
メリット訓練生を
採用した

ポリテクセンター加古川の修了生は、 何事においても大切な「基
本・基礎」について講師の方の指導のもと、 十分に時間をかけ
て学んできてくれています。
また、 本当にモノづくりについて関心がある方がセンタ ーに集
わ れているという点もミスマッチが防げるため、 採 用する側と
しても助かっており、 当社に在籍中の方はそれぞれ意識を高く
持ち、 日々技術の研鑽に 努めています。

金属加工科(現在名称：溶接板金加工科)修了生採用

有限会社山尾熔接所

自動車や鉄道、 空調機、 船舶、 
ポンプ、 半導体関連などの部
品製造及び組立て

（姫路市花田町）

事業内容

機械加工に興味のある方が訓練を受講されているため、 入社後
の仕事の取組みが優れていると感じます。さらに、半年間訓練
校で集団活動をしているため、 コミュニケーションやマナーが
備わっており、 安全面も習得されていると感じます。
また訓練修了生で退職者もおらす、 定着率も良いです。現在、 
幹部社員として活躍している方もいます。

機械加工科（現在名称：CAD/機械加工科）修了生採用

株式会社神戸造機

建設機向け油圧機器製造

（神戸市西区）

事業内容

実際の業務研修は当社で行っておりますが、研修期間が最長 2
週間程しかとれないため、ビルや施設に常駐し管理中、故障対
応で悩んでしまう場合があります。しかし、ポリテクセンター
加古川では 6ヶ月間ビル管理について学ぶため、仕事の初期段
階でのつまづきが少ないと感じています。
また、訓練修了生はコミュニケーション能力やマナー、安全面
についても評価が高いです。

ビル管理技術科修了生採用

新光明飾株式会社

建物総合管理

（神戸市中央区）

事業内容

訓練を受講するなかで、 一定の建築基礎知識や技術が身につい
ていると思いました。また、 業界の概要なども訓練生や先生と
のコミュニケー ションから学ばれていると感じ、 長く働いても
らえると確信しました。

住宅リフォーム技術科修了生採用

株式会社ゆめや

設計・施エ・リフォーム

（神戸市東灘区）

事業内容

ポリテクセンターから定期的に送られてくる「求職惰報」を見
て、当社に必要な技術を習得する電気設備技術科から指名求人
をさせて頂きました。訓練修了生は電気関連の基礎的な知識、
技能を備えていると感じています。前職が全く異業種の方でも、
訓練中に第二種電気工事士などを取得しているため、助かって
います。

電気設備技術科修了生採用

大栄電機株式会社

高圧・低圧受電設備、各種自動制
御盤、操作盤、分電盤、電子応用
機器（ハード＆ソフト）などの設
計・製作・施エ・販売及び一般電
気工事各種電設資材の販売

（神戸市西区）

ポリテクセンター加古川を修了された方は訓練で学んだ知識や
技術を活かして働きたい、仕事をする中でさらに成長したい、
一人前の技術者になりたいという意気込みを感じ、とても熱心
な印象を受けます。さらに、電気や制御の基礎知識を理解して
いることも採用した理由です。

電気制御技術科修了生採用

株式会社関西電設

各種制御盤類の設計・施工、
各種プラント設備・電機計装
の設備工事

（加古郡稲美町）

事業内容事業内容

について教えてください！
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初心者・未経験でも受講できますか？
大丈夫です。パンフレットを一見しただけでは難しい
内容ではないかとご心配される方もおられますが、未
経験者の方でも技能・技術が身につけられるよう基礎
から応用までカリキュラムを組んでいますので前職に
こだわらずチャレンジしてください！入所された方の
多くは未経験の方であり、知識と技術の習得や就職す
ることに意欲的な方であれば、初心者の方でも安心し
て受講できます。

どのコースを選べばいいですか？
興味を持ったコースや、訓練修了後に就職しようと考
えるコースを選ぶ方法もありますし、または、これま
での職歴を活かすか、これから新たな業種にチャレン
ジするのかで選ぶコースは異なります。受講コースを
迷っている方はお気軽にご相談ください。

