仕事をお探し中の方へ

あなたの

働きたいを

未経
験者
、
女性
の方
も
安心
の環
境

就活のスタートライン

2022年度

受講生募集

応援します！
ポリテクセンター広島
詳しくはホームページへアクセス!!
〒730-0825

ポリテク 広島

広島市中区光南5-2-65

検索

TEL 082-245-0230

ポリテクっ
受講生の一日
登校

8:45

朝は早めに向かい、求人検索！

９：00

午前授業開始
午前は制御盤を操作する授業。

安全第一で
頑張るぞ！！

お昼休憩

12:35

訓練生ホールや教室でランチ
食事後に、
昨日のTVの事を
楽しくおしゃべり

13：20

午後授業再開
午後は電気工事の授業。

授業終了

15：05

今日の授業は
これで終わり‼
ハローワークへ
Let’s go!!

授業終了後 就職情報室の活用
就職支援アドバイザーが、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。
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てこんなとこ
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。

実習前の危険予知と安全確認
実習中の安全指導

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、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。

実習後の安全確認

オス
スメ

ポリテク広島の

動画配信中！

う訓練の内容を
ポリテクセンターで行
。
動画でまとめています
い。
ぜひ一度、ご覧くださ
eです）

（リンク先はYouTub

CAD/CAM科

生産制御
プログラミング科

事務職の２人が電気設備エンジニア科
の実習体験をやってみた

金属加工科

ビル管理技術科

電気設備
エンジニア科

住宅リフォーム技術科

3

街中に、ものづくりの仕事が活かされています

1 2
3 4
3
1 2
3
1 2 3 4
5 6 7

7

1 2 3 4
1 CAD/CAM科……………………… P.9

4 シートメタルCAD科……………… P.14

3 金属加工科… ………………… P.12,13

6 電気設備エンジニア科… …… P.16,17

2 NCオペレーション科… …… P.10,11

4

5 ICT生産サポート科… …………… P.15

3

8

1 4 5 6 7 9
6 8
6 8
9 10

6 9
10

7 生産制御プログラミング科… …… P.18
8 ビル管理技術科… ………………… P.19

10 住環境プランニング科… ………… P.21

9 住宅リフォーム技術科… ………… P.20
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年度

令和4

ハロートレーニング実施日程一覧
開講月 訓練期間

６か月
４月

24

金属加工科

12

見学説明会

選考会
筆記

面接

合否発送日

入所日

18

電気設備エンジニア科

15

ICT生産サポート科

24

４月５日
10月26日

10月26日
２月25日
３月１日㈫
～
３月24日 ３月25日 ４月５日 ５月10日
３月８日㈫
３月17日

25

７か月 生産制御プログラミング科
（導入講
習付き） 金属加工科（企業実習付き）

11月25日

11月25日

NCオペレーション科
（企業実習付き） ８
CAD/CAM科

修了日

９月29日

※①

住宅リフォーム技術科

ビル管理技術科

募集期間

１月21日
２月１日㈫
～
２月24日 ２月25日 ３月７日
２月８日㈫
※① ２月17日

７か月
（導入講 ビル管理技術科
※①
習付き）
NCオペレーション科
（企業実習付き） ※①
６か月

６月

定員

CAD/CAM科

７か月 住宅リフォーム技術科
（導入講
習付き） 電気設備エンジニア科
６か月

５月

訓練科名

※① ３月25日
４月６日㈬
～
４月20日 ４月21日 ５月２日
４月12日㈫
※① ４月14日

６月２日
12月23日

※①

電気設備エンジニア科
（企業実習付き） ※①

６か月
７月

CAD/CAM科

24

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 住宅リフォーム技術科
（導入講
習付き） 電気設備エンジニア科
６か月

