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ポリテクセンター広島では、受講中のコロナウイルス感染予防について、万全の対策をとっております。

就活のスタートライン

仕事をお探し中の方へ

未経験者、
女性の方も
安心の環境

あなたの

働きたいを

応援します！

あなたの

働きたいを

応援します！
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13：20

朝は早めに向かい、求人検索！

訓練生ホールや教室でランチ

今日の授業は
これで終わり‼

午前は制御盤を操作する授業。

午後は電気工事の授業。

授業終了後　就職情報室の活用
就職支援アドバイザーから、履歴書の
作成や就職相談にのってもらうことも‼
今日はハローワークに行って就活！

注：コロナウイルス感染防止のため、現在お昼休憩は二部制となっています。

12：35

15：05

登校

お昼休憩

授業終了

午前授業開始

午後授業再開

９：00

8：45

安全第一で
頑張るぞ！！

食事後に、
昨日のTVの事を
楽しくおしゃべり

受講生の一日

ハローワークへ
Let’s go!!

ポリテクっ てこんなとこ
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ポリテクセンターの安全対策
ポリテクセンターでは、訓練中の災害を未然に防ぐために、
以下のことを行っています。

実技の訓練を行うことで、今後関わっていく仕
事の流れを実感することができます。また、実
際に仕事をしていく上での強みにもなります。

指導員の安全指導を守っていれば、基本的に
は怪我をすることはありませんので、安心し
てご受講ください。

P.33にポリテクセンターで行うCAD訓練の比較が
ありますので、そちらもご覧ください。

実習前の危険予知と安全確認

実習中の安全指導

実習後の安全確認

ポリテクっ てこんなとこ

訓 練 用 語 集

CAMというソフトで作成した
数値データをコンピュータに入
力して動かします。データさえ
作成・入力すれば大量生産が可
能になるため、多くの製造現場
で使われています。

NC機械とは..

コンピュータ支援による製造と
いう意味です。CADで作成した
図面を基に、工作機械での加工
に必要なNC（数値制御）プロ
グラムを作成します。作成した
プログラムはNC旋盤やマシニ
ングセンタで加工に使用します。

CAMとは..

鉄骨構造物（橋梁・ビル、船舶
など）に使用され、現在最も普
及している溶接方法です。

炭酸ガス溶接とは..

固定した金属の材料に回転する
刃物を当てて、平面を削ったり
穴をあけたりして加工する機械
です。

フライス盤とは..

シーケンス制御回路をプログラ
ムで構成するための専用のコン
ピューターです。工場の生産ラ
イン等で使用されているもので
通信機能により遠隔地からの監
視や制御が可能です。

PLCとは..

ステンレスやアルミニウムなど
のほとんどの金属の溶接が可能
です。火花が散らず、細かい作
業に使用されるため、女性の技
能者も増えてきています。

TIG溶接とは..

回転している円筒状の金属の材
料に刃物を当てて、形を作る機
械です。

旋盤（普通旋盤）とは..

信号機や洗濯機のように、あら
かじめ決められた順番で動作さ
せる制御方法のことです。有接
点シーケンス制御やPLC制御が
あります。

シーケンスとは..

「溶接」の総称として使われま
す。加工する材料に応じてTIG
溶接や炭酸ガス溶接など、様々
な溶接方法があります。

アーク溶接とは..
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開講月 訓練期間 訓練科名 定員 募集期間 見学説明会
選考会

合否発送日 入所日 修了日
筆記 面接

４月

６か月
CAD/CAM科 24

１月31日
～

２月28日
２月９日㈭
２月20日㈪ ３月８日 ３月９日 ３月17日 ４月４日

９月27日
金属加工科 12

７か月
（導入講
習付き）

住宅リフォーム技術科 ※
10月26日

電気設備エンジニア科 ※

５月

６か月
住宅リフォーム技術科 15

２月28日
～

３月31日
３月10日㈮
３月20日㈪ ４月10日 ４月11日 ４月19日 ５月９日

10月26日
電気設備エンジニア科 15

７か月
（導入講
習付き）

ICTシステムエンジニア科 24

11月27日ビル管理技術科 ※

NCオペレーション科（企業実習付き） ※

６月

６か月
ビル管理技術科 25

３月31日
～

４月26日
４月12日㈬
４月18日㈫ ５月11日 ５月12日 ５月22日 ６月６日

11月27日
NCオペレーション科（企業実習付き） ８

７か月
（導入講
習付き）

CAD/CAM科 ※

12月25日
生産制御プログラミング科 ※

金属加工科（企業実習付き） ※

電気設備エンジニア科（企業実習付き） ※

７月

６か月

CAD/CAM科 24

４月26日
～

５月31日
５月15日㈪
５月23日㈫ ６月８日 ６月９日 ６月19日

７月４日

12月25日
生産制御プログラミング科 15

金属加工科（企業実習付き） 12

電気設備エンジニア科（企業実習付き） 10

７か月
（導入講
習付き）

住宅リフォーム技術科 ※
１月31日

電気設備エンジニア科 ※

４か月 住環境プランニング科　 ★ 20 ７月６日 10月30日

８月

６か月
住宅リフォーム技術科 15

５月31日
～

６月28日
６月12日㈪
６月20日㈫ ７月６日 ７月７日 ７月18日 ８月２日

１月31日
電気設備エンジニア科 15

７か月
（導入講
習付き）

シートメタルCAD科 ※
２月29日

ビル管理技術科 ※

９月

６か月
シートメタルCAD科 15

６月28日
～

７月31日
７月10日㈪
７月24日㈪ ８月８日 ８月９日 ８月18日 ９月１日

２月29日
ビル管理技術科 25

７か月
（導入講
習付き）

CAD/CAM科 ※
３月28日

金属加工科 ※

令和5年度

ハロートレーニング実施日程一覧
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開講月 訓練期間 訓練科名 定員 募集期間 見学説明会
選考会

合否発送日 入所日 修了日
筆記 面接

10月

６か月
CAD/CAM科 24

７月31日
～

８月29日
８月10日㈭
８月22日㈫ ９月６日 ９月７日 ９月15日 10月３日

３月28日
金属加工科 12

７か月
（導入講
習付き）

住宅リフォーム技術科 ※ ４月25日

11月

６か月 住宅リフォーム技術科 15

８月29日
～

９月28日
９月８日㈮
９月20日㈬ 10月５日 10月６日 10月17日

11月１日

４月25日

７か月
（導入講
習付き）

ICTシステムエンジニア科 24

５月28日NCオペレーション科 ※

ビル管理技術科 ※

４か月 住環境プランニング科　 ★ 20 11月２日 ２月29日

12月

６か月
NCオペレーション科 10

９月28日
～

10月27日
10月12日㈭
10月24日㈫ 11月６日 11月７日 11月15日 12月１日

５月28日
ビル管理技術科 25

７か月
（導入講
習付き）

CAD/CAM科 ※

６月27日生産制御プログラミング科 ※

金属加工科（企業実習付き） ※

１月

６か月

CAD/CAM科 24

10月27日
～

11月28日
11月８日㈬
11月21日㈫ 12月５日 12月６日 12月14日 １月５日

６月27日生産制御プログラミング科 15

金属加工科（企業実習付き） 12

７か月
（導入講
習付き）

住宅リフォーム技術科 ※
７月26日

電気設備エンジニア科 ※

２月

６か月
住宅リフォーム技術科 15

11月28日
～

12月25日
12月７日㈭
12月19日㈫ １月10日 １月11日 １月19日 ２月２日

７月26日

電気設備エンジニア科 15

８月28日７か月
（導入講
習付き）

ビル管理技術科 ※

３月
６か月 ビル管理技術科 25 12月25日

～
１月30日

１月12日㈮
１月23日㈫ ２月６日 ２月７日 ２月15日

３月１日 ８月28日

４か月 住環境プランニング科　 ★ 20 ３月５日 ６月25日

※　定員は若干名となります。 訓練時間：９：00～ 15：05（６時限授業）
★「住環境プランニング科」の訓練時間は９：30～ 13：05となります。
注１）　７時限授業の日があります。７時限の場合は終了時刻が16：00となります。
注２）　技能講習・特別教育の日は、終了時刻が16：10となります。
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コースの選び方

コースの紹介
ポリテクセンターの訓練には、「通常コース（６か月）」「企業実習付きコース（６か月）」

「短時間コース（４か月）」の３つのコースがあります。また、「通常コース」と「企

業実習付きコース」では、１か月の導入講習が付属した７か月コースも選択できます。

１．Ａ+B（７か月）：�ポリテクセンターのみでの訓練を受講したい方のうち、パソコン基礎を学んだり
コミュニケーションスキルの向上も目指したい方

２． Bのみ（６か月）：�ポリテクセンターのみでの訓練を受講したい方

３．Ａ+C（７か月）：�就職したい企業や業種がはっきりしている方、就職への近道をしたい方のうち、
パソコン基礎を学んだりコミュニケーションスキルの向上も目指したい方

４． Cのみ（６か月）：�就職したい企業や業種がはっきりしている方、就職への近道をしたい方

５． Dのみ（４か月）：育児や介護との両立ができる訓練や就職をお探しの方

Ａ 導入講習とは（訓練期間・１か月）
企業人として必要なヒューマンスキルを習得するための訓練です。職業意識の啓発、コミュニケーショ
ン力を向上するグループワークを中心に行います。
また、パソコンの苦手な方が６か月の訓練を行うのに必要となるパソコンの基礎的な知識（※）を習得
する訓練もあります。
※Excelのマクロ等の応用的な内容は行いません。

B  通常コースとは（訓練期間・６か月）
【応募資格（いずれにも該当する方）】
〇訓練修了後に、受講コースと関連する常用雇用への就職を希望される方
〇ハローワークに求職申し込みをされている方
〇ハローワークから受講あっせんを受けられる方

【コース概要】
６か月間を通して、ポリテクセンター内で施設内訓練を行います。

つの
コース5

Ａ 導入講習

D  短時間コース

B  通常コース

C  企業実習付きコース
＋
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C  企業実習付きコースとは（訓練期間・６か月）
【応募資格（いずれにも該当する方）　】
〇55歳未満の求職者の方
〇訓練修了後に、受講コースと関連する常用雇用への就職を希望される方
〇ハローワークに求職申し込みをされている方
〇ハローワークから受講あっせんを受けられる方

【コース概要と特徴】
６か月訓練のうち、５か月目に企業実習を行います。「企業現場の技能・技術」を身に付けることができ、
実習訓練期間中に企業と受講生が合意すれば、その企業に就職することも可能です。

