
ムを作成するツールです。

企業実習
これまでの訓練で身に付
けた基礎的な知識と技能
を活かして、企業実習の
実務において必要な技能
と関連知識について習得
します。

フォローアップ訓練
企 業 実 習 を 受 け て 、
CAD/CAM及びマシニン
グセンタ加工の技能と関
連知識をより深めるため
のフォローアップ訓練を
実施します。

1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

4ヶ月目

5ヶ月目

6ヶ月目

受講者の声

企業実習付コース
※概ね55歳未満
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Ｃ
Ａ
Ｄ
も
の
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
科

あ
な
た
の
力
で
現
場
を
サ
ポ
ー
ト
！

直近３年

平均就職率

88%

入所月

CADものづくりサポート科
令和２年１１月生
柿沼さん（女性）
職種：NC機械加工

定員 テキスト代

5・11・2月
開講

5・11月20名
2月15名 約10,000円

主な就職職種
◆製造業の事務職
◆CADオペレータ補助
◆加工機械オペレータ補助
◆生産・工程管理等補助

◆CAD利用技術者試験
◆QC検定　３級
◆３次元プリンター活用技術検定

任意に取得できる資格

ものづくり現場での作業内容や
生産管理・品質管理業務を理解
するとともに、工作機械オペレー
ションのサポート技術や２次元
CADによる機械図面作成技術及
び３次元CADによる機械部品の
モデリング技法等を習得します。

　私は、前職でNC旋盤などの段取・加工を主に担当していました。機械を
扱っているうちに加工に入るまでの工程に興味を持ち、離職を機にポリテ
クセンター群馬の施設見学会に参加をして、CADものづくりサポート科に
入所することを決めました。
職業訓練では製図やCADの操作から品質管理、生産管理などを学びまし
た。初めて学ぶこともあり、分からないところは先生やクラスの皆に教えて
もらうことで様々なことを理解することができました。また、様々な年代や
経歴を持つ仲間たちと触れ合うことでとてもいい刺激になりました。
　就職活動では、初めての転職ということもあり色々と心配でしたが、応募
書類の作成や面接練習、企業説明会などの手厚いサポートや仲間たちの応
援で自信を持つことができました。それによって希望している職種へ就職
することができました。
　新しい職場では、訓練で習得したCADも活かしながら、私自身のスキル
を高めていきたいと思います。
興味のある方は是非チャレンジしてみませんか？

ビジネスアプリケーション
および機械製図
JIS機械製図の知識と、手書
き図面作成方法を習得しま
す。またビジネスアプリケー
ションソフトによる職務に
必要な技能を習得します。
※MicrosoftWord/Excel/
PowerPointを使用します。

２次元CAD作業
機械設計・製図に必要な２
次元CAD（AutoCAD）を
使用した図面作成に関する
技能を習得し、部品図、組立
図の製図法を習得します。
※CADは機械図面をパソコンで
作成するツールです。

機械加工と図面
加工作業や使用される工
具を知ることで、より良い
図面が描けるようになりま
す。実習作業の見学や加工
図面の作図を行います。

３次元CAD作業および
３Dプリンタによる試作
3次元CADを使用した機
械部品のモデリング作成
や2次元図面への展開に
必要な技術を習得します。
また3Dプリンタを使った
試作品作成により、ものづ
くりへの理解を深めます。

生産管理および
品質管理基本

生産管理や生産性分析、
品質管理（QC7つ道具）等
について理解します。また
測定実習を通じて品質管
理の基本を学び、生産活動
を支援する手法を習得し
ます。

工作機械作業および
標準手順書の作成
機械加工における各種工作
機械の操作方法（基本）を習
得し、標準作業手順書の作
成を通じて書類のまとめ方
やグループワーク、発表に
関する手法を習得します。