８月

６か月
９月

6

７月１日

１月31日

※①
18

電気設備エンジニア科

15

５月27日
６月７日㈫
～
６月23日 ６月24日 ７月６日
６月14日㈫
※① ６月16日

１月31日
８月２日
２月28日

※①

シートメタルCAD科

15

ビル管理技術科

25

７か月 CAD/CAM科
（導入講
習付き） 金属加工科

12月23日

※①

住宅リフォーム技術科

７か月 シートメタルCAD科
（導入講
習付き） ビル管理技術科

４月28日
５月９日㈪
～
５月25日 ５月26日 ６月３日
５月17日㈫
５月19日

６月24日
７月５日㈫
～
７月21日 ７月22日 ８月２日
７月11日㈪
※① ７月14日
※①

２月28日
９月２日
３月29日

開講月 訓練期間

６か月
10月

11月

定員

CAD/CAM科

24

金属加工科

12

４か月

住環境プランニング科

６か月

住宅リフォーム技術科

★

ICT生産サポート科
７か月
（導入講 NCオペレーション科
習付き）
ビル管理技術科

１月

２月

３月

※①
※

入所日

修了日

３月29日

４月26日

※①

25

CAD/CAM科

※①
※①

５月29日
９月22日
10月３日㈪
～
10月20日 10月21日 11月１日 12月１日
10月11日㈫
10月13日

24

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
※①

10月28日
11月８日㈫
～
11月24日 11月25日 12月５日 １月６日
11月15日㈫
11月17日

住宅リフォーム技術科

18

電気設備エンジニア科

15
※①
25
★

定員は若干名となります。
定員に満たない科については、追加募集を
行う場合があります。

24

６月27日

７月26日

※①

７か月
（導入講 ビル管理技術科
習付き）

６月27日

※①

CAD/CAM科

住環境プランニング科

合否発送日

18

ビル管理技術科

４か月

面接

10月６日 ２月３日

10

ビル管理技術科

筆記

24

NCオペレーション科

６か月

選考会

８月26日
９月６日㈫
～
９月26日 ９月27日 10月５日 11月１日
９月13日㈫
※① ９月15日
５月29日

７か月 住宅リフォーム技術科
（導入講
習付き） 電気設備エンジニア科
６か月

見学説明会

24

７か月
（導入講 生産制御プログラミング科
習付き）
金属加工科（企業実習付き）

６か月

募集期間

10月４日
７月22日
８月１日㈪
～
８月23日 ８月24日 ９月２日
８月９日㈫
※① ８月16日
４月26日

７か月
（導入講 住宅リフォーム技術科
習付き）

６か月
12月

訓練科名

11月22日
12月６日㈫
～
12月19日 12月20日 １月５日
12月12日㈪
12月13日

12月16日
１月10日㈫
～
１月24日 １月25日 ２月２日
１月17日㈫
１月18日

７月26日
２月３日
８月28日
３月３日 ８月28日
３月７日 ６月26日

訓練時間：９：00 ～ 15：05（６時限授業）
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。
注３）上記募集期間内に定員に満たない科は、追加募集を行うことがあります。
★「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。
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5

つの

コース

導入講習とは

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）
」
「短期間コース（４か月）
」の３つがあります。また、
「通常コース」と「企業実習付
きコース」では、１か月の導入講習が附属した７か月コースも選択できます。

か月
期間：１

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、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。

＋

1 通常コース


2 企業実習付
きコース

※Excelのマクロ等の応用的な内容は行いません。

：６か月
訓練期間

3 通常コースとは
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か月間を通じて、ポリテクセン
ター内で施設内訓練を行います。

4 企業実習付きコースとは

：６か月
間
期
練
訓

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受講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。

5 短時間コースとは

：４か月
訓練期間 13：05
９：30 ～

育児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。
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開講月

CAD/CAM科

定員

就職率

24名 92.3％

4月7月
10月1月

令和3年度実績

設計したい？ 加工したい？ その実現に向かって支援します!!

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

設計・機械加工分野の魅力は
世の中にある様々な製品は、設計され、加工、検査という流れを経て、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自分が加工したものが、製品となり、世の中で使われることになります。その
ため、やりがいや達成感、誇りを持てる仕事です。

主な訓練内容

1
2
3
4
5
6

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

２次元CAD
基本操作を学び、加工現場に提示するための、
ミスなく見やすい図面を作成するための方法
を学びます

●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）

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

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、これら加工の
ためのプログラムも学びます

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

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

主な就職先

受講することで就職可能な仕事

●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）
●CAD利用技術者試験２級
・２次元CAD
・３次元CAD

修了生の

声

●ポ リテクセンターでは、自分で設計図を描き、旋盤を使っ
て金属加工までを学びました。職場では未熟ながら発注図
に沿って自分で考え、図面を完成させることが何よりも楽
しいです。
（20代女性：未経験者）
●金 融 関 係 の 仕 事 か ら 全 く 別 の 仕 事 に 転 職 を 考 え た 時 に、
CAD/CAM科を選びました。修了後は、機械加工会社でマ
シニングセンタを使った仕事に励んでいます。NCプログラ
ムの作成ができるようになったのが役立っています。

（40代男性：未経験者）

日鋼設計株式会社／株式会社研創／株式会社山口製作所
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開講月

NCオペレーション科

定員

就職率

12月 10名 100％
令和3年度実績

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!!