【留意事項】
①�企業実習中の事故等による、訓練受講生の負傷または訓練受け入れ先事業所の設備や顧客への損害に
備え、訓練実施中の訓練受講生の死亡、負傷、他人への損害賠償責任に適応する民間保険（職業訓練
生総合保険等）に加入していただきます。
②�訓練受け入れ先事業所から企業秘密に係る情報の漏えいに関する同意書（誓約書）を求められること
があります。
③�実習を行う企業の選定についてはご本人の希望を第一優先としますが、必ずしも希望通りにならない
場合があります。
④入所申込書に記載された内容は、訓練受け入れ先企業へ情報提供されます。

D  短時間コースとは（訓練期間・４か月  ９：30～13：05）
子育てや介護をしながら働くことを考えている方などを対象に、１日の訓練時間を４時間と短く設定し
た科になります。
ものづくりに関するサポート業務等の仕事に対応した訓練内容を、４か月間で習得できます。

建 築 の ３ 次 元
CADが あ る の
は住環境プラン
ニング科だけ！

住宅リフォーム技術科 修了後に希望する職種 住環境プランニング科

建築の一般構造や建材から製図の基
本までをしっかり学び、まずは手書
きで書きたい図面を書けるようにな
ります。その後、CADを用いて手書
きの図面をデータに起こすところま
で学びます。

訓練で関連内容を学ぶ時間：162H

製図、建築CADオペレーター

図面の読み方などを学んだ後、仕上
げられた図面をデータに起こす作業
について学びます。
CADオペレーターの補助業務ができ
るようになります。

訓練で関連内容を学ぶ時間：90H

住宅点検の際に必要となる基礎知識
に加え、リフォームの際に必要とな
る事務手続きの方法、さらに現場で
必要となる建材や加工の知識までを
通して学びます。

訓練で関連内容を学ぶ時間：324H

既存住宅のインスペクション
（点検）とリフォーム

住宅点検の際に必要となる項目や確
認作業の基礎知識などを座学で学び
ます。既存住宅の点検業務の補助が
できるようになります。

訓練で関連内容を学ぶ時間：18H

福祉住環境の基礎的な知識を踏まえ
た上で、実際の建屋で手摺の取り付
けや段差の解消、建具の改修等の実
践を行います。

訓練で関連内容を学ぶ時間：54H
福祉住環境整備

介護に必要な用具などを一般住宅で
利用するための基礎知識を踏まえ、
福祉住環境をコーディネートする知
識を座学で学びます。
福祉住環境に関わる業務の補助がで
きるようになります。

訓練で関連内容を学ぶ時間：36H

住宅に関する知識をより深く学びた
い方にオススメ。
実戦力が身に付きます。 メリット

子育てや介護をされている方が受講
しやすいよう、短時間・短期間の訓
練となっていますが、フルタイムの
就職を希望することは可能です。

「住宅リフォーム技術科」と「住環境プランニング科」を選ぶ際のポイント
通常コース 短時間コース

企業実習付コース
のメリット（p.27）
もご覧ください。
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CAD/CAM科
設計したい？ 加工したい？ その実現に向かって支援します!!

設計・機械加工分野の魅力は
世の中にある様々な製品は、設計、加工、検査という流れを経て完成し、利用されています。CAD/
CAM科では、この工程の一部分に携わることができます。
自分が設計したものや加工したものが製品となり、世の中で使われることになりますので、やりがい
や達成感、誇りを持てる仕事です。

主な訓練内容

パソコンで図面を描く仕事 自動車の部品を作る仕事 部品の測定をする仕事

受講することで就職可能な仕事
●機械設計・設計補助
　　各種機械や自動車部品の設計業務、補助業務
●CADオペレーター
　　各部品をCAD（２次元/3次元）を用いて描く仕事
●機械加工・NCオペレーター
　　各部品を機械を用いて加工する仕事
●CAD/CAM
　　加工するためのプログラムを作成する仕事

予定される取得可能な資格（任意受験）
●技能検定（国家検定）３級
　　・機械・プラント製図（機械製図CAD作業）

開講月

4月7月

10月1月

定員

24名

就職率

85.8％
過去３年間実績値

機械製図
図面を描くためのルールや、ねじや歯車等の
機械要素と呼ばれる部品について学びます

1

３次元CAD
各部品の立体形状を描いたり、各部品を
CAD上で組立てたり、動きを確認したりす
る方法を学びます

3

フライス盤・マシニングセンタ
平面の加工、段の加工、溝加工等の加工方法
を学びます。また、これら加工のためのプロ
グラムも学びます

5

２次元CAD
基本操作を学び、加工現場に提示するための、
ミスのない見やすい図面を作成する方法を学
びます

2

旋盤・NC旋盤
円筒物の外側や内側を加工、穴、溝、ねじ等
の加工方法を学びます。また、これらを加工
するためのプログラムも学びます

4

CAM・３Ｄプリンタ
３次元CADで描いたモデルから、３Ｄプリ
ンタによる造形作業、CAMソフトによるプ
ログラム作成方法を学びます

6

皆さんは「CAD」ってご存じですか。CADを簡単に言うと、「パ
ソコンで図面を描く事」です。CAD/CAM科では、このCAD
ソフトを使って、機械部品の図面（プラモデルでいう説明書）
を描いていきます。また、図面で描かれた部品がどのようにし
て作られているのか、加工方法に関しても勉強していきます。
そうそう、CAMとは、「パソ
コンで自動加工に必要なデー
タを作成する事」を言います。
このようにCAD/CAM科で
は、パソコンの力を借りて、
製造業に必要な技能・技術を
習得する科になります。

担当指導員からのメッセージ
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NCオペレーション科
やってみると意外と楽しい機械加工!!  未経験者でもいずれ職人になれる!!

機械加工分野の魅力は
世の中にある各製品は、様々な部品が組み合わさって構成されています。機械加工は、その各部品を
工作機械を使用して製作する仕事です。製作したものがそのまま確認できることで、喜びや達成感が
得られます。また、自分で製作した製品が世の中で使用されていることで、充実感・満足感が得られ
る仕事です。

主な訓練内容

自動車の部品を作る仕事 航空機の部品を作る仕事 機械の部品を作る仕事

受講することで就職可能な仕事
●自動車製造関連会社で車部品をつくる仕事
●航空機関連会社で航空機部品をつくる仕事
●様々な機械部品をつくる仕事
●出荷前の検査（測定、検査）をする仕事

訓練終了後に取得可能な資格
●�自由研削用といし取替え試運転等業務に係る特別教育

予定される取得可能な資格（任意受験）
●技能検定（国家検定）３級
　　・各種機械加工
　　　（普通旋盤作業、フライス盤作業etc）
　　・機械検査

製図・機械工作基本
加工するには図面を理解する必要があるため、
図面上のルールを学びます。また、鉄工やすり
を用いた作業や砥石の取り換え方法を学びます

1

NC旋盤
加工の自動化に必要な機械へ指令するプログ
ラムについて学びます。また、機械（NC旋盤）
の操作も学びます

3

マシニングセンタ・CAM
加工の自動化に必要な機械へ指令するプログラムやプ
ログラム作成の支援ツール（CAM）について学びます。
また、機械（マシニングセンタ）の操作も学びます

5

普通旋盤
自分でハンドル操作をしながら、円筒物の加工を行
います。具体的には、外周・内周加工、溝加工、ね
じ加工、部品のはめあわせ加工等の技術を学びます

2

フライス盤
自分でハンドル操作をしながら、角物の加工を行
います。具体的には、平面加工、輪郭加工、溝加工、
部品のはめあわせ加工等の技術を学びます

4

ワイヤ放電加工・機械加工課題
ワイヤを使用した機械（ワイヤ放電加工機）の操作
方法や加工に必要なプログラムについて学びます。
また、各種機械を使用し、加工課題を製作します

6

今後、製造業関係に就職を考えている方に朗報です。
「NCオペレーション科」では、工作機械（手仕上げ作業、普
通旋盤、汎用フライス盤）をはじめ、NCプログラムを活用し
た自動工作機械（NC旋盤、マシニングセンタ、ワイヤ放電加工）
を使用する際に必要な技能・技術を習得することができます。
これまで製造業に携わってき
たことがない方も安心して下
さい。本コースでは、基礎か
らしっかりと説明させていた
だきますので、私達と一緒に
明るい未来に向かって頑張っ
ていきましょう。

担当指導員からのメッセージ

開講月

12月

定員

10名

就職率

81.8％
過去３年間実績値
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NCオペレーション科
初心者でも心配ありません。機械加工を学んで、生涯現役!!!

企業実習付きコースの魅力は
企業実習での作業や実習態度次第で、実習先企業へ就職できます。
就職の可能性があることを前提としていますので、企業選定はみなさんの希望（仕事内容、就業場所
の希望等）を聞きながら、指導員と一緒に探していきます。そのため、実践的な技術を学べるだけで
なく、この企業で生涯働いていけるかどうかも企業実習を通して見極めることが出来ます。

主な訓練内容

自動車の部品をつくる仕事 ロボットの部品をつくる仕事 機械の部品をつくる仕事

受講することで就職可能な仕事
●自動車製造関連会社で車部品をつくる仕事
●航空機関連会社で航空機部品をつくる仕事
●様々な機械部品をつくる仕事
●出荷前の検査（測定、検査）をする仕事

予定される取得可能な資格（任意受験）
●技能検定（国家検定）３級
　　・各種機械加工（普通旋盤作業、フライス盤作業etc）
　　・機械検査

開講月

4月7月

10月1月

定員

24名

就職率

85.8％
過去３年間実績値

普通旋盤
自分でハンドル操作をしながら、円筒物の加工を行
います。具体的には、外周・内周加工、溝加工、ね
じ加工、部品のはめあわせ加工等の技術を学びます

1

フライス盤
自分でハンドル操作をしながら、角物の加工を行
います。具体的には、平面加工、輪郭加工、溝加工、
部品のはめあわせ加工等の技術を学びます

3

企業実習
製造業の会社で現場体験を行います。訓練で
学んだ基本的なことを活かし、実践的な技術
を学ぶことができます

5

NC旋盤
加工の自動化に必要な機械へ指令するプログ
ラムについて学びます。また、機械（NC旋盤）
の操作も学びます

2

マシニングセンタ
加工の自動化に必要な機械へ指令するプログ
ラムについて学びます。また、機械（マシニ
ングセンタ）の操作も学びます

4

フォローアップ訓練
今後の就職へ向けて、必要な技術・足りない
技術等を習得し、レベルアップをはかります

6

皆さん、こんにちは。
唐突で申し訳ございませんが、本コースのタイトルにありま
す「NC」ってなんだろう、って思いませんか？「NC」とは、
「コンピュータで機械の動きを制御する」ことを言います。こ
の「NC」がある事で、工作機械が自動で動き、製品を大量に作っ
てくれるんですね。本コースではそれらの機械を使うことが
できる技術者を目指すことができます。
「なにか、難しそうだなあ」と思ったそこのあなた、安心して
下さい。
NCオペレーション科では、５か月間の職業訓練に加えて、１
か月間の「企業実習」を実施
します。この企業実習を通し
て、実際の仕事を訓練期間中
に体験することができます。
私たちと一緒に基礎からしっ
かりと機械スキルを身に付け
て、広島県内の製造業で活躍
してみませんか。