1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

4ヶ月目

5ヶ月目

6ヶ月目

受講者の声

女性向けコース
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電
工
テ
ク
ノ
サ
ポ
ー
ト
科

電
気
を
基
礎
か
ら
学
び
、電
気
に
関
わ
る
仕
事
を
目
指
そ
う
！

直近３年

平均就職率

82%

入所月

電工テクノサポート科
令和２年１０月生
小林さん（男性）
職種：設備管理

定員 テキスト代

4・8・10・2月
開講 各30名 約4,000円

主な就職職種
◆電気設備工事
◆ビル設備管理
◆配電盤・制御盤組立
◆生産設備オペレータ

私たちの生活には欠かせない身の
回りの電気を、安全かつ快適に使
えるように電気設備の配線工事を
行うのが電気工事（電工）という
職種です。このコースでは電工を中
心に、シーケンス制御など、電気
設備全般にかかわる知識と技能を
電気の基本から学びます。

　私は前職まで製造業を中心に勤めておりましたが、３０歳を過ぎ
た頃から何か手に職をつけたいという思いを強く抱くようになり、以
前から電気に関わる仕事に興味があったこと、また、様々な資格を取
得したいという思いからポリテクセンターへの入所を決めました。
　訓練では、電気の基本的な知識・法規を学んだ後、実際に器具・工
具を使った製作を行い、電気工事の基礎から応用までをじっくり学
ぶことができました。その後もシーケンス制御、PLC制御、制御盤製
作、高圧受電設備の取扱い方と訓練は続き、わからないところは指導
員に丁寧に解説していただき、また、クラスメートと協力しあうこと
で、より理解を深めることができました。おかげで、浄水場の設備管
理の仕事に就職することができました。
　現在は、第一種・第二種電気工事士の資格取得のために勉強中です。

電気工事基本
電気工事に必要な電気の
知識・法規を基本から学
び、工具や測定器の取り
扱い方、電気図面の読み
方、スイッチやコンセント
などの器具の配線方法な
どを習得します。

電気工事応用
ケーブル・金属管・合成樹
脂管などの各種電気工事
の施工や、検査方法など
を習得します。また、ホー
ムセキュリティの施工や
家庭用エアコンの据付な
ども行います。

リレーシーケンス制御
ベルトコンベアなど、工場
の生産設備で用いられて
いるシーケンスという自
動制御の手法について、図
面の読み方や配線・点検
方法、モーターの始動方
法などを学び習得します。

PLC制御
電気設備のシーケンス制
御を、コンピュータ（PLC)
化するために必要な、配
線方法とラダープログラ
ミングについて学び、各
種工場設備を想定した制
御技法を習得します。

制御盤製作・
高圧受電設備

ここまでで学んだ技能・
技術をもとに、実際の制
御盤の加工・製作を行い
ます。また、高圧受電設備
（キュービクル）の各種機
器や配線図・測定法につ
いても学びます。

情報活用・配線図作成
どの職種でも必要とされ
ているパソコンスキルで
ある文書作成、表計算ソフ
トの基本操作、２次元
CADを使用して屋内電気
配線図のパソコン上での
作図方法を習得します。

1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

4ヶ月目

5ヶ月目

6ヶ月目

受講者の声

◆第二種電気工事士
任意に取得できる資格

◆第一種電気工事士
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電
気
設
計
技
術
科

ロ
ボ
ッ
ト
産
業
の
明
日
を
目
指
す

直近３年

平均就職率

98%

入所月

電気設計技術科
令和元年7月生
李さん（男性）
職種：設備保全職

定員 テキスト代

7・1月
開講 各18名 約5,000円

主な就職職種
◆制御盤組立・配線
◆電気設計
◆電気保全、設備保全
◆電気工事

◆第二種電気工事士
任意に取得できる資格

工場や商業施設などにある機械
や設備は電気で動いています。こ
れらの機械や設備を思い通りに
自動でコントロール（制御）する
ために必要な電気配線やプログ
ラム（ＰＬＣ）、電気保全に関する
知識と技能を習得します。さら
に、企業実習で実践的な技術や
社会人スキルを学びます。