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

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

1
2
3
4
5
6

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

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

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
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●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

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

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

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

主な就職先

受講することで就職可能な仕事

修了生の

声

●親 が鉄工所を経営している関係で、製造業の仕事に興味を
持ちました。全くの素人でしたが、授業では丁寧に教えて
いただけたので、色々と習得できました。今は、検査業務
に携わっており、充実した毎日を過ごしています。

（40代女性）
●手 に職をつけたくて機械加工を学びました。ポリテクセン
ターでは、基本的な事からしっかり学ぶことができました
ので、未経験でも今の仕事（NCオペレータ）に就くことが
できました。モノづくりは楽しいです。
（30代男性）

日本サカス株式会社／株式会社不動鐵工所／株式会社久保田鐵工所

開講月

定員

就職率

6月 8名 100％

企業実習付き

NCオペレーション科

令和3年度実績

初心者でも心配ありません。機械加工を学んで、生涯現役!!!

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

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

1
2
3
4
5
6

●自動車製造関連会社で車部品をつくる仕事

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

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

●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）

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

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

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

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

主な就職先

受講することで就職可能な仕事

・機械検査

修了生の

声

●以前からものづくりに興味があり、機械加工を学びました。
前職は異業種で、知識も全くなく、訓練前から不安があり
ましたが、親切丁寧に教えていただき、楽しく学ぶことが
できました。また、企業実習では、製造業の現場体験もで
きた上に、採用もされてよかったです。
（30代男性）
●前 職では製造業の仕事をしていましたが、次も製造業で機
械加工の仕事がしたいと思い、ポリテクセンターへ入りま
した。きっかけは、企業実習で実際の現場を見ることができ、
そこへ採用される道もあると聞いたからです。実際、企業
実習先へ就職することができ、航空機関係の機械加工の仕
事に就くことができました。ポリテクセンターには感謝し
ています。
（20代男性）

日鋼テクノ株式会社／株式会社SAKODA ／株式会社森合金鋳造所
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開講月

定員

12名 100％

4月
10月

金属加工科

就職率

令和3年度実績

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！

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

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

1
2
3
4
5
6

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

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

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
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●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
（広島労働局長登録教習機関第23号

TIG溶接
金属製の棚や自動販売機等の薄い板を溶接す
るのに適している溶接技術。半自動と同じく
幅広い分野で使用されている

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

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
を製作する技術を習得。また製品の検査方法
に関する知識・技術を習得する

主な就職先

受講することで就職可能な仕事

有効期間満了2024年３月30日）

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（基本給［TIG］）
●非破壊試験技術者資格試験

修了生の

声

●就職活動において、この科で習得した資格・ライセンスが有利になり、
自動車製造のプレス・ロボット溶接の仕事に就職できた。（28歳男性）
●溶接は「難しい」
「怖い」と思っていたが考えてたほどではなく、それ以
上の‘ものづくり‘の楽しさを心から実感でき、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た。 
（31歳女性）

株式会社ウィズソル／昭和金属工業株式会社／シーコム株式会社

開講月

定員

12名 100％

7月
1月

企業実習付き

金属加工科

就職率

令和3年度実績

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！

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

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。訓練で身につけた知識・技術・技
能を実際に現場で活用し、
。また、就業経験の少ない方・初めてこの業界
“実践力を身につけます”
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出来る期間”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

1
2
3
4
5
6

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

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

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

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

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。企業実習に行っ
た企業に就職することも可能

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
とが出来る

主な就職先

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
（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）

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（基本給［TIG］）
●非破壊試験技術者資格試験

修了生の

声

●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でやりがいがあり、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、就職の幅が広くなった。
（29歳男性）

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
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開講月

定員

就職率

9月 15名 100％

シートメタルCAD科

令和3年度実績

板金業界で活躍！ CADによる図面及び機械板金・溶接に関する技能・技術を習得！

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

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、
モノづくりが好きな人、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。一番の魅力は、
モノづくりには必ず必要な図面をCADを使用して描くため“ものづくりの重要な部分を担うこと
、自分の腕次第で製品の出来栄えが変わるため“スキルを磨けば目に見えて自分の成長
が出来る”
を感じることが出来る”ことです。

主な訓練内容

1
2
3
4
5
6

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
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●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

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

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

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

機械板金
板の材料（２次元）を箱の形状（３次元）に
機械を使用し曲げ加工していく、機械板金技
術を習得する

想定される就職先

受講することで就職可能な仕事

●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
（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）

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（基本給［TIG］）
●非破壊試験技術者資格試験

修了生の

声

●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、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）
●未経験なので、最初は不安でしたが先生方に丁寧に指導して
いただき、資格取得のための補講訓練もしてもらい希望する
企業（非破壊検査業）へ就職できました、今後もスキルアップ
のため能力開発セミナーも受講する予定です。（32歳女性）

