
施設見学会のご案内

お申込み・お問合せ先

月2回、施設見学会を開催しています。お気軽にご参加ください。

ポリテクセンター長野

独立行政法人 
高齢・障害・求職者雇用支援機構  長野支部
長野職業能力開発促進センター

こんな方は見学会へぜひお越しください。
●訓練を行っている様子を見てみたい！
●どの科を受講しようか迷っている
●就職につなげられるか不安

［雇用保険受給資格者の方］
当センター施設見学会への参加は、ハ
ローワークから求職活動として、認めら
れています。

●ポリテクセンター長野へお電話でお申込みください 
TEL:０２６－２４３－７８５６参加方法

●ポリテクセンター長野  教室棟2階  会議室 
＜駐車場完備＞※満車になる場合もあります場  所

●筆記用具
●服装は自由
●歩きやすい靴（サンダル不可）でお越しください 
※冬季は防寒具の着用をお勧めします

持ち物

●公共職業訓練についての説明
●各訓練コースの内容説明
●施設見学（実際の教室、実習風景などを見学します）
●質疑応答（疑問や不安がある場合は担当講師に質問してください）

内  容

●１０：００～１２：００（予定）開催時間

施設見学会 開催スケジュール

※所定の見学日に都合
がつかない方に対し
て、個別見学も実施し
ています。お気軽に
お問合せください。

令和5年（2023年） 令和6年（2024年）

開
催
日 11水

27金

1月

7火
22水

2月

10金
29水

3月

5水
19水

4月

10水
24水

5月

7水
21水

6月

5水
19水

7月

9水
23水

8月

6水
20水

9月

11水
25水

10月

8水
22水

11月

6水
20水

12月

10水
24水

1月

7水
21水

2月

6水
21木

3月

■しなの鉄道・・北長野駅より徒歩10分
■長野電鉄・・・信濃吉田駅より徒歩15分、朝陽駅より徒歩15分
■長電バス・・・(運動公園線) 吉田東町停留所から徒歩3分
※駐車場は完備していますが、満車になる可能性もあります。

〒381-0043　長野市吉田4-25-12
TEL:026-243-7856 （訓練課 受講者係）
ポリテクセンター長野は国（厚生労働省所管）が実施している公共職業訓練施設です。

ポリテクセンター長野

機械分野
機械CAD／NC加工科
機械オペレーション科
CADものづくりサポート科

機械CAD／NC加工科
機械オペレーション科
CADものづくりサポート科

電子（IT）分野
生産システムエンジニア科生産システムエンジニア科

居住分野
建築CADデザイン科建築CADデザイン科

設備分野
電気設備技術科
ビル設備サービス科
電気設備技術科
ビル設備サービス科

令和５年度
ポリテクセンター長野

受講者募集ガ
イ
ド

ポリテクセンター長野
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部
長野職業能力開発促進センター
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ポリテクセンター長野の職業訓練の概要

ポリテクセンター長野の６つの特徴

21 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド

Polytechnic Center Nagano Polytechnic Center Nagano

令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド

6 features

基礎から学べて初心者も安心！
ものづくり分野が未経験の方でも安心して
学ぶことができます。

01
充実した就職支援
個別相談、就職ガイダンス、会社説明会、求
人情報提供など、様々なサポートを行います。

02

受講料無料
経済的な負担が少なく受講できます。
※テキスト代等は別途必要です。

03
訓練手当があります
雇用保険の延長給付や職業訓練受講給付金
(月額10万円+通所手当）の制度もあります。
※要件の詳細はハローワークにお問い合わせください。

04

仕事に役立つ
資格取得のチャンス
仕事で必要な資格取得を目指すことができます。

05
現場重視のカリキュラム
就職した後に必要な実技の習得はもちろん、
安全面に関する知識等を学ぶこともできます。

06

●就職に必要となる職業スキルや知識を習得し、早期再就職※を目的としています。訓練を受けながら
就職活動ができるようにしっかりとサポートします。 
※受講中に就職が決定した場合は、途中で退所することができます。