　入所前は接客業をしていました。
　ポリテクセンターに入所し、現在はプラント業務をしていて、管理、運
転作業を主に行っています。
入所当初、ほぼ電気の知識はなく前職も接客業でしたので、畑違いと感
じていましたが、訓練を通じ様々な新しい知識を得る日々はとても有意
義で今までの経験外の就職に前向きになれました。
また、同じ訓練科で仲間と学ぶ事が学生時代に似た感覚になりとても楽
しいものでした。
　面接対応、書類作成が全く出来なかった自分でも担当の指導員からア
ドバイス、サポートを受けることができるのでしっかりノウハウを学びこ
なせるようになりました。
　プラントの管理、運転は様々な知識が必要になりますが、電気設計技
術科で学べたお陰で職場での制御盤やPLCのプログラムの
理解がよく出来、入社後とても役に立つ事となりました。
やりがいのある仕事に就けたのも訓練のお陰だと思います。

リレーシーケンス制御
電気制御の基本を学びま
す。回路図の読み方、制御
機器の機能・構造につい
て理解し、配線技術や回
路点検方法など、設備の
自動化に必要な技能を習
得します。

PLC制御基本
工場の自動化に必要なコ
ンピュータ（PLC）の基本
操作を習得します。工場
設備を想定した装置の配
線も行い、配線技術と基
本的なプログラミングを
総合的に学びます。

PLC制御応用
工場で使用している機械
や設備を精密かつ高速で
制御するためのコンピュ
ータ（PLC）の応用（PLC
によるネットワーク技術、
位置決め制御など）を習
得します。

制御盤製作・CAD
ドリル加工やバリ取りな
どの加工やダクト配線や
束配線などの制御盤製作
に必要な技能と知識を習
得します。さらにCADに
よる電気配線図の作成も
行います。

企業実習
これまでの訓練で身につ
けた基礎的な技術を活か
し、実務において必要な
技能と関連知識について
習得します。

フォローアップ訓練
就職に向けて必要な技能
と知識（制御回路の配線・
組立て、PLC、CAD、第二
種電気工事士など）をよ
り深めるための訓練を実
施します。

1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

4ヶ月目

5ヶ月目

6ヶ月目

受講者の声

企業実習付コース
※概ね55歳未満
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ス
マ
ー
ト
制
御
シ
ス
テ
ム
科

電
気
、情
報
分
野
と
幅
広
い
技
術
を
習
得
す
る

直近３年

平均就職率

83%

入所月

スマート制御システム科
令和３年３月生
大工原さん（男性）
職種：ソフトウェアテスト
　　　技術者

定員 テキスト代

9・3月
開講 各20名 約10,000円

主な就職職種
◆制御盤・シーケンサーの設計・
　製造業務
◆プログラマー、
　システムエンジニア
◆生産設備の保守、保全業務

◆Oracle Certified Java
　Programmer Bronze

任意に取得できる資格

現在、製造業では生産設備と製
造業務に情報通信技術（ICT）を
導入して、生産の効率化と情報の
集約化が進められています。
そこで、電気とプログラミングに
関する幅広い知識を身につける
とともに、工場の生産設備にICT
を活用するためのスキルを習得
します。

　前職では、銀行で金融商品販売等を行っていました。以前からプログ
ラムに興味があり、関連する職種に転職したいと考えていましたが、経
験者を多く採用する傾向があり、少しでも経験になればと思い訓練受講
を決めました。
　訓練では、知識が全くない方がとても多く、教え合いながら理解を深
めました。また、初心者でも分かりやすく、経験がなくても特に苦にはな
りませんでした。橋渡し訓練も、就職活動の進め方等就職に関する様々
な事を学べとても良かったです。おかげで、ポリテクセンターで関連する
スキルを学んでいることを評価され希望職種に就職できました。
　訓練で学んだプログラミング技術は、異なる言語を使う場面でも役に
立っています。今後は、更なる経験を積み技術力を高め、プロジェ
クトマネージャーを目指します。