株式会社アールテック・リジョウ／景山産業株式会社／広洋工業株式会社

開講月

定員

24名 83.3％

5月
11月

ICT生産サポート科

就職率

令和3年度実績

これからの生産現場に必須のプログラム等のICT技術を習得！

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

ICT分野の魅力は
ビックデータや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ます。

主な訓練内容

1
2
3
4
5
6

IT基礎,データベース,CAD
IT基礎知識や大量のデータから必要なデータを
抽出、加工するための知識・技能、AutoCAD
で図面を作成する技術を身に付ける

シーケンス制御
工場の生産ラインを制御する仕組みを理解
し、仕様通りにプログラミング設計・開発す
る技能・技術を身に付ける

ネットワーク
ネットワーク構築及びサーバー構築の実習を
通して、事業所内のネットワーク管理を行う
技能・技術を身に付ける

プログラミング
Java言語でオブジェクト指向・Webアプリ
ケーションの構築などを学び、PG・SEに必
要な技能・技術を身に付ける

Androidアプリケーション
Android端末で動くアプリの開発手法を学
び、工場を想定し、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

Webシステム構築
Webを利用した在庫管理業務システム等の
構築方法を理解し、Webシステム構築に関
する技能・技術を身に付ける

主な就職先

受講することで就職可能な仕事
●プログラム開発会社でプログラムを作成する仕事
●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
●スマートフォンの業務用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
●工場の生産ラインプログラムを作成する仕事
求人表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
○営業補助
○CADオペレータ
○制御盤設計・組立・配線
○サーバー管理
○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

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）
●情報セキュリティマネジメント試験（国家資格）
●基本情報技術者試験（国家資格）
●Microsoft Office Specialist
●Java Programmer Silver SE

修了生の

声

●基 礎的なことから学べたので、業務で使われる専門用語を
理解できるようになりました。未経験の職種に応募できる
可能性が広がりました。
（20代女性）
●親身になって教えていただけました。周りの人も優しい方が
多く、楽しく訓練を受講することができました。今後も勉強を
続けて仕事のスキルアップをしていきたいです。（20代男性）
●未 経験の業種への転職の機会を得ることができました。応
募書類の作成方法や企業からの指名求人等の充実した就職
支援があり、いろいろなサポートを受けられ就職できまし
た。
（30代男性）

株式会社ディジフュージョン／株式会社オプトプランニング／株式会社ユニエイド
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開講月

電気設備エンジニア科

5月8月2月

定員

就職率

15名 100％
令和3年度実績

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

電気設備分野の魅力は
電気設備分野は、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。生活の便利はほとんどが電気
によって実現されています。多くの人々に喜びを与える魅力的な分野です。

主な訓練内容

1
2
3
4
5
6

電気理論
電気の法則や公式を、図や計算、測定を通じ
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

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

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

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

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

通信施工・空調工事
コンピューターネットワークに使う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

主な就職先
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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（主にパソコンで行う自動制御） ○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

訓練終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）
●シーケンス制御作業３級（技能検定）

修了生の

声

●先生方の熱心な指導により第二種電気工事士の資格も取得でき、
電気工事関係の仕事に就くことができました。 （20代・男性）
●最初は不安が大きいとは思いますが、先生方は良い方ばかりです
ので一番心強いです。様々な年齢・職業経験のある方がクラスメ
イトになりますので、コミュニティが広がり人間的に成長できる
事もポリテクセンターの魅力の一つだと思います。
（30代男性）

株式会社アメニティライフ／日海通信工業株式会社／大保電業株式会社

開講月

企業実習付き

定員

就職率

7月 10名 88.9％

電気設備エンジニア科

令和3年度実績

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！

電気工事をする仕事

消防設備工事・点検をする仕事

制御盤を製作する仕事

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、仕事の楽しさ、厳しさを体験し、『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

1
2
3
4
5
6

電気理論
電気の法則や公式を、図や計算、測定を通じ
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

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

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

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）による制御について習得する

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

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、
電工関連資格試験へのサポートを実施する

主な就職先

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
求人表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

訓練終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）
●乙種第４類消防設備士（国家資格）
●シーケンス制御作業３級（技能検定）

修了生の

声

●未経験の職種への転職ということで不安がありましたが、企
業実習を受けることにより不安が消え電気工事関係の仕事に
就くことができました。
（20代男性）
●企業実習先がどんなところがあるか不安でしたが、先生方の
アドバイスなどで自分に合った企業実習先が見つかり実習終
了後実習先に就職できました。
（30代男性）
●経験がなく授業についていけるか心配でしたが、先生方の熱
心な指導により第二種電気工事士の資格も取得でき、
とても
勉強になりました。
お世話になりました。
（20代男性）
●企業で電気工事の仕事をされている方が講師をしている部分
があり、
より現場の内容を聞く事ができました。
実習先も相談
に乗ってもらい実習先を選ぶことができました。
（30代男性）