目的

●訓練に必要なテキスト代（8,０００～16,０００円程度）、職業訓練生総合保険（保険料４,９００円※令和4
年１２月時点、加入は任意です）は受講者負担となります。なお、訓練で使用する工具類等は貸与され
ますが、作業帽、作業服、安全靴等は各自で適切なものを用意していただきます。 
※機械オペレーション科（9～10ページ）は、職業訓練生総合保険への加入が必須です。（５月生保険
料５,５５０円／６月生保険料４,９００円※令和4年１２月時点）

受講料は無料

●毎週月曜日から金曜日（祝日を除く）９：２０～１５：４０です。
●訓練内容によっては、１６：４０まで訓練を行う日があります。
●訓練の一部を「オンライン訓練」で実施します。

訓練時間

●雇用保険を受給されている求職者（一定要件を満たす方）でハローワークの受講指示を受けた方は、
雇用保険基本手当、受講手当（上限４０日）、通所手当の支給、雇用保険失業給付日数の延長、給付制
限の解除等の措置が行われることがあります。

●雇用保険を受給できない求職者で一定の要件を満たす方は、職業訓練受講給付金（月額１０万円）及
び当センターに通うための交通費が支給される場合があります。

詳しくは、住所または居所を管轄するハローワークの職業訓練相談窓口にお問い合わせください。

その他

公共職業訓練とは、新たな技能・技術を身に付
け、再就職しようとする方を対象に、国（ポリテク
センター長野）や地方公共団体が実施する訓練
です。キャリアアップや希望する就職を実現する
ために必要な職業スキルや知識を習得すること
ができます。

公共職業訓練（ハロートレーニング）とは
ポリテクセンター長野は、求職者の方々を対象に「ものづくり（機械、設備、電子（IT）、居住分野）」の
就職に必要な知識やスキルを習得する職業訓練を実施しています。

未経験から「ものづくりの仕事」にキャリアチェンジできるところがポリテクセンター長野！

興味はあるけど・・・
●ものづくり分野の知識がないから無理？
●男性の仕事では？　女性では受講は難しいのでは？
という印象があるかもしれませんが、実際に訓練を受講している方のほとんどが未経験の方です。
また、若い方から中高年の方、そして女性の方が訓練を受講し、
多くの方がものづくり分野の仕事で活躍しています。

ポリテクセンター長野ってどんなところ？
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開講・募集スケジュール

♦印はビジネススキル講習を含む７か月の訓練となります。
★印は前月入所人数を含みます。前月の入所人数によっては募集を行わないこともありますのでご了承ください。

※1　ビジネススキル講習付き
本訓練（６か月間）の前に、社会人として求められるビジネスマナーやコミュニケーション能力、
パソコンの基本操作等の就職活動に役立つ基礎的能力を習得するための導入訓練（1か月間）を行います。

※2　企業実習付き
修了２か月前の約１か月間を当センターが委託した企業においてOJTを通した実践的な仕事を体験します。
この体験を通して、企業内での仕事の対応力（段取りから実施まで）を習得します。

詳細は
21ページへ!

Polytechnic Center Nagano Polytechnic Center Nagano

43 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド

●電気設備技術科
●ビル設備サービス科

15名
15名

●機械オペレーション科♦
（ビジネススキル講習付き・企業実習付き）※1※2
概ね５５歳未満対象

15名

●機械オペレーション科
（企業実習付き）※2

15名★

1/16（月）～3/8（水）

2/1（水）～4/7（金）

3/1（水）～5/8（月）

４月

入所月 訓練科名 募集期間募集定員

5月

6月

入所選考日

3/16（木）

4/18（火）

5/16（火）

4/４（火）～9/28（木）

5/9（火）～11/22（水）

6/1（木）～11/22（水）

訓練期間 訓練月数
令和5年度（2023年度） 令和6年度（2024年度）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