ネットワーク構築技術
コンピュータを構成して
いるハードウェア・ソフト
ウェアについて学びます。
また、インターネット標準
プロトコルであるTCP/IP
によるネットワーク構築
技術についても学びます。

シーケンス制御技術
電気の基礎から学び、工
場の自動制御で用いられ
ているシーケンス制御に
ついて図面の読み方や配
線方法・点検方法などを
習得します。

サーバ構築技術
Linuxのコマンド操作を
学び、Webサーバやデー
タベースサーバの構築技
術を習得します。また、各
サーバと連携するWebプ
ログラミング技術を習得
します。

Javaプログラミング
初めてプログラミングを
学ぶ方を対象に、Java言
語の基本からオブジェク
ト指向について学び、実
践的なソフトウェア開発
手法を習得します。

スマート制御
システム構築

Androidタブレット端末
のアプリケーション開発
手法を学び、生産設備か
らの各種データを取得
し、タブレットに測定値
を表示させます。

電力監視・
データ収集技術

PLCやIoTデバイスから
収集したデータを蓄積す
るシステムを構築する技
能と関連知識を習得しま
す。

1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

4ヶ月目

5ヶ月目

6ヶ月目

受講者の声
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デ
ジ
タ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
科

電
子
機
器
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
な
ろ
う
！

直近３年

平均就職率

92%

入所月

デジタルエンジニア科
令和２年１１月生
中島さん（男性）
職種：プログラマー補佐

定員 テキスト代

5・11月
開講 各20名 約10,000円

主な就職職種
◆プログラマ
◆システム保守メンテナンス
◆電子機器組立・検査オペレータ
◆回路設計関連エンジニア

◆基本情報技術者試験
任意に取得できる資格

デジタル技術やマイコン技術は、
スマホ、エアコンや自動車などの
身近な製品からロボットなどの
ハイテク機器に至るまでいろい
ろな電機製品に使用され、専門
知識を持った人材が企業から求
められています。
本科では、これらの分野の業務に
必要なマイコン設計技術、デジタ
ル技術、電子回路の設計・製作技
法を実践的に習得します。

　私は前職では土木建築の作業員をしておりましたが、過去にプログラ
ミングを学んだ経験があったため、プログラマー関係での転職を希望し
ていました。
　より専門的・実践的なプログラミングについて学びたいと考えていた
中、ポリテクセンターの存在を知り、デジタルエンジニア科への入所を決
めました。
　訓練では、C言語を使ったプログラミング手法だけでなく、テスタなど
計測器の使い方やはんだ付け方法についても学ぶことができました。6ヶ
月間の訓練の中で、特に印象に残っていることは、自走ロボットの製作実
習です。同じ科の受講生と切磋琢磨しながら、「どのようなプログラムを
書けばロボットが正しく動くのか」を考えて訓練に取り組めたことは、良
い経験になったと思っています。
　現在は、プログラマー補佐に従事しています。プログラムの設計図（フ
ローチャート）の作成は、実際にプログラムを書く上で必要不可欠な基礎
になるため、その基本をポリテクセンターで学ぶことができたと
思います。

アナログ回路設計製作技術
はじめて電気について学
ぶことを前提に、電気の
イロハを学びます。いく
つかの測定器を使用しな
がら、アナログ回路を学
びます。

デジタル回路設計
製作技術

現代はデジタルの時代で
す。デジタル回路の基礎
を一から学びます。
論理回路設計とハードウ
ェア記述言語を用いた設
計手法を習得します。

プリント基板の設計と
はんだ付け技術

家電や車載機器などの内
部に用いられるプリント
基板の設計の仕方を学び
ます。また、プリント基板
に電子部品を取り付ける
ために必要なはんだ付け
の技法を習得します。