株式会社三晃電業／浜本電気工業株式会社／岸本電工株式会社
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開講月

生産制御プログラミング科

定員

就職率

15名 60％

7月
1月

令和3年度実績

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！

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

生産制御分野の魅力は
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

1
2
3
4
5
6

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

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

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。また、マイコンを
制御するためＣ言語も学びます

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

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

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

主な就職先
18

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
求人表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 ○電気設計、プログラミング（PLC）
○CAD
○電気機器／電気設備の保全

訓練終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）

修了生の

声

●知識がない状態からのスタートでしたが、先生方の熱心な指導に
より電気に関して理解ができるようになりました。
（40代男性）
●制 御盤の設計・製造の仕事をしたかったのでこの科を選びまし
た。実習もたくさんあり難しい事もありましたが、知りたい事を
学べてとてもよかったです。
（40代女性）
●希望する職種の指名求人制度等のさまざまな就職支援があり、希
望する職種への就職ができてよかったです。
（20代男性）

有限会社バラ電設／バロ電機工業株式会社／株式会社TCC

開講月

ビル管理技術科

定員

6月9月
12月3月

就職率

25名 84％

令和3年度実績

建築物を維持・管理するための知識と技術を習得！

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

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。

主な訓練内容

1
2
3
4
5
6

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

電気工事
電気の基礎知識、電気設備の工事・点検・
修理

電気設備管理
シーケンス制御、受変電設備に関する技能

●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）

危険物取扱い・設備CAD
乙４類危険物の取扱いと消火の方法、設備図
面の読み方や書き方

●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）
●第三種冷凍機械責任者（国家資格）

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

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

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

主な就職先

修了生の

声

●技 能・技術的な面の訓練だけでなく、社会人としての心構え
や就職に関する訓練もしていただき、とても充実した時間を
過ごすことができました。
（20代男性）
●未 経験でも知識を深め、資格を取得することができました。
また幅広い年齢の方と情報交換することができ、大変有意義
でした。
（30代男性）
●ハローワークでは年齢に制限があった求人に、ポリテクの訓練
を受講して応募でき入社することができました。（50代男性）

株式会社オオケン／株式会社不二ビルサービス／株式会社広島リバイン
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開講月

住宅リフォーム技術科

5月8月
11月2月

定員

就職率

18名 81.8％
令和3年度実績

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・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

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。
建物づくりの管理をする仕事は、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。

主な訓練内容

1
2
3
4
5
6

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

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

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

大工工事基本作業

●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
●住宅メーカー等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）

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

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

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

主な就職先
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受講することで就職可能な仕事

修了生の

声

●老若男女の区別なく、すべての作業を経験できる機会は少な
いと思います。体力的にしんどいこともありますが、安全に
配慮されけがなく終えられました。
（30代女性）
●転 職する前に自分を見つめなおすためにも受講をオススメ
します。また、受講生同士助け合いながら訓練ができるので、
新たな仲間もでき、ともに就職活動に取り組めました。

（40代男性）

株式会社コイワ／株式会社住宅ケンコウ社／株式会社ユニバーサル建設

開講月

４か月コース

住環境プランニング科

10月
3月

定員

24名

令和4年度

新設科

住宅の快適な環境整備に関する技能・技術を習得！

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

住環境計画をする仕事の魅力は
住宅展示場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。

主な訓練内容

1

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

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をする仕事

2

●建設会社で住宅に関するアドバイスをする仕事

建築CAD
点検・プランニング基礎知識
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、既存住宅の点検等に必要な基礎知識と
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

3

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

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

担当指導員からのメッセージ
住環境プランニング科は、育児をしながら働くことを希望す
る方や子育て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、育児の時間に配慮した『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。
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受講することで

取得可能な資格（任意受験）一覧

№

資格名

実施団体

申請時期

試験日

【後期】
10月上旬～ 10月中旬
（機械製図CAD作業）

【後期】１月頃

（２次元CAD2級）随時
（３次元CAD2級）随時

（２次元CAD2級）随時
（３次元CAD2級）随時

CAD/CAM科
１

技能検定
中央職業能力開発協会
（機械・プラント製図作業３級） 広島県職業能力開発協会

２ CAD利用技術者試験

（一社）コンピュータソフトウェア協会

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～４月中旬
（普通旋盤作業、フライス盤作業）
【前期】７月頃
（マシニングセンタ作業、数値制御旋盤作業）
【後期】12月頃
【後期】
10月上旬～ 10月中旬
（普通旋盤作業）