担当指導員からのメッセージ

開講月

6月

定員

8名

就職率

92.3％
過去３年間実績値

企業実習付き
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修了生の声  企業実習先に採用されました。
　訓練では、旋盤、フライス盤、NC旋盤、マシニングセンタで切削加
工の知識、技能について学びました。企業実習では訓練で習ったこと
が通用するか不安でしたが、仕事のやり方、注意点、安全作業につい
て丁寧な指導を受け、無事終えることができました。自分が技術を通し
て成長ややりがいを感じることができ、そのまま採用されて良かったと
思っています。現在、修了して８か月が経ちますが、徐々に難しい仕事
を任されることも増えてきました。技術的に難しいことも多く大変では
ありますが、うまく仕事ができたときは達成感があります。今後は先輩
の技術に追いつけるよう、また、お客様に満足していただける製品が作
れるよう日々努力していきたいと考えています。

採用企業の声  
　企業実習では、実際にNC旋盤での製品製造の工程を担当してもらい
ました。担当社員の指導のもと、本人の意欲、技能の習得度合い等が
わかるので、就職の方法として良いシステムであると考えています。

修了生の声  
自分にピッタリ！希望の仕事に就けました。
　ポリテクセンターでは、就職先企業の紹介や会社見学の引率など、
就職活動に対して手厚くサポートしていただきました。おかげで、CAD
を使ったものづくりの仕事に就くことができました。現在は３次元CAD
とCAMを駆使して看板の部材を加工する為のNCデータ作成などを任
されています。

採用企業の声  
　ポリテクセンターを修了した方が何人か当社で働いてますが、図面を
理解し、CADの操作にも習熟しており、短い時間で当社の戦力となっ
てもらえました。先に入社した方の活躍もあり、求人のたびにポリテク
センターに応募者の依頼をするようになりました。

修了生の声
　ポリテクセンター広島の６か月間は毎日が勉強で、技能・技術はもち
ろん様々な工作機械に携わることができました。訓練を通して、厳しい
言い方にはなりますが、訓練はあくまでも訓練、実際に仕事で覚えるこ
とが多いのも事実です。ですが、訓練校でしっかりと基礎から勉強した
ことは決して無駄ではなく、この６か月間があったからこそ、今の自分
がいる事も事実です。

採用企業の声  ポリテク修了生 活躍中です。
　阪口さんは、仕事に対して真面目で意欲的であると実感しておりま
す。そして何よりもトライする姿勢が、ひしひしと伝わってきます。弊社
では技能・技術の習得も大事ですが、常に周りとのコミュニケーション
を取り、会社としてチームワークを大事にしていただける人材を希望し
ます。こういった方との出会いは「縁」、だからこそ、この出会いを提供
していただけたポリテクセンター広島には、今後とも素晴らしい人材の
育成を期待しております。

ポリテクを 修了したら…
CAD/CAM科・
NCオペレーション科

株式会社不動鐵工所
重藤  雅也さん

NCオペレーション科

企業実習付き

株式会社研創
長瀬   拡さん

CAD/CAM科

日本サカス株式会社
阪口  高行さん

NCオペレーション科

清掃業
製造業

学生アルバイト
正社員
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受講することで就職可能な仕事
●�特殊車両（消防車・医療検診車）製造会社での溶接・組立・
プレス作業
●�造船所での船・貨物船の溶接・組立作業
●�鉄工所でのビル・建物の骨組み（鉄骨）の溶接作業
●�建設機械の製造会社でのショベルカーなどの溶接・組立作業
●�検査会社で構造物・石油タンクの溶接部などの検査をす
る非破壊検査作業

訓練受講中に取得可能な資格
●�アーク溶接特別教育
●�動力プレス特別教育
●�産業用ロボット教示等特別教育
●�クレーン運転特別教育
●�自由研削といし特別教育
●�ガス溶接技能講習（登録番号と有効期間はp.29に記載）

予定される取得可能な資格（任意受験）
●溶接技能者評価試験（JIS基本級［被覆・半自動・TIG］）
●アルミ溶接技能者資格（基本級［TIG］）
●非破壊試験技術者資格試験

金属加工科
生活には欠かせない！金属材料の加工法・溶接に関する技能・技術を習得！

金属加工分野の魅力は
自動車、公園の遊具や金属製家具など身近なものから、船や高層ビルの骨組み等の大きなものまで様々
な金属製品を製造する仕事に就けます。形になって完成した製品を街中で目にした時は、喜びととも
に自分の自信にもつながります。“スキルをとことん磨き上げる”“自分で作ったものが生活の中で使
われている”“生活の根底を支えているという誇りが持てる”ことが一番の魅力です。

主な訓練内容

船をつくる仕事 航空機をつくる仕事 ビルの骨組みをつくる仕事

開講月

4月
10月

定員

12名

就職率

100％
過去３年間実績値

金属加工基本
図面の読み方、切断の方法、グラインダの使
い方などの鉄を加工するための基本技術を身
に付ける

1

溶接ロボット・レーザ加工・クレーン
鋼材の加工に必要なレーザ加工機の操作方法
を学ぶ。また、溶接ロボット・クレーンなど
の操作方法及び関連知識を習得する

3

機械板金・プレス
金属の板を切断・曲げ加工し箱状のものを作
る技術、金属製の棚や機械のカバー等に使用
されている技術を習得する

5

半自動アーク溶接
船・車・ビルの骨組み等を製作する際に使用
される溶接技術。現在の溶接作業の主流と
なっており、幅広い分野で使用されている

2

TIG溶接
金属製の棚や自動販売機等の薄い板（シートメ
タル）を溶接するのに適している溶接技術。半
自動溶接と同じく幅広い分野で使用されている

4

構造物鉄工・非破壊検査
部品を製作し、部品を溶接して組立て構造物
を製作する技術、製品の検査方法に関する知
識・技術を習得する

6

金属加工って何だろうと思ったあなた！
広島県は、自動車、造船、鉄道や、
機械、建築、鉄鋼業など、金属加
工業がとても盛んな県です。
資格をたくさん取得してスキルを
磨き、やりがいを持って一生働け
る仕事を一緒に探しましょう。

担当指導員からのメッセージ
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受講することで就職可能な仕事
●�特殊車両（消防車・医療検診車）製造会社での溶接・組立・プレス作業
●�造船所での船・貨物船の溶接・組立作業
●�鉄工所でのビル・建物の骨組み（鉄骨）の溶接作業
●�建設機械の製造会社でのショベルカーなどの溶接・組立作業
●�検査会社で構造物・石油タンクの溶接部などの検査をす
る非破壊検査作業

訓練受講中に取得可能な資格
●アーク溶接特別教育
●動力プレス特別教育
●産業用ロボット教示等特別教育
●クレーン運転特別教育
●自由研削といし特別教育
●ガス溶接技能講習（登録番号と有効期間はp.29に記載）

予定される取得可能な資格（任意受験）
●溶接技能者評価試験
　（JIS基本級［被覆・半自動・TIG］）
●アルミ溶接技能者資格（基本級［TIG］）
●非破壊試験技術者資格試験

金属加工科
生涯にわたって通用する！金属加工技術・技能を幅広く習得！

企業実習付きコースの魅力は
企業実習では訓練期間内の１か月間、企業で仕事を体験できます。訓練で身に付けた知識・技術・技
能を実際に現場で活用し、“実践力を身に付けます”。また、就業経験の少ない方・初めてこの業界に
挑戦する方にとっては“職場の雰囲気も体感することができる期間”でもあります。企業実習先に就
職することも可能です！

主な訓練内容

特殊車両をつくる仕事 新幹線の部品をつくる仕事 溶接した製品を検査する仕事

開講月

7月
1月

定員

12名

就職率

96.7％
過去３年間実績値

金属加工基本
図面の読み方、切断の方法、グラインダの使
い方などの鉄を加工するための基本技術を身
に付ける

1

溶接ロボット・レーザ加工・クレーン
鋼材の加工に必要なレーザ加工機の操作方法
を学ぶ。また、溶接ロボット・クレーンなど
の操作方法及び関連知識を習得する

3

企業実習
訓練で身に付けた知識・技術・技能を現場で
体験し、実践力を身に付ける。企業実習を行っ
た企業に就職することも可能

5

各種溶接作業
被覆アーク溶接・半自動溶接・TIG溶接・ロ
ボット溶接などの各種溶接技術を身に付け
る。幅広い分野で使用されている

2

機械板金・プレス
金属の板を切断・曲げ加工し箱状のものを作
る技術、金属製の棚や機械のカバー等に使用
されている技術を習得する

4

フォローアップ
企業実習を踏まえて、自分に足りない知識・
技術を学ぶ期間。より実践的なことを学ぶこ
とができる

6

金属加工に興味はあるけど、未経験だし
不安だなあと迷っているあなた！
安心して下さい、みんなはじめは未経験
ですよ。
企業実習をとおして実際の仕事を体験し、
職人への道を一緒に進んでみませんか。

担当指導員からのメッセージ

企業実習付き
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受講することで就職可能な仕事
●CADオペレータ
●CAD/CAMを利用した設計製図、板金展開
●レーザ加工機などのNC機械を使用したNCオペレータ
●機械板金による精密板金加工
●溶接ロボットによる各種製品の自動溶接

訓練受講中に取得可能な資格
●アーク溶接特別教育
●動力プレス特別教育
●産業用ロボット教示等特別教育
●クレーン運転特別教育
●自由研削といし特別教育
●ガス溶接技能講習
　（登録番号と有効期間はp.29に記載）

予定される取得可能な資格（任意受験）
●溶接技能者評価試験（JIS基本級［被覆・半自動・TIG］）
●アルミ溶接技能者資格（基本級［TIG］）
●非破壊試験技術者資格試験

シートメタルCAD科
板金業界で活躍！CADによる製図及び機械板金・溶接に関する技能・技術を習得！

シートメタル分野の魅力は
金属の薄板のことをシートメタルといいます。この科はパソコン操作が好きな人、手先が器用な人、ものづ
くりが好きな人、地道に集中して作業に取り組める人に向いている仕事です。ものづくりはCADで図面を
作成することから始まるため、“ものづくりの重要な部分を担うことができる”こと、自分の腕次第で製品
のできばえが変わるため“スキルを磨けば目に見えて自分の成長を感じることができる”ことが魅力です。