マイコンのためのC言語
プログラミング①

マイコン（マイクロコン
ピュータ）を動かすため
のプログラミング方法を
学びます。
プログラムは、C言語を
使って作成します。

マイコンのためのC言語
プログラミング②

C言語を使って、モニタや
モータなどの周辺機器を
動かすためのプログラミ
ング方法を学びます。

自走ロボットの製作
これまでの5か月間で学
んだ訓練の集大成として、
ライントレースカーという
ロボットを製作します。
ハードウェア設計、ソフト
ウェア設計、設計検証な
ど、製品開発に近い内容
を経験します。

1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

4ヶ月目

5ヶ月目

6ヶ月目

受講者の声
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Q
A

ポリテクセンター群馬

よくある質問 Q A&

ポリテクセンター群馬
ってどんなところ？

ポリテクセンター群馬は、ものづ

くり分野で早期就職を目指す求

職者の方々を対象に離職者訓練

を実施している施設です。

（なお、訓練期間中においても、

就職して退所する方は

大勢いらっしゃ

います。）

Q

A

現在、在職中です。
転職を考えているので
すが、職業訓練の応募
はできますか？

応募は、求職者の方であって、入

所時点で離職されていること等

の条件があります。詳しくはハ

ローワークにご相談ください。

Q
A

職業訓練は初心者でも
受講できますか？

初心者の方でも知識・技能を習得

できるように訓練を行っています

ので、これまでの職種にこだわら

ずチャレンジしてください。

初歩から始めますので心配はいり

ません。

Q
A

訓練受講中に
資格も取れますか？

資格を取得するための訓練コース
はございませんが、訓練の内容か
ら任意で受験できる資格がありま
す。（訓練コース毎および入所月に
よって異なります）

Q
A

女性は受講
していますか？

女性の方も多く受講しています。

相談員にも女性を配置し、パウ

ダールームも完備しています。

Q
A

訓練を受講するのに
年齢制限はありますか？

ありません。

ただし「企業実習付コース」は就

職氷河期世代を対象としています

ので、概ね55歳未満の方といった

制限があります。

Q
A

入所選考の内容は？

筆記試験（17ページ参照）と面接

を実施しています。面接について

は、訓練内容の確認と訓練を受け

ての就職意欲を確認します。また、

「橋渡し訓練付コース」について

は、面接のみで選考を行い、筆記

試験は行いません。

Q
A

ハロートレーニングって
何ですか？

就職を目指す方を対象とした、希

望する職種に必要なスキルを身に

付けることができる公共職業訓練

等の愛称です。また、公募により、

キャッチフレーズとして「ハロート

レーニング～急がば学べ～」、

キャラクターが

「ハロトレくん」と

なりました。

女性向けコースもあります！

Q
A

自家用車で通所
できますか？

受講者専用の駐車場を完備して

います。利用料は無料です。
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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。

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。　　　　　　　（２）ユウシュウな成績で卒業する。　

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、

番号を書きなさい。

　　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、番号を書きなさい。

　　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

次の計算をしなさい。

　　（１）10×８－６÷３＝

　　（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。

（２） × ÷ ＝
３
５

１
２

５
４

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。

出典：近藤巌『機械製図問題集』

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） 

ひだりとみぎの文字群には違う文字が５箇所あります。みぎの文字群の違う箇所に文字を○で囲

みなさい。（制限時間：１分）

ひだり みぎ

言語・
文章力

計算力

形状把握力

安全に係る
注意力
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訓練体験もできます！訓練体験もできます！

職業訓練って
なんだ？

訓練内容について
もっと知りたい！

どの科を受講しようか
迷っている…

入所前の疑問を
解決したい！

ここで受講して身に付く技能が
自分の希望職種に活かせるか？

など、お悩みの方や、訓練に興味がある方のご参加をお待ちしています。

施設見学会（2022年4月より毎週火曜日13 :30～）予約不要

入 所 案 内
求職者の方であって、就職を希望し、技能・知識を習得することに熱意のある方。

●月～金曜日（土日祝日を除く平日）　●９時05分～15時25分（1～6時限）
※１５時30分～16時20分（7時限目）に「就職支援セミナー」（応募書類の書き方等）を訓練時間として訓練前半にスポット
　的に設定しています。
※企業実習付コースの企業実習期間は、実習先企業の就業時間（8時間設定）が訓練時間となります。