６ヵ月

7ヵ月

６ヵ月

15名
15名

●生産システムエンジニア科♦
（ビジネススキル講習付き）※1

●電気設備技術科
●ビル設備サービス科

20名

4/3（月）～6/7（水）

4/3（月）～6/7（水）

7月

7月

6/15（木）

6/15（木）

7/4（火）～12/27（水）

7/4（火）～令和6年
 1/30（火）

6ヵ月

7ヵ月

20名★
15名

●機械CAD／NC加工科
●建築CADデザイン科

●生産システムエンジニア科
●CADものづくりサポート科 

15名
20名

5/1（月）～7/5（水）

6/1（木）～8/9（水）

8月

9月

7/13（木）

8/18（金）

8/1（火）～令和6年
 1/30（火）

9/1（金）～令和6年
 2/28（水）

6ヵ月

６ヵ月

15名
15名

●機械CAD／NC加工科

●電気設備技術科
●ビル設備サービス科

15名

7/3（月）～9/6（水）

9/1（金）～11/6（月）

10月

12月

9/14（木）

11/14（火）

10/3（火）～令和6年
 3/29（金）

12/1（金）～令和6年
 5/31（金）

６ヵ月

６ヵ月

15名
15名

●生産システムエンジニア科♦
（ビジネススキル講習付き）※1

●電気設備技術科
●ビル設備サービス科

20名

10/2（月）～12/6（水）

10/2（月）～12/6（水）

1月

1月

12/14（木）

12/14（木）

令和6年～令和6年
1/5（金）　6/28（金）

令和6年～令和6年
1/5（金）　7/24（水）

６ヵ月

7ヵ月

20名★
15名

●機械CAD／NC加工科
●建築CADデザイン科

●生産システムエンジニア科
●CADものづくりサポート科

15名
20名

11/1（水）～令和6年
 1/5（金）

12/1（金）～令和6年
 2/5（月）

2月

3月

令和6年
1/16（火）

令和6年
2/14（水）

令和6年～令和6年
2/1（木）　7/24（水）

令和6年～令和6年
3/1（金）　8/28（水）

６ヵ月

６ヵ月

 ビジネス
スキル
講習

 ビジネス
スキル
講習

 ビジネス
スキル
講習

企業
実習
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15名

●機械CAD／NC加工科
●建築CADデザイン科

●生産システムエンジニア科
●CADものづくりサポート科 

15名
20名

5/1（月）～7/5（水）

6/1（木）～8/9（水）

8月

9月

7/13（木）

8/18（金）

8/1（火）～令和6年
 1/30（火）

9/1（金）～令和6年
 2/28（水）

6ヵ月

６ヵ月

15名
15名

●機械CAD／NC加工科

●電気設備技術科
●ビル設備サービス科

15名

7/3（月）～9/6（水）

9/1（金）～11/6（月）

10月

12月

9/14（木）

11/14（火）

10/3（火）～令和6年
 3/29（金）

12/1（金）～令和6年
 5/31（金）

６ヵ月

６ヵ月

15名
15名

●生産システムエンジニア科♦
（ビジネススキル講習付き）※1

●電気設備技術科
●ビル設備サービス科

20名

10/2（月）～12/6（水）

10/2（月）～12/6（水）

1月

1月

12/14（木）

12/14（木）

令和6年～令和6年
1/5（金）　6/28（金）

令和6年～令和6年
1/5（金）　7/24（水）

６ヵ月

7ヵ月

20名★
15名

●機械CAD／NC加工科
●建築CADデザイン科

●生産システムエンジニア科
●CADものづくりサポート科

15名
20名

11/1（水）～令和6年
 1/5（金）

12/1（金）～令和6年
 2/5（月）

2月

3月

令和6年
1/16（火）

令和6年
2/14（水）

令和6年～令和6年
2/1（木）　7/24（水）

令和6年～令和6年
3/1（金）　8/28（水）

６ヵ月

６ヵ月

 ビジネス
スキル
講習

 ビジネス
スキル
講習

 ビジネス
スキル
講習

企業
実習



ポリテクセンター長野には「ものづくり分野（機械、設備、電子（IT）、居住）」の
訓練コースがあるため、求職者の方から

●何が違うのかなぁ？
●どんな仕事を目指せるのかなぁ？
●どの訓練コースを選べばいいのかなぁ？

などのご質問が多く寄せられます。
ここでは、訓練コースの違いやどんな仕事が目指せるのかをまとめていますので、
求職者の方が訓練コースの選択で迷われている場合等にご活用ください。