２

技能検定
（機械検査３級）

中央職業能力開発協会
広島県職業能力開発協会

【後期】
10月上旬～ 10月中旬
（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
JIS溶接技能者評価試験
（一社）日本溶接協会
１ （被覆・半自動・ステンレス基
広島県溶接協会
本級）

２

試験日の35日前締切（必着）

アルミニウム溶接技能者評価
（一社）軽金属溶接協会
試験（基本級）

３ 非破壊試験技術者資格試験

（一社）非破壊検査協会

試験日の１か月前締切（必着）
【前期】６月下旬～７月上旬
【後期】１月下旬～２月上旬

2022年４月下旬
  ７月下旬
  ９月中旬
11月下旬
2023年１月下旬
【前期】６月上旬
【後期】12月上旬
【前期】９月中旬
【後期】３月中旬

ICT生産サポート科
１ ITパスポート試験

２

情報セキュリティマネジメン
ト試験

随時

（独）情報処理推進機構

３ 基本情報処理技術者試験

４

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

５ Java Programmer Silver SE

Oracle Corporation

【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）

【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）

随時

随時（CBT形式）

随時

随時

※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、各種試験の実施が変更される場合があります。
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随時（CBT形式）

№

資格名

実施団体

申請時期

試験日

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

２ 第一種電気工事士
３ 乙４種消防設備士

【上期】３月下旬～４月上旬
【下期】８月下旬～９月上旬

６月中旬～７月上旬
（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

【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
学科試験：10月下旬
実技試験：12月中旬
※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～ 10月中旬

１月頃

５

配電盤・制御盤組立て作業３級 中央職業能力開発協会
（技能検定）
広島県職業能力開発協会

10月上旬～ 10月中旬

１月頃

６

電気系保全作業３級
（技能検定）

３月中旬～４月中旬

６月頃

（公社）日本プラントメンテナンス協会
ビル管理技術科

【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

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

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
毎月１回
（郵送）又は、２日前（持参）まで

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月上旬

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月下旬
【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

５ 第三種冷凍機械責任者

高圧ガス保安協会

８月中旬～９月上旬

11月上旬

住宅リフォーム技術科、住環境プランニング科
【第１回】４月
【第２回】７月
【第３回】10月
【第４回】１月

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

２ DIYアドバイザー資格試験

（一社）日本DIY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・面接：11月

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

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
福祉住環境コーディネーター
４
検定試験

東京商工会議所

【前期】６月下旬～７月下旬
【後期】11月上旬～ 12月上旬

【前期】７月中旬～８
月上旬（CBT）
【後期】11月中旬～
12月中旬（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。

23

ポリテクを
NCオペレーション科

（６か月訓練）修了生

いつまでも 挑 戦 する
姿勢を忘れずに!!

清掃業

製造業

修了生の紹介
私は前職で、清掃業を行っていました。しかし、ものづくりに携わる仕事に就き
たい、工作機械を使って機械加工をずっとやってみたいという思いが忘れられず、
ポリテクセンター広島の「NCオペレーション科」で訓練を受けることに決めました。
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 日本サカス 株式会社 入社
阪口 高行さん（40）
たからこそ、今の自分がいる事も事実です。

現在の業務内容

NC旋盤による作業風景

採用企業の声

代表取締役

担当している業務は、主に「NC旋盤」による機械加工になります。
弊社では樹脂製品を中心に加工しているのですが、その中でも、細穴
加工や１/100mmオーダーの製品の受注には、かなり神経を使い集
中力が試されます。
仕事をする上での心構えは、製品の特長、特性をしっかりと見極め、
常に安全を意識しながら作業を行っています。将来は、様々な経験を
積み技術の向上を図り、お客様の要望にしっかりと応えていく事がで
きる技術者になっていきたいと考えております。

蓼

ット
の２ショ
指 導員と

様

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頂ける人材を希望します。まさに阪
口さんはそういった人物であると、私は確信しております。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頂けたポリテク
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。

日本サカス 株式会社 プラテック事業部

（広島県広島市安佐南区）

プラテック事業部では、液晶・半導体・医療分野の部品製作をはじめと
する様々な分野の樹脂加工に取り組み、新たに５軸加工機による三次元加
工分野にも進出している。アクア事業部では、昭和54年の設立以来、水族
館をはじめとする水槽・アクアリウム事業を全国展開している。
（製品例）各種樹脂加工品、アクリル水槽、水族館設備機器
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修了したら…
金属加工科