最寄りのハローワークで職業相談のうえ、入所願書を受け取り、記入後ハローワーク
の相談窓口へお申し込みください。

受講料は無料です。テキスト・作業服代等は自己負担となります。
（コースによって異なりますが、約2,000～10,000円程度です。）

※ただし企業実習付コースについては、職業訓練生総合保険に加入し
ていただきます。（6ヶ月間の保険料約5,000円、7ヶ月間の保険料約6,000円）

入所の可否は筆記と面接による選考結果により総合的に判定します。
① 筆記は、訓練内容を理解するために必要な基礎学力や安全上求められる注意力を確認するため次の分野から
　出題します。①言語・文章力 ②計算力 ③形状把握力 ④安全に係わる注意力
② 受講要件を満たしていない方は、十分な技能などを身につけていただくことや実習において十分な安全を確保する
　ことに問題が生じる恐れがあるため、定員充足の有無にかかわらず、受講を見合わせていただく場合があります。
③ 年齢（年齢を特定したコースを除く）や性別など、受講要件に記載されていないことは選考結果には影響しません。

橋渡し訓練付コースは面接のみを行い、筆記試験は行いません。

1 対 　 象 　 者

2 訓練日・時間

3 申 　 込 　 先

4 受講料
そ の 他 経 費 　

5 選 考 方 法

※祝祭日、2022年8月16日（火）、2023年1月3日（火）は施設見学会を行いません。
※都合により、ご希望の訓練風景をご覧になれない場合がございます。ご了承ください。

※就職活動にカウントされます。

「施設見学会」「施設見学会」
あなたも

　に来てみませんか？

ポリテクセンター群馬では、訓練風景の見学、
希望者のみ募集コースの訓練体験（15：15～16：05予定）を行っています。

事前申し込みは不要です。 ぜひ何度でも、ご参加ください（駐車場あり）

※2022年3月末まで毎週火曜日13：00～

※託児サービスについてはお問合せください。
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令和4年度 ポリテクセンター群馬