訓練中に手当等はもらえますか？
雇用保険受給中で、ハローワークの受講指示を受けて
入所する方は、基本手当、通所手当、受講手当（入所
後 40 日間まで）などの支給を受けられることがあり
ます。
雇用保険については、ご自身の住所管轄のハローワー
クにお問い合わせください。

入りやすいコースはどれですか？
コースを選ぶことは職業を選ぶことにつながっていま
す。あなたの将来をどうするかを考えてください。入
りやすさだけで選んでしまうと続かなくなります。

訓練期間中に就職活動できますか？
できます。当センターは再就職をすることが目的です
ので、訓練期間中だからこそ就職活動には積極的に取
り組んでください。また、受講される皆さまが就職活
動をスムーズに行うことができるよう、様々な就職支
援のサービスをご用意し、皆さまの就職活動をポリテ
クセンター加古川は全力でバックアップいたします。
(就職支援の詳細については6ページをご覧ください。)

受講の申込みに関して、
年齢制限などありますか？

年齢制限はありませんので 20 代～ 60 代の幅広い年
齢の方が受講しています。女性の受講生も増えており、
受講生の 5 人に 1 人が女性です。ぜひ、受講者募集説
明会に参加して実際の様子をご覧ください。 受講の申し込みはお住まいを管轄するハローワークに

ご相談のうえ、「受講申込書」をハローワークへ提出
してください。（「受講申込書」はハローワークにあり
ます。）

受講申込みはどうすればよいのですか？

受講費用はどれくらいかかりますか？
受講料は、無料です。ただし、テキスト代、作業服代は、
実費（13,000 円～ 20,000 円程度）が必要となりま
す。（テキスト代は受講される科によって異なります。） 
また、訓練中のけが等に対する任意加入の「職業訓練
生総合保険」があります。6ヶ月間の保険料は4,900円、
7ヶ月間の保険料は 5,550 円になります。

複数のコースを
同時に応募することはできますか？

第 1 志望と同一選考日のコースであれば、第２志望ま
で応募できます。第 1 志望で入所を許可されなかった
場合に、第 2志望で許可となる場合があります。

食堂はありますか？
食堂はありませんが、昼休みにお弁当の販売 ( 事前予
約制 ) がございます。昼食をとれるスペースもござい
ます。また、男性・女性それぞれ更衣室も完備しており、
訓練期間中は一人一つ鍵付きロッカーの貸出がござい
ます。

入所選考はどのように行われますか？
訓練の受講要件を全て満たしているかの確認をするた
め、筆記試験、面接を実施します。合計評価点をもとに、
総合的に踏まえハローワークとの協議の上で受講決定
します。

また、雇用保険関係については最寄りのハローワークへお問い合わせください。

訓練全般についてのご質問は

へお気軽にお問い合わせください。
ポリテクセンター加古川訓練課受講者係（TEL 079-431-2517）

よくある質問
Q1

A1

遅刻や早退、欠席は認められますか？
病気等、やむを得ない理由により遅刻や早退、あるい
は欠席する場合もあるかと思います。こうした場合、
所定の「届」をご提出いただきます。欠席した場合には、
別途必要な書類などの提出を求められる場合がありま
す。
また、訓練の修了要件としては、いかなる理由でも欠
席扱いとなります。

Q7

A7

Q8

A8

Q9

A9

Q10

A10

Q12

A12

Q2

A2

Q3

A3

Q5

A5

Q6

A6

Q4

A4

Q11

A11
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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。
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受講対象者（受講要件）受講対象者（受講要件）
・ハローワークに求職の申込みをしており、かつ、ハローワークで訓練の受講が必要と認められた方
・訓練コースに関連する職種への就職を希望されている方
・訓練コースに対する受講意欲を有する方
・訓練コースの内容を理解するための
　必要な基礎学力を有する方
・訓練の受講・修了に支障がない方
　（健康状態・受講態度・協調性など）

通所について通所について
・センター内無料駐車場は 200 台駐車可能、駐輪場もございますので、車やバイク、自転車での通所が
可能です。なお、受講者募集説明会、入所選考も利用可能です。
・公共交通機関で通所の場合、神姫バスは「通学定期」になります。
　その他の公共交通機関は「通勤定期」の扱いになります。