主な訓練内容

CADで図面をつくる仕事 機械板金でカバーをつくる仕事 新幹線の部品を溶接する仕事

金属加工基本
図面の読み方、切断の方法、グラインダの使
い方などの鉄を加工するための基本技術を身
に付ける

1

溶接ロボット・レーザ加工・クレーン
鋼材の加工に必要なレーザ加工機の操作方法
を学ぶ。また、溶接ロボット・クレーンなど
の操作方法及び関連知識を習得する

3

TIG溶接
TIG溶接の技術を習得。板金業界でよく利用
されているTIG溶接の基本及び実際の製品を
意識した溶接方法を習得

5

２次元CAD
製図の基本及び２次元のCAD技術を習得。
機械CADに加え、板金に特化したCADの技
術も習得する

2

３次元CAD
３次元CADの技術を習得。機械CADに加え、
板金に特化したCADの技術も習得する

4

機械板金・NCタレットパンチプレス
機械を使用し、板の材料（２次元）を箱の形
状（３次元）に曲げ加工していく、機械板金
技術を習得する

6

CADをやってみたいけど、ものづくりの仕事もいいなあと思っ
ているあなた！
両方やってみて決めましょ
う。自分の思わぬ適性が発見
できるかもしれません。
CADも金属加工も、一から丁
寧に指導しますよ。

担当指導員からのメッセージ

開講月

9月

定員

15名

就職率

100％
過去３年間実績値
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修了生の声  企業実習付きで本当によかった！
　前職は契約社員として郵便配達員として働いていましたが、自
分の武器にできる資格を取得し、正社員として製造業で働きた
いと考えていました。
　離職後、ハローワークでポリテクセンターの存在を知り、訓練
見学説明会に参加した際に行った溶接の体験から溶接の仕事に
興味を持ち、受講を決めました。
　まったくの未経験だったので不安はありましたが、訓練をして
いく中で少しずつ上達していくのがわかり、嬉しかったです。
　以前から車に興味があったのですが、企業実習先を探す際、
担任から特殊車両を製造する会社を紹介され、消防車や医療検
診車等の製造工程を見学させていただいたことで一層興味が湧
き、そちらに実習に行くことに決めました。実習中も、指導員の
巡回やポリテクセンター修了生の社員の方によくしていただき、
充実した実習期間を過ごすことができました。この実習後、縁あっ
て実習先である株式会社河野ボデー製作所に就職できましたが、
実習のおかげで職場のことを事前に知るこができたので、安心し
てスタートを切ることができました。
　職場では特殊車両の部品（鉄・ステンレス・アルミニウム等）
の溶接を担当していますが、ポリテクセンターで取得した資格を
活用でき、自分の手で部品を作り上げる作業がとても楽しく、や
りがいを持って仕事をしています。

修了生の声  【金属加工科】
・�就職活動において、金属加工科で取得した資格が有利になり、自動車製造のプレス・ロボット溶接の仕事に就
職できました。（28歳男性）
・�溶接は「難しい」「怖い」と思っていましたが考えていたほどではなく、それ以上に‘ものづくり’の楽しさを
心から実感できました。さらに就職活動の幅も広がり、造船所の溶接の仕事に就職できました。（30歳女性）

主な就職先 株式会社ウィズソル／株式会社アールテック・リジョウ／シーコム株式会社

修了生の声  【金属加工科 企業実習付き  】
・�最初は上手くいかなくても、少しずつ上達するのが確認でき、指導員・同期の仲間にも助けてもらい楽しく訓
練ができました。企業実習では、特殊車両（消防車・医療検診車等）を製造する会社に行き、訓練で取得し
た資格をフルに活用する職場に就職することができました。（26歳女性）
・�“溶接技術”は、ものづくりにとって必要不可欠であることから、様々な分野で就職活動ができました。企業
実習では仕事の理解もでき、希望する自動車部品製造に就職することができました。（29歳男性）

主な就職先 緑鋼材株式会社／株式会社河野ボデー製作所／日鋼テクノ株式会社

修了生の声  【シートメタルCAD科】
・�６か月間に多くの資格と技能が身に付き、金属でものづくりの経験ができました。就職でも希望する設計関連
の企業を紹介していただきとても感謝しています。（29歳男性）
・�未経験だったので最初は不安でしたが、先生方には丁寧に指導していただけました。訓練後もCADについて
のアドバイスをもらい、希望する企業（精密板金業CAD）へ就職できました。今後はスキルアップのため、能
力開発セミナーを受講する予定です。（35歳女性）

主な就職先 株式会社末広工業／景山産業株式会社／株式会社高村興業所

採用企業の声  
　堤さんは仕事に対する責任感が強く、
積極的に業務に取り組んでいます。現在
５名のポリテクセンター修了生が戦力と
して働いていますが、モノづくりの基礎
を学んでいる上、溶接関連の資格を取得
していたり、基礎技能を習得しているた
め定着率も高いです。今後も向上心とや
る気を持った人材を紹介していただきた
いと考えています。

ポリテクを 修了したら…
金属加工科・
シートメタルCAD科

株式会社河野ボデー製作所
堤   千里さん

金属加工科 企業実習付き

契約社員→正社員
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ICTシステムエンジニア科
これからの生産現場に必須となるプログラミング等のICTに関係する技術を習得！

ICT分野の魅力は
ビッグデータやAIなどが叫ばれる時代において、今後さらに需要が高まる仕事です。常に最先端の技
術を学びながら仕事ができるので、新鮮な気持ちで働くことができます。また、日々の生活の中で、
なくてはならない技術であるため利用者の生活や仕事をよりよく変えることが実感できる仕事であり、
社会に役立つことでやりがいを感じることができます。

主な訓練内容

社内システムをサポートする仕事 プログラムを作成する仕事 ネットワークを管理する仕事

受講することで就職可能な仕事
●�ソフトウェア開発会社でプログラムの作成をする仕事
●システム開発の会社で営業、企画、提案、開発補助をする仕事
●サーバー管理やシステム開発補助をする仕事
●スマートフォンのアプリを作成する仕事
●マクロ等での事務作業効率化を行う仕事
●工場の生産ラインのプログラムを作成する仕事

求人票に記載されている職種では下記のような職種に就職可能
　○プログラマ・システムエンジニア� ○スマートフォンアプリ開発
　○Webシステム開発� ○サーバー管理
　○営業補助� ○CADオペレータ
　○インフラエンジニア

予定される取得可能な資格（任意受験）
●ITパスポート試験（国家資格）
●基本情報技術者試験（国家資格）
●情報セキュリティマネジメント試験（国家資格）
●Java�Programmer�Silver�SE
●Microsoft�Office�Specialist

開講月

5月
11月

定員

24名

就職率

75.0％
過去３年間実績値

ICT基礎、ネットワーク
コンピュータの構成や２進数、16進数など
を学び、ICT分野へ関わるために前提となる
最低限の知識および技能・技術を身に付ける

1

Androidアプリケーション
プログラミングの応用として、Android端末
で動くアプリの開発手法を学び、工場を想定
したコンベア遠隔操作システムを開発する技
能・技術を身に付ける

3

Webシステム
プログラミングの応用として、　HTML・デー
タベース・プログラミングの３つの要素を用
いて、Webシステム構築に関する技能・技
術を身に付ける

5

プログラミング
ICTの基礎知識なども用いながら、プログラ
ミングの基本やソフトウェア開発などを学び、
PG・SEに必要な技能・技術を身に付ける

2

IoTシステム
プログラミングの応用として、IoTシステム
構築に関する技能・技術を身に付ける

4

その他（周辺分野）
シーケンス制御、CAD（AutoCAD）　など

6

　近年の応募者は若年者が多い傾向です。また性別の偏りが
なくなってきています。
　ICT人材不足と言われていますが、未経験者においてはスキル
よりもコミュニケーション・人柄が重視される傾向が見られます。
　当科では、毎日、新しい知識や技能・技術を学んでいただ
きます。また、並行して就職活動を行っていただきます。日々、
自身で勉強しつつ就職活動ができる方もしくは頑張れる方、
ぜひご応募ください。
　少しでも当科に興味を持っていただけたのであれば、ぜひ説
明会にご参加ください。指導員一同、心よりお待ちしております。

担当指導員からのメッセージ
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生産制御プログラミング科
生産現場の主役はロボット!? ロボットは生産性の向上に欠かせない！

生産制御分野の魅力
現代では、様々な場面でロボットが活躍しています。例えば、お菓子の製造工場であれば、「製造」か

ら「袋詰め」まで一連の工程を自動で行ってくれます。生産性を向上させるロボットの設計や開発を

する仕事は多くの場面で必要とされる魅力的な分野です。

主な訓練内容

制御盤を製作する仕事 CADで図面を作成する仕事 生産ロボットを製作する仕事

受講することで就職可能な仕事
●�制御盤の製作会社で配線作業、盤の取付け（電気工事）作
業に関する仕事
●�電気機器の製作会社で回路/配線設計（CADによる図面
作成）やプログラミングに関する仕事
●�電気機器・機械の製作会社で機器の組立て、保守・メンテ
ナンスに関する仕事

求人票に記載されている職種では下記のような職種に就職可能
　○制御盤製作・設計� ○電気設計、プログラミング（PLC）
　○CAD� ○電気機器/電気設備の保全

訓練修了後に取得可能な資格
●低圧電気取扱業務に係る特別教育

予定される取得可能な資格（任意受験）
●第二種電気工事士（国家資格）
●配電盤制御盤組立作業３級（技能検定）
●シーケンス制御作業３級（技能試験）
●電気系保全作業３級（技能検定）

開講月

7月
1月

定員

15名

就職率

83.3％
過去３年間実績値

電気理論
電気は目に見えない危険なものです。どのよ
うに電気が流れるかをオームの法則から学び
ます。また、安全作業の知識を学びます

1

プログラミング
生産ラインを制御するコンピュータ（PLC）
のプログラムを学びます

3

電気保全
生産ラインが故障で停止すると大きな障害と
なります。故障前に発見して交換する方法や
故障後、素早く修繕する方法を学びます

5

シーケンス制御
ベルトコンベアやロボットアームをスイッチ
で電気の流れを変えて、コントロールする方
法を学びます

2

CAD
制御盤を製作するには、機器の配置等を描い
た設計図面が必要になります。設計図面を作
成するために、AutoCADを基本から学びます

4

制御盤製作
制御盤は設備が動くだけではいけません。作
業性向上のため美観も必要になります。学ん
だことの総まとめで、制御盤を製作します

6
これからの生産現場の欠くことのできない生産ロボットの電
気配線、プログラミング、メンテナンスを習得できます。受
講生は未経験の方がほとんどで、基本から学ぶことができま
す。就職先でも性別関係なく活躍できますので、自分で作成
した生産ロボットが動く楽しさを体感していただき、生産現
場で欠くことのできない人材を目指します。

担当指導員からのメッセージ
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電気設備エンジニア科
ICT技術が進んでもインフラ設備の仕事は今後も絶対に無くならない！