受講者募集のご案内（月別スケジュール）
入所月 訓練コース名 定　員 募集期間 選考日 発表日 訓練期間 訓練実施期間

4月 電工テクノサポート科 30名 2月8日（火）～
4月5日（火） 4月8日（金） 4月12日（火） 6ヶ月 2022年4月19日（火）～

2022年10月17日（月）

5月

CADものづくりサポート科
（女性向けコース） 20名

3月14日（月）～
5月10日（火） 5月13日（金） 5月17日（火） 6ヶ月 2022年5月23日（月）～

2022年11月11日（金）
デジタルエンジニア科 20名

6月

マシニングCAD科
（橋渡し訓練・企業実習付コース） 15名

3月30日（水）～
5月25日（水） 5月30日（月）  6月1日（水）

1ヶ月
+

6ヶ月

2022年6月8日（水）～
2022年12月26日（月）電気設計技術科

（橋渡し訓練・企業実習付コース） 15名

7月

CAD/NC技術科 30名

4月25日（月）～
6月21日（火） 6月24日（金） 6月28日（火） 6ヶ月 2022年7月5日（火）～

2022年12月26日（月）
マシニングCAD科
（企業実習付コース） ※20名

電気設計技術科
（企業実習付コース） ※18名

8月

電工テクノサポート科 30名

6月8日（水）～
8月3日（水） 8月8日（月） 8月10日（水）

6ヶ月 2022年8月19日（金）～
2023年2月15日（水）

CAD/NC技術科
（橋渡し訓練付コース） 20名 1ヶ月

+
6ヶ月

2022年8月19日（金）～
2023年3月14日（火）スマート制御システム科

（橋渡し訓練付コース） 10名

9月
CAD/NC技術科 ※30名

7月7日（木）～
9月2日（金） 9月7日（水） 9月9日（金） 6ヶ月 2022年9月16日（金）～

2023年3月14日（火）
スマート制御システム科 ※20名

10月 電工テクノサポート科 30名 8月8日（月）～
10月4日（火） 10月7日（金） 10月12日（水） 6ヶ月 2022年10月19日（水）～

2023年4月13日（木）

11月

CADものづくりサポート科
（女性向けコース） 20名

9月5日（月）～
10月31日（月） 11月4日（金） 11月8日（火） 6ヶ月 2022年11月14日（月）～

2023年5月18日（木）
デジタルエンジニア科 20名

12月

マシニングCAD科
（橋渡し訓練・企業実習付コース） 15名

9月22日（木）～
11月18日（金） 11月22日（火） 11月25日（金）

1ヶ月
+

6ヶ月

2022年12月1日（木）～
2023年6月28日（水）電気設計技術科

（橋渡し訓練・企業実習付コース） 15名

1月

マシニングCAD科
（企業実習付コース） ※20名

10月20日（木）～
12月15日（木） 12月20日（火） 12月22日（木） 6ヶ月 2023年1月10日（火）～

2023年6月28日（水）電気設計技術科
（企業実習付コース） ※18名

2月

電工テクノサポート科 30名

12月7日（水）～
2月2日（木） 2月7日（火） 2月9日（木）

6ヶ月 2023年2月17日（金）～
2023年8月7日（月）CADものづくりサポート科

（女性向けコース） 15名

CAD/NC技術科
（橋渡し訓練付コース） 20名 1ヶ月

+
6ヶ月

2023年2月17日（金）～
2023年9月12日（火）スマート制御システム科

（橋渡し訓練付コース） 10名

3月
CAD/NC技術科 ※30名

1月6日（金）～
3月1日（水） 3月6日（月） 3月8日（水） 6ヶ月 2023年3月16日（木）～

2023年9月12日（火）
スマート制御システム科 ※20名

◎この掲載内容は、予定なく変更する可能性があります。
※印は６月・８月・１２月・２月の橋渡し訓練付コースの入所人員によって定員数が変化します。
　都合により、７月・１月入所のマシニングＣＡＤ科・電気設計技術科、９月・３月入所のＣＡＤ/ＮＣ技術科・スマート制御システム科の募集は行わないこともあり
　ますので、ご了承ください。
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拡大図

高崎駅から上信電鉄で「山名駅」
または「西山名駅」 下車
徒歩約10分

ぐるりんバス倉賀野線で
「ポリテクセンター群馬前」
 下車 徒歩約１分

高崎駅からは約 20 分
上信越道藤岡 IC からは約10 分

（駐車場は十分余裕がございます）

電車でお越しの方電車でお越しの方

バスでお越しの方バスでお越しの方

お車でお越しの方お車でお越しの方

アクセス

■  受講のお申し込み・ご相談は最寄りのハローワークで
ハローワーク前橋
ハローワーク高崎
ハローワーク安中
ハローワーク桐生
ハローワーク伊勢崎
ハローワーク太田
ハローワーク館林

027-290-2111
027-327-8609
027-382-8609
0277-22-8609
0270-23-8609
0276-46-8609
0276-75-8609

ハローワーク沼田
ハローワーク富岡
ハローワーク藤岡
ハローワーク渋川
ハローワーク中之条
ハローワーク熊谷
ハローワーク本庄

0278-22-8609
0274-62-8609
0274-22-8609
0279-22-2636
0279-75-2227
048-522-5656
0495-22-2448

ハローワーク大宮
ハローワーク川越
ハローワーク東松山
ハローワーク秩父
ハローワーク行田
ハローワーク足利

048-667-8609
049-242-0197
0493-22-0240
0494-22-3215
048-556-3151
0284-41-3178

※カーナビは「0273473333」で
   電話番号検索してください

〒370-1213　群馬県高崎市山名町918　訓練課　027-347-3736

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 群馬職業能力開発促進センター

ポリテクセンター群馬
https://www3.jeed.go.jp/gunma/poly/ ポリテク群馬