コースの選択
早期就職をめざして職業訓練の受講を希望される方を対象に、受講者募集説明会を開催しています。
説明会に参加し、実際の施設や訓練風景を見て自分に最適なコースを見つけましょう。

受講申込み
ご自身の住所管轄のハローワークにて「訓練受講」についてご相談のうえ、所定の「受講申込書」（写真
添付のこと）を提出してください。

入所選考
筆記試験と面接試験により選考を行います。
選考場所：ポリテクセンター加古川
選考時間：申込みをされたハローワークごとに時間が異なります。
下記の時間に受付を済ませてください。
○8：45 ～ 9：00…ハローワーク加古川・明石管轄の方
○13：00 ～ 13：15…上記以外のハローワークの管轄の方

入所説明会
合格された方を対象に訓練開始前に入所説明会を実施し、入所手続きなどについての説明や、作業服の採
寸を行います。必ず出席してください。

訓練開始
入所日から訓練が始まります。めざす仕事が決まるまで、訓練と就職活動を共にがんばりましょう！

受講までの流れ

1

2

3

4

5
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再就職に向けてスキルを身につけたいと
考えている方は是非ご視聴ください！
URL： https://www.youtube.com/user/polykakogawa/videos

URL：https://www3.jeed.go.jp/kakogawa/poly/index.html

受講のお申し込みはハローワークへ

ア ク セ ス

ハローワーク神戸 078-362-8609
ハローワーク神戸三田出張所 079-563-8609
ハローワーク灘 078-861-8609
ハローワーク尼崎 06-7664-8609
ハローワーク西宮 0798-22-8600
ハローワーク姫路 079-222-8609
ハローワーク加古川 079-421-8609
ハローワーク伊丹 072-772-8609
ハローワーク明石 078-912-2277
ハローワーク豊岡 0796-23-3101
ハローワーク豊岡香住出張所 0796-36-0136

ハローワーク豊岡八鹿出張所 079-662-2217
ハローワーク豊岡和田山分室 079-672-2116
ハローワーク西脇 0795-22-3181
ハローワーク洲本 0799-22-0620
ハローワーク柏原 0795-72-1070
ハローワーク柏原篠山出張所 079-552-0092
ハローワーク西神 078-991-1100
ハローワーク龍野 0791-62-0981
ハローワーク龍野相生出張所 0791-22-0920
ハローワーク龍野赤穂出張所 0791-42-2376

車  ： 加古川バイパス　加古川西ランプより約10分
 加古川バイパス　加古川西詰ランプより約3分
バス： JR加古川駅前乗車口神姫バス南⑤番乗場より『都台』行きで
 「升田」バス停で下車、徒歩3分

加古川駅前バス停案内図

●JR加古川駅下車、駅前乗車口神姫バス南⑤番乗場
　より『都台』行で升田下車、徒歩約3分。

JR加古川駅
北1 北2

南3

南4 南5

南2 南1
交
番

加古川西詰ランプ案内図

●加古川バイパス、
　加古川西詰ランプより約3分。 N

N

至 姫路
至 神戸

GS
●

加古川バイパス

加古川西ランプ案内図

●加古川バイパス、
　加古川西ランプより約10分。 N

至 姫路 至 神戸●GS

加古川バイパス

パチンコ●

西井ノ口交差点
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●ウェルネスパーク

●喫茶

●
コンビニ
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●

●GS

加古川西ランプ 　●
郵便局加古川バイパス

至 姫路

JR宝殿駅 加古川西詰
　　ランプ

ゴルフセンター●
スーパー
　●

JR神戸線

水管橋

加古川橋
JR加古川駅

加古川橋西

加古川ランプ入口

加古川ランプ出口

至 神戸

里下新田

池尻橋東

池尻橋平　荘　湖

ポリテクセンター加古川
無料駐車場有

ポリテクセンター
加古川 ご案内図

加　
古　
川

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部
兵庫能力開発促進センター加古川訓練センター ポリテクセンター加古川

〒675-0051 兵庫県加古川市東神吉町升田1688-1　TEL：079-431-2517

ポリテクセンター加古川では公式YouTubeチャンネルにて
様々な動画コンテンツを配信中です！

ポリテクセンター加古川の
公式ホームページはこちら！
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