電気設備分野の魅力は
電気設備分野では、建物に電気を送り明かりを灯したり、インターネットを利用するために必要な工

事を行ったりします。生活の中の便利を作るには電気が必要不可欠です。多くの人々に喜びを与える

魅力的な分野です。

電気工事をする仕事 制御盤を製作する仕事 消防設備工事・点検をする仕事

受講することで就職可能な仕事
●�照明やスイッチやコンセントなどの配線工事をする仕事
●�CADを用いて電気配線図の設計をする仕事
●�建物の消防設備の点検や工事をする仕事
●�建物内のネットワークを構築する仕事
●�自動制御の配線作業やPLC制御　（主にパソコンで行う
自動制御）で制御盤を製作する仕事

求人票に記載されている職種では下記のような職種に就職可能
　○建築物の電気配線工事　○事務所などのネットワーク構築
　○光ファイバ引込み工事　○太陽光パネル設置　○制御盤製作
　○PLC制御　　　　　　　○テレビ配線工事
　○高圧受電設備（電力会社から電気を受けとる設備）の保守

訓練修了後に取得可能な資格
●低圧電気取扱業務に係る特別教育

予定される取得可能な資格（任意受験）
●第二種電気工事士（国家資格）
●第一種電気工事士（国家資格）
●消防設備士乙種４類（国家資格）

開講月

5月8月2月

定員

15名

就職率

91.4％
過去３年間実績値

私たちの生活に必要不可欠な電気について、基礎から学ぶこ
とのできるコースです。身の回りにある家の照明・コンセン
ト・エアコン・信号機などが、どのような仕組みで使われて
いるのかを知ることができます。普段の生活にも密着したコー
スで、実習も多く就職後の業務に直結するような訓練を行っ
ています。デジタル化が進む社会でも無くならない、電気に
関わる仕事を目指してみませんか。

担当指導員からのメッセージ

主な訓練内容

電気理論
電気の法則や公式を、図や計算、測定を通し
て習得する。また、電気を取り扱うための安
全作業に関する知識・技能を習得する

1

CAD・受変電設備
Jw_cadを使用した屋内配線の設計や配線図の
書き方などを習得する。また、ビルなどで電気
を受電する機器の動作・点検方法を習得する

3

消防設備
火災を感知し周知する自動火災報知設備が正
しく動作するための決まり事や、施工方法・
点検方法を習得する

5

電気工事
建物の照明器具、コンセント、スイッチなど
の取り付け方法や、それらの器具への電気配
管・配線方法に関する技能・技術を習得する

2

シーケンス制御
モーターの自動制御等に使う回路の考え方や
配線方法を習得する。また、PLC（制御用コ
ンピューター）による制御について習得する

4

通信施工・空調工事
コンピューターネットワークに使用するLAN
に関する知識・技能について習得する。また、
家庭用エアコンの取付工事について習得する

6
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電気設備エンジニア科
ポリテクと企業での実習を組み合わせて即戦力人材になろう！

企業実習付きコースの魅力は
施設内訓練での学習に加え企業で実習を行うことにより、実際の仕事現場を体験し、『生きた技術・技

能』を身につけることができます。企業実習の期間に企業と訓練生が合意すれば、その企業に『就職』

することも可能です。

主な訓練内容

電気工事の仕事 消防設備工事・点検の仕事 制御盤を製作する仕事

受講することで就職可能な仕事
●�照明やコンセントを配線工事する仕事
●�建物の消防設備の点検や工事をする仕事
●�自動化機器への配線作業で制御盤を製作する仕事

求人票に記載されている職種では下記のような職種に就職可能
　○木造住宅電気工事　○ビル電気配線工事　○工場電気配線工事
　○太陽光パネル工事　○消防設備工事　　　○空調工事

訓練修了後に取得可能な資格
●低圧電気取扱業務に係る特別教育

予定される取得可能な資格（任意受験）
●第二種電気工事士（国家資格）
●第一種電気工事士（国家資格）
●消防設備士乙種第４類（国家資格）

電気理論
電気の法則や公式を、図や計算、測定を通し
て習得する。また、電気を取り扱うための安
全作業に関する知識・技能を習得する

1

消防・空調設備工事
自動火災報知設備の施工・点検方法を習得す
る。また、家庭用エアコンの取付工事につい
て習得する

3

企業実習
電気・消防設備工事業務または電気機器配線
組立・保全業務の現場実習を体験し、実務に
必要な技能技術と安全の知識を習得する

5

電気工事
建物の照明器具、コンセント、スイッチなど
の取り付け方法やそれらの器具への電気配
管・配線方法に関する技能・技術を習得する

2

受変電設備・シーケンス制御
ビルなどで電気を受電する機器の動作・点検
方法を習得する。また、モーターの自動制御
等に使う回路の考え方や配線方法を習得する

4

フォローアップ
企業実習における課題や問題点を解決し、実
務における問題解決手法を習得する。また、
電気工事士資格へのサポートを実施する

6
本コース最大の特徴は企業実習がある点です。
企業実習を通して仕事に対する理解が深まり，就職後のミス
マッチをなくすことが可能です。実際に多くの訓練生が企業
実習先に就職しています。「実際の現場を体験したい」「仕事
に対する適性を知りたい」という方は、ぜひ企業実習付きコー
スをご検討ください。

担当指導員からのメッセージ

企業実習付き 開講月

7月

定員

10名

就職率

88.0％
過去３年間実績値
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　前職では産業用ロボットのティーチング業務
に携わっていました。ものづくりに関わってい
く中で、ものづくりの深さを知り、同時に楽し
いと思うようになりました。次の仕事では電気
制御に関する仕事がしたいと考えているとき
に、ポリテクセンターで実施している生産制御
プログラミング科で電気制御に関する知識や
技術を習得できることを知り入所しました。入
所後は電気に関する基礎知識、空気圧、PLC
制御等、実習メインだったので、技術が身に付
き現在の仕事の基盤となってとても役立ってい
ます。また、先生方のサポートが手厚く、親身
になって相談に乗っていただいたおかげで希望
する仕事に就くことができました。
　習得した技術を生かしてPLCソフトの作成
や改造の仕事を毎日行っています。先輩方に
連れられて現場に出向き、PLCソフトを触って
既設装置や新設装置をお客様の要望通り動か
せるように、四苦八苦しながら頑張っています。

　これまでの経験としては、公務員・営業・工業系と、全く
畑違いな業務に従事してきました。
　そんな中「手に職をつけたい」という想いから、将来性の
あるIT業界に興味を持ちました。
　手に職をつけるなら物作りだ！と考え、縁あって希望してい
たプログラマーになれました。
　プログラマーは完全に経験がものをいう業界であり、最初
は戦力になれません。でもめげずに努力することで確実に成
長し、なりたい自分に近づけている実感が持てることが今の
最高の楽しみになりました。

採用企業の声  　取締役社長　田中 政宏様

　NKさんは真面目で素直に先輩からの指導を受け入れて、非常に飲み
込みが早く入社して４か月経たない内から戦力になってもらっています。
　ポリテクセンターで基本的な知識や技能を学んできておられるので、
指導側もやり易く助かっています。弊社にはNKさん含めて３名の卒業生
がいます。皆技術を習得して戦力になっています。社員の働きやすさや
働き甲斐を持てる会社を目指していきますのでポリテクセンターで学ば
れた卒業生と共に成長していければと思っております。

採用者の声  　システム営業部　課長　荻野 誠治様

　勤勉かつ積極的なところが魅力的です。
　ポリテクセンターへ企業説明をさせていただいた際に、一
番多く質問をしてくれました。とても積極的で好印象でした。
　内定が決まり、入社する前に、自身でJavasilverを受験し
合格されました。
　本当に努力家で素晴らしいと思いました。
　現在も、自己研鑽に励みながら、積極的に提案し、業務を
進めていらっしゃいます。

ポリテクを 修了したら…
ICTシステムエンジニア科・
生産制御プログラミング科

バロ電機工業株式会社
N.Kさん（27）

［⇒前職：（基板製造（正規）］

令和３年６月 入所
令和３年11月 修了

株式会社アイティープロデュース
K.Kさん（28）

［⇒前職：工業（正社員）］

ICT生産サポート科

 ７か月訓練
令和３年10月 入所
令和４年４月 修了

生産制御プログラミング科　実習が多く技術が身に付き現在の仕事に役立っています。

ICT生産サポート科（現：ICTシステムエンジニア科）

IT業界未経験からプログラマーに！

バロ電機工業株式会社 （広島県広島市）現在ポリテクの修了生３名が活躍
　機械装置の制御、制御盤設計製作、機内配線工事、現地試運転調整と機械装置が満足で
きる動きになるよう一貫した対応をします。
　機械化・自動化・省人化など生産工場での課題をクリアするため、機械提案設計製作、ラ
イン構築、ロボットシステム構築など技術を習得しつつあらゆる分野の業界で「想いをカタチ
にする」理念のもと、成長していく企業です。
（製品例）
・ゴム製品の検査装置・加工機　　金属管印字装置　　コンベア搬送ライン　　ちょうちん自動谷折機　など

株式会社アイティープロデュース
（広島県広島市）

現在ポリテクの修了生３名が活躍
設立：2007年４月
資本金：4000万円
事業内容：�ソフトウェア開発・ソフトウェ

アテスト・RPA等
　　　　　��コンピュータのプログラム言

語を使用してのシステム開発。
従業員：72名
拠点：東京（本社）、出雲支社、広島支店
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ICTシステムエンジニア科・
生産制御プログラミング科 ポリテクを 修了したら… 電気設備エンジニア科

ポリテクセンターで勉強したことは、

現場で役立っています。
　ポリテクセンターでは、企業説明会・指名求人・
就職相談等様々な就職支援の制度がありとても良
かったです。
　現在の会社を志望した決め手になったのは、企
業説明会で社長と直々に話をすることができたか
らです。直接話ができる機会をもらえたことは就
職先を決めるうえで役立ちました。
　実践的な訓練のおかげで、現在電気工事の現場
でとても役に立っています。

大保電業株式会社（広島県広島市南区）

　昭和21年創業以来、広島の地元中心に公官庁や民間から

請け負う電気工事会社です。高圧受変電設備・弱電設備・

太陽光設備・消防・空調設備等幅広く工事をしています。最

近では、技術向上に向けた社内研修・資格取得の助成等社

員教育にも力をいれています。今後もお客様から信頼して

いただける工事会社となれるよう邁進していきます。

（工事例）

・広島市　祇園中学校屋内運動場新築その他電気設備工事

・�広島県　広島県総合グランドメインスタジアムほか２棟ト

イレ改修電気設備工事等

大保電業株式会社
Ｋ・Ｓさん（33）

電気設備エンジニア科

導入講習付き
（７か月訓練）
令和２年10月 入所
令和３年４月 修了

   就職先企業での活躍

Ｋ・Ｓさんの業務
令和３年５月入社。
民間施設の改装工事・照明器具の
LED化工事・公共施設での点検業
務等熟練の先輩達とペアで様々な
現場で作業しています。毎日が勉強
の連続です。