企業実習付き （７ヶ月訓練）修了生

ポリテクで人生変わりました！
就職に強いポリテクなら安心です！

飲食関係

製造業

前職は飲食店で調理、その前は長年パティシエ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。
ハローワークでポリテクセンターの存在を知り、訓練見学説明会に来た時に、溶接の
体験をさせていただいた事で溶接の仕事に興味を持ち、ここしかない！と応募しました。
はじめて溶接に触れ、最初は上手にいかなくても訓練していく内に少しずつ上達して
いくのが確認でき嬉しかったです。また解らないことは、指導員の皆さんや同期の仲間
に気軽に教えていただくことができ、充実した訓練期間を過ごすことができました。

就職を決めた理由

中本

聡美さん

業務

指導員より精密板金の会社を紹介され、以前よりモノ
づくりに興味があったので企業見学をさせていただきまし
た。こちらでは、新幹線車両の部品の金属加工をしており、
身近な乗物なのでより一層興味が湧きましたが、製造業の
仕事は初めてで女性でも大丈夫かなと不安もありました。
しかし、企業実習をさせていただき、７名のポリテク修了
生の方が頑張っている姿を拝見して、自分も頑張ってみよ
うと思いました。この実習後、縁あって実習先の景山産業
株式会社に就職しましたが、職場を事前に知ることができ
たので、安心してスタートを切ることができました。

訓練を希望する方に向けて一言
弊社は、鉄道車両用板金部品製造を行っており、新幹
線車両を含む高速鉄道車両を中心に、アルミニウム・ステ
ンレス・鋼材のレーザ切断、曲げ、溶接加工、プレス等の
精密板金加工をしている企業です。ポリテクセンターで学
んだTIG溶接、炭酸ガス溶接、曲げ加工や訓練で取得した
資格がすべて必要となるやりがいのある職場です。
金属加工科の自分の手で作り上げる作業はとてもやりがい
が有り楽しいので、物づくりが好きな人、何か自分の強み
を持って仕事がしたい人には、オススメだと思います。
指導員の皆さんも頑張る人には、トコトン付き合ってい
ただけます。個性的でユーモアのある方々なので、興味を
持って充実した訓練ができると思います。実践的で、就職
に強いポリテクに通って人生が変わりました。ありがとう
ございました。

景山産業株式会社

影山産業株式会社入社

新幹線車両等
の 床 回 り 部 材、
内 装 部 材 等 のア
ル ミ ニウム 材 の
TIG溶 接、 仕 上
げ 加 工等 の 作 業
を 担 当して い ま
す。覚えることも多く時間はかかると思いますが、
根気強く頑 張りお客 様に満足していただける製
品を作るために、技能を向上させ各種資格にも
挑戦したいです。修了後もポリテクセンターの能
力開発セミナーを受講しアルミ溶接試験にチャレ
ンジしアルミ溶接資格を取得しました。

採用企業の声

専務取締役 景山

拓様

中本さんは、真面目で積極的な性格で仕事に
前向きです。溶接技能向上のため自主的に定時
後、練習に取組んでいます。ポリテクセンター修
了生は未経験者と比べて、仕事に必要な溶接関
連の資格や基礎技能を習得しており、物づくりの
基礎を訓練で学んでいるので、ものづくりに対す
る興 味 や、やる気を持ってい
るひとが多く定 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。

（広島県広島市）現在ポリテクの修了生９名が活躍

新幹線車両を含む高速鉄道車両用機体の床周りの部材、鉄道車両用の艤装関連機器や内装部材等の精
密板金加工を行っている企業です。当社は鉄道関連の仕事が多いため、アルミニウム材の加工を得意として
います。令和３年に第二工場（南観音）を稼働させ長時間稼働が基本のACIES-AJ（ファイバーレーザー複合
機）による、精密板金加工・３次元CAD Sheetworksによる板金加工等、鉄道車両部品、アルミ加工、ファ
イバー溶接などを使い試作品から量産まで、様々なアルミ加工・精密板金加工のご要望にお応えしております。
「熱意・誠意・創意」を企業理念とし、高品質・低価格な製品を提供してお客様に満足していただけるよう、
技術の向上に力を入れ、社員一丸となって日々尽力しています。
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て、
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来
て、
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聞

リ
キ
ッ
ス
わかる

ポリテク
センター
広島の
職業訓練
を見てみ
よう！

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。

Q
A

Q
A

Q
A

訓練内容や就職状況を
知りたい！

訓練の様子を見たい！

訓練の受講は女性でも
大丈夫？

各訓練科の指導員が

実習場や教室で実際

詳しく説明します。

に使用する設備や機

さまざまな質問にも

器を使った訓練の様

お 答 え し ま す の で、

子をご覧いただけま

疑問や不安が解消さ

す。

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、約３割の方が
女性です。

れます。

会

場

ポリテクセンター広島

本館３階大教室

開催日程

Ｐ６～７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

 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
住
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
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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）