採用者の声  　代表取締役　藤井　悟

基本的な知識と技能をポリテクセンターで学ん
できているので、現場での呑み込みが早いで
す。企業説明会で現場の状況を伝えることがで
きたのでお互いに仕事内容の相違を減らすこと
ができたと思います。先輩からも頑張って活躍
していると聞いているので、今後も非常に楽し
みにしています。
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ビル管理技術科
開講月

6月9月

12月3月

建築物を維持・管理するための知識と技術を習得！

ビル管理分野の魅力は
電気、空調、給排水などのさまざまな設備を維持管理する仕事です。機器の監視・点検・不具合発生

時の緊急対応などが基本的な仕事になります。建物を利用する多くの方に感謝される仕事であること

が魅力です。

設備の運転状況を監視する仕事 設備の巡回点検をする仕事 設備の整備・修理をする仕事

受講することで就職可能な仕事
●�ビル管理会社で設備管理や施設警備をする仕事
●上下水処理施設で設備の点検・整備をする仕事
●不動産会社でマンション管理をする仕事

予定される取得可能な資格（任意受験）
●第二種電気工事士（国家資格）
●二級ボイラー技士（国家資格）
●乙種第４類危険物取扱者（国家資格）
●乙種第４類消防設備士（国家資格）

定員

25名

就職率

91.5％
過去３年間実績値

ビル管理技術科では、建物内の設備を保守・管理するための
知識や技能を基礎から習得していただきます。
ビル管理の業務内容は電気設備、消防設備、エアコン、衛生
器具等と幅広く、それに関連する資格も多いため、訓練内容
も１か月ごとに大きく変わります。
当科を希望される場合は、企業のホームページやハローワー
クの求人票等で事前に調べていただいた上で受講すると、充
実した６か月を過ごすことができると思います。
興味のある方は、ぜひ見学にお越しください。

担当指導員からのメッセージ

主な訓練内容

電気工事
電気の基礎知識、電気設備の工事・点検・
修理

1

危険物取扱い・設備CAD
乙４類危険物の取扱い、設備図面の読み方や
書き方

3

空調設備管理
エアコンの据付や冷凍機の仕組みに関する知
識・技能

5

電気設備管理
シーケンス制御、受変電設備に関する技能

2

消防設備・ボイラー取扱い
自動火災報知設備に関する知識・技能、ボイ
ラー運転に関する知識

4

給排水設備管理
水道配管の工事・修理や衛生器具の据付に関
する知識・技能

6
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ポリテクを 修了したら… ビル管理技術科

修了生の声  就職先：株式会社 不二ビルサービス
　訓練受講を決めた理由は、知人から、ビル管理の仕事をするならポリテク

センターで職業訓練を受け、資格を取得した方が良いと勧められたことでし

た。楽しかったことは年の離れた同級生が出来たことです。私のクラスの年

齢は30代～ 60代と幅広く、最初はお互い照れくさく打ち解けづらかったで

すが、訓練を通して次第にクラスがまとまり、今では定期的に同窓会を開催

したり、LINEグループでお互いの近況を共有しています。

　現在、資格取得に向けて勉強しています。ビル管理の仕事は資格がないと

勤務ができない現場もあり、自分自身のスキルアップの為に取り組んでいま

す。皆さんも「資格を取得してビル管理の仕事をしてみたい！」と思い立ったら、

是非ビル管理技術科で学んでみてください！

採用企業の声  　設備管理部 管理課長　立川　詳徳様

　森根さんは、仕事に対して真面目に取り組み、何事にも挑戦

する精神が素晴らしいです。就職後も自己啓発に積極的に取り

組み、設備資格も取得されました。また、持ち前のコミュニケー

ション力の高さで、お客様に対して、わが社の社是でもある『奉

仕するわれらの業務』の気持ちで業務に励んでいて、『笑顔で

仕事楽しい職場』を実践されています。

   業務内容

   会社概要

　巡回・修繕・設備点検・テナント対応等ビル管理業務全般を担当しています。ビ
ル管理の仕事は年単位・月単位・日々のスケジューリングで動いてます。電気・給排
水衛生・空気調和・防災・環境衛生等の点検や清掃を実施し、ビルの保全を行って
います。訓練で学んだことは知識や資格取得で役に立っています。特に計器（テスター、
メガー等）の使用方法、トイレ設備の修繕方法等は現場ですぐに役に立ちました。
　ビル管理に必要な資格の取得はもちろんですが、ビル管理に関する知識を深め、
経験を積みビル所有者様に適切な更新や修繕提案ができることを目標としています。

　㈱不二ビルサービスは環境創造企業です。ビルにとって、快適な環境
とは、安全・清潔であることです。この安全・清潔を実現するために、私
たちは、環境衛生（空気環境測定、飲料水水質検査、ねずみ害虫駆除）、
電気設備・空調設備の運転保守等、多くのサービスを提供しています。
　ビル管理はサービス業であり、ビル所有者様、関係者、利用者様に喜
んでいただける環境をサービスとして提供することが使命であり、感謝の
言葉が私達の原動力となっています。

森根　準さん（48）

その他の就職先 株式会社広島リバイン、株式会社メックステクノ中国
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住宅リフォーム技術科
住宅の建築・リフォーム作業や管理で必要となる技能・技術を習得！

住宅の「建築」「リフォーム」「管理」の魅力は
住宅の建築・リフォームの仕事は、住む人の生活を支え自分の仕事が末永くカタチとして残るという
魅力があります。
建物づくりの管理は、様々な種類（基礎工事、設備工事、内装工事等）の仕事がスムーズに進むよう
に現場の管理をする、重要でやりがいのある仕事です。

住宅・内装をつくる仕事 建築図面を作成する仕事 建物づくりの管理をする仕事

受講することで就職可能な仕事
●�住宅の新築やリフォーム工事を管理する仕事
●�外装・内装（床・壁・天井）工事をする仕事
●�住宅建材の販売や木材の製材をする仕事
●�住宅メーカーで住宅の点検を行う仕事
●�建設会社や工務店で設計・施工図面をつくる仕事

訓練終了後に取得可能な資格
●フルハーネス型安全帯に関する特別教育
●足場の組み立て等の業務に係る特別教育
●丸のこの取り扱いに係る安全教育

予定される取得可能な資格（任意受験）
●建築CAD検定（２級）
●DIYアドバイザー（２次試験免除の実績あり）
●福祉住環境コーディネーター（２級）

住宅リフォーム技術科は、住宅の施工や施工管理、営業といっ
た仕事に興味がある方におススメのコースです。
当科は６か月間の半分が、実際の建物を施工する実習となっ
ています。身体を動かす作業について不安な方も多いと思い
ますが、男女問わず様々な方が訓練を受講しています。もち
ろん、それなりに体力を消耗しますが、そこで得られる経験は、
今後建築に携わる仕事をされる方にとって有益なものになる
はずです。

担当指導員からのメッセージ

主な訓練内容

建築構造・法規
建築構造・建築法規を理解。木造建築のリ
フォーム計画や提案ができる知識を身に付
ける

1

福祉住環境設備
住宅環境のより良い考え方を習得、建築物のリ
フォーム方法やプランニングに関する基本的な
技能を身に付ける

3

内外装・仕上げ作業
建て方・内装・外装工事とその仕上げ工事に
係る知識と技能を身に付ける

5

建築CAD
建築２次元CADを用い、建築工事に必要な
図面の読み方・作成の知識・技能を身に付
ける

2

大工工事基本作業
建築工事で使用する手工具・電動工具の取り
扱いや、実践的な木材加工技術を身に付ける

4

住宅リフォーム工事
住宅リフォーム工事に係る全般の技術と技能
を身に付ける

6

開講月

5月8月

11月2月

定員

15名

就職率

89.8％
過去３年間実績値
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ポリテクを 修了したら… 住宅リフォーム技術科

ポリテクで新しい職種へ進む自信が持てました！

修了生 Ｎさん（33）

（現在の仕事）
ビルやマンションなどの
大規模建築物の施工管理

訓練を希望する方に向けて一言

就職のサポートについて
　ポリテクセンターで訓練していく中で建設の仕事に興味を持ち、リフォームだけでなく建設全般の仕事
をしたくなり指導員に相談をしていました。その際、建物を作る工程の全体を見ることができる施工管理
の仕事があることと、現在就職している会社を紹介していただきました。こちらは全国に支店があり、資
格取得などの支援もあるということだったのですぐに応募しました。結果、正社員として就職することが
できました。就職後は様々な工事に従事し、現在は工事監督として忙しくも充実した日々を過ごしています。

　現在、弊社では数多くの方が各工事で活躍していま
す。私自身もポリテクセンターで学んだことを生かし
工事監督として実績を重ねています。建物を造る仕事
はとてもやりがいがあり、形に残る仕事だと思います。
　建設業には多種多様な国家資格がありキャリアアッ
プできることもやりがいの一つです。私も二級建築施
工管理技士取得に向けて、日々勉強を頑張っていま
す。ポリテクセンターに入所したら、知識や技能を学
びつつ自分の進みたい方向を相談し、少しでも早く希
望の職場に巡り合えるよう頑張ってください。

就職先：株式会社 ユニバーサル建設

　前職はアミューズメント施設の管理職として働いていました。業界の低迷が目立ち別業種への転職を考え
ていましたが、30代で別の業種に行くことに足踏みしていた際、ポリテクセンターの存在を知り住宅リフォー
ム技術科に応募しました。
　はじめは覚える専門用語や技術が多く挫折しそうにもなりましたが、指導員の皆さんが親身に教えてくだ
さったので、実りのある半年を過ごすことができ、新しい職種へ進む自信が持てました。

修了生の声



26

住環境プランニング科
住宅の快適な環境整備に関する技能・技術を習得！

住環境計画をする仕事の魅力は
住宅展示場等に来場されたお客様や以前からのお客様などに対して、商品説明からプラン提案、資金
計画、契約、着工後のスケジュール管理、引渡しなどを行います。詳細な設計は専門のプランナーが、
工事は現場監督が担当するため、お客様と接し、各担当者と協力しながら仕事を進めることが特徴で
あり魅力です。
建築図面の作成や、インテリアの提案をすることもあります。

住宅の企画提案をする仕事 住宅の点検をする仕事 インテリアをコーディネートする仕事

受講することで就職可能な仕事
●�建設会社で営業や事務をする仕事

●�建設会社で建築図面をつくる仕事

●�不動産会社で物件を管理・点検する仕事

●�建設会社で内外装のプランニングの補助をする仕事

予定される取得可能な資格（任意受験）
●建築CAD検定（２級）

●福祉住環境コーディネーター（２級）

●インテリアコーディネーター

住環境プランニング科は、育児・介護をしながら働くことを
希望する方や育児・介護から仕事への復帰を目指す方等への
再就職が円滑に進むよう、時間に配慮した『短時間訓練コース』
です。
１日の訓練時間が４時間（９：30 ～ 13：05）、訓練期間は
４か月で、建築や福祉住環境の基礎知識、CADによる各種図
面作成、３次元CAD等を習得できます。
不動産や住宅リフォームを扱う会社での事務や、企画・営業
などの仕事に興味がある方にオススメのコースです。

担当指導員からのメッセージ

主な訓練内容

住宅構造・法規
住宅の構造、建築法規に関する知識と設計業
務に関する技能及び関連知識を習得する

1

建築３次元シミュレーション
インテリアコーディネート
３次元CADによる住宅モデルの作成や、そ
れを用いたプレゼンテーションの技術を身に
付ける。
また、インテリアコーディネートに必要な知
識や作図技法を身に付ける

3

建築CAD
CADの操作方法の基本を理解し、建築図面
の作成方法を身に付ける。
また、既存住宅の点検等の必要な基礎知識と
その目的を理解し、住環境整備に関する知識、
技能を習得する

2

４か月コース

開講月

7月11月

3月

定員

20名

令和4年度

新設科
働くことを希望する、子育て・介護を

行っている方のための
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ポリテクセンターって、企業実習付きの訓練もあるんですよ。

今やっているのは、金属の板をくっつけたり曲げたりして形を作る金属加工科や、
金属を機械で削ったりして形を作るNCオペレーション科、電気工事の技術を勉強する電
気設備エンジニア科がありますよ。

もし行ってみたい会社が決まっていたら、極力その会社に行けるように私が交渉するし、
「こんな仕事してみたい」とか「この地域がいいな」くらいの希望でも、しっかり相談し
ながら実習先を決めていけますよ。企業とのやりとりも、全部私がやるから大丈夫。

担任が実習先を巡回するし、担任と話したい時は、電話してくれれば、いつでも相談に
のりますよ。それに、実習先にはポリテクセンター出身の先輩が就職していることも多
いんだ。先輩がいたので心強かった！という声もあるんですよ。

それも大丈夫。実習が終わってから、またみんなでポリテクセンターで訓練を受けるん
だけど、実習中にわかった自分の弱点を克服できる時間をしっかり取ってありますよ。
就職する時にはできるように、私達もフォローをするから、安心していいですよ。

企業実習付き就職率はなんと92.6％！（過去３年間実績値）。しかもその大半が、実習終了時点で
実習先に内定をもらえているんですよ。就職する前にどういう会社なのかもわかるし、もちろん会
社の方にも自分のことをしっかりわかってもらった上で就職できるから、定着率も高いんですよ。

へぇ、企業実習とかあるんだ。どういうコースがあるの？

面白そう〜。でも、企業実習先って自分で探さないといけないんでしょ。
いろいろ手続きありそうで、面倒だな。

実習中って友達もいないし孤独っぽい。ひとりぼっち、嫌だな。

あ、でも実習中に、まだ十分できないこととか分からないことが出てきたら、
そこに就職するの、無理だよね。

そうなんだ。これならちゃんとやりたいことできるようになるかな。
企業実習付きコース、行ってみようかな。

実際、就職ってできるのかな。

企業実習付き職業訓練ってどんなメリットがあるの？

求職中

ポリテクセンター
指導員

※55歳未満の方が対象となります

せっかくポリテク受けるんじ
ゃけえ、

　　　　　企業実習付き
に入ったらええじゃろー
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№ 資格名 実施団体 申請時期 試験日

CAD/CAM科

１ 技能検定
（機械プラント製図作業３級）

中央職業能力開発協会
広島県職業能力開発協会 10月上旬～中旬 【後期】１月頃

NCオペレーション科、NCオペレーション科（企業実習付き）

１ 技能検定
（機械加工３級）

中央職業能力開発協会
広島県職業能力開発協会

【前期】
４月上旬～中旬
（普通旋盤作業、フライス盤作業）
【後期】
10月上旬～中旬
（普通旋盤作業）

【前期】７月頃
【後期】12月頃

２ 技能検定
（機械検査３級）

【後期】
10月上旬～中旬
（機械検査作業）

【後期】12月頃

金属加工科、金属加工科（企業実習付き）、シートメタルCAD科

１
JIS溶接技能者評価試験
（被覆・半自動・ステンレス基
本級）

（一社）日本溶接協会
広島県溶接協会 試験日の40日前締切（必着）

2023年４月下旬
　　　��７月下旬
　　　��９月中旬
　　　�11月下旬
2024年１月下旬

２ アルミニウム溶接技能者評価
試験（基本級） （一社）軽金属溶接協会 試験日の１か月前締切（必着） 【前期】６月上旬

【後期】12月上旬

３ 非破壊試験技術者資格試験 （一社）非破壊検査協会 【前期】６月下旬～７月上旬
【後期】１月下旬～２月上旬

【前期】９月中旬
【後期】３月中旬

ICTシステムエンジニア科
１ ITパスポート試験

（独）情報処理推進機構

随時 随時（CBT形式）

２ 情報セキュリティマネジメン
ト試験

【上期】６月上旬～７月中旬
【下期】11月上旬～ 12月中旬

【上期】７月上旬～７
月下旬（CBT形式）
【下期】12月上旬～
12月下旬（CBT形式）

３ 基本情報処理技術者試験 【上期】４月中旬～６月中旬
【下期】９月中旬～ 11月中旬

【上期】５月上旬～６
月下旬（CBT形式）
【下期】10月上旬～
11月中旬（CBT形式）

４ Microsoft�Office�Specialist�
Accessスペシャリストレベル （株）オデッセイコミュニケーションズ 随時 随時（CBT形式）

５ Java�Programmer�Silver�SE Oracle�Corporation 随時 随時

電気設備エンジニア科、電気設備エンジニア科（企業実習付き）、生産制御プログラミング科

１ 第二種電気工事士
（一財）電気技術者試験センター

【上期】３月下旬～４月上旬
【下期】８月下旬～９月上旬

【上期】
学科試験：５月下旬
実技試験：７月下旬
【下期】
学科試験：10月下旬
実技試験：12月中旬

２ 第一種電気工事士 ６月中旬～７月上旬 学科試験：10月下旬
実技試験：12月中旬

取得可能な資格（任意受験）一覧
受講することで
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№ 資格名 実施団体 申請時期 試験日

３ 乙４種消防設備士 （一財）消防試験研究センター
※広島県
【前期】６月下旬～７月上旬
【後期】12月上旬～中旬

※広島県
【前期】８月下旬
【後期】２月中旬

４ シーケンス制御作業３級
（技能検定） 中央職業能力開発協会

広島県職業能力開発協会

10月上旬～中旬 １月頃

５ 配電盤・制御盤組立て作業３級
（技能検定） 10月上旬～中旬 １月頃

６ 電気系保全作業３級
（技能検定） （公社）日本プラントメンテナンス協会 ３月中旬～４月中旬 ６月頃

ビル管理技術科

１ 第二種電気工事士 （一財）電気技術者試験センター 【上期】３月下旬～４月上旬
【下期】８月下旬～９月上旬

【上期】
学科試験：５月下旬
実技試験：７月下旬
【下期】
学科試験：10月下旬
実技試験：12月下旬

２ 二級ボイラー技士 （公財）安全衛生技術試験協会 試験希望日の２か月前から14日前
（郵送）又は、２日前（持参）まで 毎月１回

３ 乙４類危険物取扱者 （一財）消防試験研究センター
※広島県
【１回目】４月下旬～５月上旬
【２回目】10月上旬
【３回目】１月中旬

※広島県
【１回目】６月中旬
【２回目】11月下旬
【３回目】３月中旬

４ 乙４種消防設備士 （一財）消防試験研究センター
※広島県
【前期】６月下旬～７月上旬
【後期】12月上旬～ 12月中旬

※広島県
【前期】８月下旬
【後期】２月中旬

住宅リフォーム技術科、住環境プランニング科

１ 建築CAD検定試験 （一社）全国建築CAD連盟 試験日の約３か月前
【第１回】４月
【第２回】７月
【第３回】10月
【第４回】１月

２ DIYアドバイザー資格試験 日本DIY・ホームセンター協会 ６月中旬～７月中旬
学科試験：７月下旬
～８月下旬（CBT）
実技：11月

３ インテリアコーディネーター （公社）インテリア産業協会 ７月下旬～８月下旬 一次試験：10月上旬～中旬
二次試験：12月上旬～中旬

４ 福祉住環境コーディネーター
検定試験 東京商工会議所 【前期】６月中旬～６月下旬

【後期】10月上旬～ 10月中旬

【前期】７月中旬～８
月上旬（CBT）
【後期】11月中旬～
11月下旬（CBT）

※�「技能講習」「特別教育」とは、危険または有害な特定の業務において、労働者の指揮等を行う作業主任者及び作業主任者および就業制
限業務に従事するものについて、労働安全衛生法で義務付けられる講習または教育のことで、受講期間中に修了することができます。

★ガス溶接技能講習に係る登録番号及び有効期間
　「広島労働局長登録教習機関第23号　有効期間満了日2024年３月30日」
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Q Q
A A

見学説明会のご案内
毎月２回、見学説明会を開催しています。

説明会では実際に使用する施設や設備を見ることができ、訓練に関する疑問等を、直接、担当の指導

員に質問することもできます。

訓練の受講を検討されている方は、ぜひ、ご参加ください。

　※見学説明会は、求職活動実績として認められています。

会　　場 　ポリテクセンター広島　本館３階大教室

開催日程 　Ｐ４～５のハロートレーニング実施日程の「見学説明会」欄でご確認ください。

申　込　み 　��住所又は居所の管轄するハローワークでお申込みいただくか、ポリテクセンター広島
へ、開催日の前日までにご連絡ください。（土日祝日を除く）

持　参　物 　筆記用具、マスク
　　　　　　　� ���※�実習場等を見学しますので、動きやすい服装で来所してください。また、サンダル、

ヒールなどの不安定な靴での参加はご遠慮ください。

スケジュール 　●開場　９：00
　　　　　　　� �●見学・説明会　　９：30～12：00前後

　　　　　　　� �全体説明の後、各訓練科の説明、その後、第一希望科を見学します。

　　　　　　　　見学は２科までできますが、その場合は終了時刻が12時を過ぎることがあります。

そ　の　他 　見学説明会・選考試験・面接の際の所内駐車はできません。
　　　　　　　� ��やむを得ず車で来所される場合は、近隣の駐車場をご利用ください。（駐車場代は自己負担）