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。
【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。
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。

（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つ選びなさい。
親密： 1.気薄
●次の文章の
（

2.軽薄

3.安易

5.疎遠

）
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。

経済の雲行きが空恐ろしいほど
（
1.急変

4.軽率

2.楽観

3.上昇

）し、大打撃を受けた。
4.好転

計算力
●次の計算をしなさい。
（1）10×８−６÷３＝

３
１
５
÷
＝
（2） ×
５
２
４

（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。

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。

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）

●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）
ぬふあうえおやゆよ
をわほたていすかん
なにらせちとしはき
くまのりれけむつさ
そひこむもぬるろき
かんなにらせしはう

ぬふあうえおやゆよ
をわほたりいすかん
なにらせちとしはき
くいのりれけむつさ
そひこむもぬろろさ
かんなにらせもはう
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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、
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

模擬面接・応募書類の作成支援

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。

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。
また、効果的な履歴書・職務経歴書・添え
状の書き方なども相談できます。

就職支援講話

企業説明会

就職活動を始めるにあたり、広島県内の雇
用情勢やハローワーク・公的職業紹介機関
の利用に係る知識、就職活動の流れ、応募
書類の作り方、面接の基本マナーなどにつ
いて学びます。
就職活動の不安が解消されます。

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

指名求人・専用求人の活用

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。

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を、毎日、各クラスに配布しておりますので、教室で
も最新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か月間は利用可能です。
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パパ、ママ、

がんばって

！

託児サービスの
ご案内
子育て中の方も安心して当センターの訓練が受講できるよう、周辺の託児施設を利用し、
訓練受講中、お子さんを託児施設に預けられるサービスを行っております。
利用者の声
 育てに追われながら、社会復帰を考える中で、「どうしよう」と思っていたところ、ポリテクセンター
子
の託児サービスを知りました。無事に入所前に託児施設が見つかり、６か月間子供を預けながら訓練に励
みました。このサービスを利用して一番よかったことは、就職活動に思いっきり専念できたことです。
社会復帰の第一歩として、託児サービスを利用した訓練受講をおすすめします。

（令和２年９月 CAD/CAM科修了生）
■対象者
■利用料
■託児期間

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）
託児料無料（※食事・おやつ・おむつ代は実費負担となります。）
訓練受講中（６か月または７か月）

■利用の流れ
１ 相談

２
３
４
５
６

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。
※ご連絡の際に利用したい託児施設（認可外保育施設）の候補を３つほどご提示
ください。
（例）広島市ホームページ「認可外保育施設情報一覧」よりお選びください。
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
受験・合否発送
合格通知受け取り後、訓練課へ連絡
託児先の決定
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。
訓練受講開始

■お願い
・託児サービスはポリテクセンター主体で行うサービスのため、託児施設へ直接ご連絡するのはご遠慮ください。
・受入可能な託児施設が確保できない場合は利用できないことがありますので、予めご了承ください。
・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）】
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入所手続きの流れ
最寄りのハローワーク

ポリテクセンター広島

求職の申込み

1

職業訓練の受講相談

2

（申込書の入手）

受講申込書の提出

受講あっせん

3

見学会への参加（任意）

4
5

入所選考（筆記・面接）

6

合否発表

7
8

入所式・訓練開始

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。
※筆記試験は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。
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［バス］ 広島駅南口バス乗り場にて、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。

■ハローワーク一覧
広
広
竹
尾
福
三
三
安
庄
可
府
広
廿
大
岩
柳

ハローワーク
島

西
呉

芸

高

島
日

島
条
原
道
山
原
次
田
原
部
中
東
市
竹
国
井

電話番号
（082）223-8609
（082）422-8609
（0846）22-8609
（0823）25-8609
（0848）23-8609
（084）923-8609
（0848）64-8609
（0824）62-8609
（0826）42-0605
（0824）72-1197
（082）815-8609
（0847）43-8609
（082）264-8609
（0829）32-8609
（0827）52-8609
（0827）21-3281
（0820）22-2661

住 所
広島市中区上八丁堀８- ２
東広島市西条町寺家6479- １
竹原市中央５- ２-11
呉市西中央１- ５- ２
尾道市栗原西２- ７-10
福山市東桜町３-12
三原市館町１- ６-10
三次市十日市東３- ４- ６
安芸高田市吉田町吉田1814- ５
庄原市中本町１-20- １
広島市安佐北区可部南３- ３-36
府中市府中町188- ２
広島市東区光が丘13- ７
廿日市市串戸４- ９-32
大竹市白石１-18-16
岩国市山手町１- １-21
柳井市南町２- ７-22

※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。
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就活のスタートライン

〒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。
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