来て、見
て、

聞いて、
スッキリ
わかる

ポリテクセンター広島の職業訓練を見てみよう！

Q
A

各訓練科の指導員が
詳しく説明します。
さまざまな質問にも
お答えしますので、
疑問や不安が解消さ
れます。

訓練内容や就職状況を
知りたい！

実習場や教室で実際
に使用する設備や機
器を使った訓練の様
子をご覧いただけま
す。

訓練の様子を見たい！

多くの女性の方が受
講され、関連職種に
就職されています。
科によって増減はあ
りますが、受講生の
うち、３割強の方が
女性です。

訓練の受講は女性でも
大丈夫？
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入所選考
　ポリテクセンターで行う職業訓練は、求職者の方々が職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得し、
早期就職していただくために行っておりますので、受講者は次のいずれの要件も満たす方を対象とさせて
いただいております。入所選考は、希望者がその要件を満たす方であることを確認するために行います。

【受講要件】
①　訓練に関連する職種への就職を希望していること。
②　訓練を受講することに熱意を有していること。
③　訓練の内容を理解するために必要な基礎学力を有していること。
④　訓練受講・修了に支障がないこと（健康状態や受講態度）。

【選考方法】
　筆記試験と面接試験を行います。試験結果を基に総合評価をし、合格者を決定します。
　※鉛筆（シャープペン）・消しゴム以外の物は使用できません。

【その他】
　試験の開始時間に遅れた場合、受験することができませんのでご注意ください。
　合否結果は、合否発送日に文書を発送してお知らせします。

※インターネット等で販売されている過去問題集などは、ポリテクセンターとは一切関係がありませんのでご注意ください。
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充実の就職支援
受講生一人ひとりのキャリアや事情に応じたきめ細かい就職相談や、
求人情報の提供などを行っています。

ジョブ・カードの作成支援
ジョブ・カードは、自己理解、仕事理解が
できる「生涯を通じたキャリア・プランニ
ングツール」です。
これまでの職業経験の棚卸しを行い、職業
能力の自己理解を深め、自分の強みを把握
します。また、今後の職業人生を考えるこ
とで、自身の職業価値観を明確にし、仕事
理解を深めます。

模擬面接
就職支援アドバイザーによる模擬面接を行
います。模擬面接では本番を想定した様々
な質問を行い、受け答えについてのアドバ
イスを行うので、面接本番での自己表現力
が格段にアップします。

就職講話
就職活動に役立つ情報や、希望に沿った就
職をするために必要なポイントなどをわか
りやすく学びます。
求人情報の収集や絞り込み、応募書類の作
り方、面接の受け答えのポイントやマナー
など、就職活動に成功するためのノウハウ
を学ぶことができます。

企業説明会
ポリテクセンター内で企業の人事担当者か
ら、直接、職務内容や待遇について聞くこ
とができる企業説明会を開催しています。
多くの受講生が、企業説明会に参加するこ
とで、希望する就職先を見つけています。
また、応募前に指導員の引率により、個別
に企業等を訪問し、労働環境等を確認する
こともできます。

個別相談
作成したジョブ・カードを基に、就職に対
する希望や悩みを聞きながら、担当指導員、
就職相談員、就職支援アドバイザーが一人
ひとりの希望に合ったきめ細やかな支援、
アドバイスを行います。希望する職種や労
働条件に該当する職種の求人動向や企業の
求める人物像についての情報を得ることも
できます。

指名求人・専用求人の活用
個人名を伏せ、職務経験や希望職種、受講
生のPR等をまとめた冊子を広島県を中心
とした関連企業に送付します。情報はホー
ムページでも公開しており、リストを見た
企業から受講生個人に対して、指名求人が
行われます。
また、ポリテクセンター専用求人もあり、
就職の幅やチャンスが広がります。

就職情報室には、ハローワークの求人検索端末と同じ情報を閲覧できる端末を設置しており、ハロー
ワークに行けない時も求人を探すことが可能です。
また、県内のハローワークが受理した新着求人一覧を各クラスに配布しておりますので、教室でも最
新の求人情報の閲覧ができます。
なお、就職情報室は入所日から修了後３か月目まで利用可能です。
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CADで迷ったら…～ポリテクセンターで行われるCAD訓練の比較～

託児サービスのご案内

CAD/CAM科
（１日６時間６か月コース）

住宅リフォーム技術科
（１日６時間６か月コース）

住環境プランニング科
（１日４時間４か月コース）

ＣＡＤを使用した
訓練内容

金属の塊を加工する際に必要となる
製図 建築工事に必要な図面の作成 プレゼンテーションなどに必要な図

面やイメージ画像の作成

訓練時間数 648H 648H 270H

上記のうち
ＣＡＤにかける時間 324H 90H 90H

使用ソフト AutoCAD（２D）
SOLID�WORKS（３D) Jw-CAD（２D） Jw-CAD（２D)

３Dマイホームデザイナー（３D)

製図の対象物 金属、機械加工に使う部品図・製品図 建物の平面図、立面図 建物の平面図、立面図
建物のデザイン図

このような方に
オススメ

とにかくＣＡＤがやりたい方、機械
部品等の製図をしたい方

本気で建築のことを学びたい方、建物に
興味がある方、建築物の製図をしたい方

子育てや介護と仕事の両立をしたい
方、作図補助をしたい方

■対象者　　　　　　就学前の児童を保育する方で、当センターでの訓練を受講される方。（男性も利用可）
■利用料　　　　　　託児料無料（※食事・おやつ・おむつ代は実費負担となります。）
■託児期間　　　　　訓練受講中（６か月または７か月　※住環境プランニング科は４か月）

■利用の流れ
　　１　相談　　　　　　　ポリテクセンター広島訓練課へ託児利用希望の連絡
　　　　　　　　　　　　　※訓練受講の意思が固まった時点でご連絡をお願いいたします。
　　２　託児サービス申込　お住まいを管轄するハローワークへ訓練受講申込書と併せて託児利用申込書を提出
　　３　受験・合否発送　　合格通知受け取り後、訓練課へ連絡
　　４　託児先の決定
　　５　利用の最終確認　　託児サービスの内容について最終確認させていただきます。
　　６　訓練受講開始

■注意
　・�当センターの指定する園でのあずけ入れとなります。園の定員に空きがない場合、託児サービスを利用

することはできませんので、ご了承ください。
　・ご不明な点等ありましたら訓練課までお気軽にお電話ください。

【問い合わせ先　訓練課　082−245−0230（平日９:00 ～ 17:00）】

※�ＣＡＤを使って何を仕事にしたいのか？がコースを選ぶ際の決め手になります。同じソフトを使用していても、製図の対象物が変わると
必要になる知識が変わります。まずは「ＣＡＤで何の図面を書きたいのか？」を考えてみてください。

Youtubeにて　ポリテク広島の 動画配信中！

ほかにもコンテンツがあるよ！
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訓練対象者
　再就職に必要な技能・技術を習得するために、職業訓練を受講し、再就職を目指す方で「ハローワーク」
の受講あっせんを受けられる方。

必要経費
　受講料は無料ですが、テキスト代、作業服等の経費（10,000円～30,000円）が別途必要です。（受講
される科によって異なります）

選考方法
　筆記試験及び面接の総合評価により受講生を決定します。
※選考は９時30分開始です。開始時間に遅れた方は、受験することができません。また選考の結果、受講
要件を満たしていない方は、定員充足の有無にかかわらず、ご希望に添えない場合があります。

通所方法
　原則として、公共交通機関をご利用いただきます。
　ただし、バイク・自転車で通所を希望される方には駐輪場の用意があります。

メリット
〇�雇用保険の受給資格者でハローワークの受講指示に基づき入所される方には、訓練終了まで雇用保険が延
長されるほか、諸手当が支給されます。（※）
〇�雇用保険の受給資格がない方で一定の要件を満たされる方には、「職業訓練受講給付金」が支給されます。（※）
〇�訓練受講生には、「再就職」という目標を達成していただくために、個々の状況に合わせたきめ細かい就
職支援を行います。
　※詳しくは、住所または居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

退所について
　欠席及び遅刻・早退が著しく多く修了要件を満たさないと判断された場合や、受講態度が著しく悪い場合
など、訓練受講生としてふさわしくない場合は、退所処分となることがあります。

最寄りのハローワーク ポリテクセンター広島

入所手続きの流れ

求職の申込み

見学会への参加（任意）

職業訓練の受講相談

入所選考（筆記・面接）

（申込書の入手）
受講申込書の入手・提出

合否発表

受講あっせん

入所式・訓練開始

1

5

3

7

2

6

4

8
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【バス】広島駅南口４番バス乗り場にて、広島バス24系統「吉島営業所」行きに乗車、「広島バ
ス本社前（ポリテクセンター広島前）」で下車すると目の前です。

 所要時間：広島駅から40分程度
 ※同じバス系統の「吉島病院」行きには乗らないように注意してください。

ハローワーク 電話番号 住　所
広 島 （082）223-8609 広島市中区上八丁堀８- ２
広 島 西 条 （082）422-8609 東広島市西条町寺家6479- １
竹 原 （0846）22-8609 竹原市中央５- ２-11

呉 （0823）25-8609 呉市西中央１- ５- ２
尾 道 （0848）23-8609 尾道市栗原西２- ７-10
福 山 （084）923-8609 福山市東桜町３-12
三 原 （0848）64-8609 三原市館町１- ６-10
三 次 （0824）62-8609 三次市十日市東３- ４- ６
安 芸 高 田 （0826）42-0605 安芸高田市吉田町吉田1814- ５
庄 原 （0824）72-1197 庄原市中本町１-20- １
可 部 （082）815-8609 広島市安佐北区可部南３- ３-36
府 中 （0847）43-8609 府中市府中町188- ２
広 島 東 （082）264-8609 広島市東区光が丘13- ７
廿 日 市 （0829）32-8609 廿日市市串戸４- ９-32
大 竹 （0827）52-8609 大竹市白石１-18-16
岩 国 （0827）21-3281 岩国市山手町１- １-21
柳 井 （0820）22-2661 柳井市南町２- ７-22

■ハローワーク一覧

※受講のお申し込み・ご相談については、ハローワーク（公共職業安定所）へお問い合わせください。



詳しくはホームページへアクセス!!

〒730-0825　広島市中区光南5-2-65　TEL 082-245-0230

検 索検 索ポリテク 広島

ポリテクセンター広島

受講生募集2023年度

2023.01

〒730-0825　広島市中区光南5-2-65
訓練課　TEL：082-245-0230
　　　　URL：https://www3.jeed.go.jp/hiroshima/poly/

ポリテクセンター広島では、受講中のコロナウイルス感染予防について、万全の対策をとっております。

就活のスタートライン

仕事をお探し中の方へ

未経験者、
女性の方も
安心の環境

あなたの

働きたいを

応援します！

あなたの

働きたいを

応援します！