コース選択ガイド
訓練コースはどう選べばいいの？

ここでは、訓練コースの違いやどんな仕事を目指せるのかを紹介します。
訓練コースの選択に当たっては、まずは「やってみたい（興味がある）こと（仕事）」を明確にして、「やってみたい」にマッチした訓
練コースを選択することが大切です。

「やってみたい（興味がある）仕事」の訓練コース選択
～訓練のミスマッチ防止～

Polytechnic Center Nagano Polytechnic Center Nagano

65 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド

●住宅関係の営業、販売
●CADオペレータ
●ショールームスタッフ

●建築設計、設備設計
●建築に関する営業、経理、
　一般事務員

●生産設備システム開発、保全技術職
●ネットワーク構築、管理技術職
●アプリケーション製作、開発

●PLC制御設計
●自動機組立て

●CAD/CAMオペレータ
●マシニングセンタオペレータ
●NC旋盤オペレータ
●機械工

●CAD/CAMオペレータ
●マシニングセンタオペレータ
●NC旋盤オペレータ
●NC工作機械加工技術者

●CADオペレータ
●品質管理、生産管理等の業務サポート
●生産関連事務（製造業）

私たちの身の回りには、ねじ１本から飛行機までたくさんの金属製品があります。そして、これら製品の多くは「機械加工」によって作られ
ており、「機械加工」はものづくりには欠かせない技術となります。またそれら製品の品質・生産管理も日本の製造業を支えていく上で大
切な仕事です。機械に関連する仕事を「やってみたい！」と考えている方は次の訓練コースがおすすめです！

機械分野の訓練コース 電子（IT）分野の訓練コース何が違うの？どんな仕事につながるの？

「機械」に関連する仕事をやってみたい

機械CAD／NC加工科
（P７，８）

金属を削っていろいろな機械や装置の
部品をつくる「機械加工」を学びます。

機械オペレーション科
（P９，１０）

「機械加工」を学び、実際の企業での仕
事の仕方を「企業実習」で学びます。

CADものづくりサポート科
（P１１，１２）

金属を削るための図面をつくる「機械製
図」と会社運営に必要な「生産管理」を学
びます。

訓練受講により目指せる主な仕事（就職職種）

●設備工事（電気・通信・防災）
●営業・事務（電気関連業）
●CAD設計・積算

●配電盤、制御盤組立
●電気機器類の製造
●ビル、生産設備の保守管理

●建物・設備等の点検及び保守管理
●電気・消防・給排水等の技術スタッフ
●施設警備

●校用業務員（用務員）
●マンションの管理人

私たちが日々利用している建築物には、電気やガス、水道、衛生設備など様々な設備があります。設備分野の仕事にはそれらの設備を導
入するための「設備工事」の仕事と点検やメンテナンス等の維持管理を行う「設備管理」の仕事があります。設備分野の仕事は新しい建築
物の建設だけではなく、古い建物の建て替えや補修などもあり、このような仕事は将来的にも無くなりにくい職業のため、安定して働くこ
とができます。設備に関連する仕事を「やってみたい！」と考えている方は次の訓練コースがおすすめです！

設備分野の訓練コース 何が違うの？どんな仕事につながるの？

何が違うの？どんな仕事につながるの？

「設備」に関連する仕事をやってみたい

電気設備技術科（P１３，１４）

電気の基本的な仕組みや理論から図面の読み方／描き方、建
物の電気工事の作業方法や電気設備の保全方法を学びます。

生産システムエンジニア科（P１７，１８）

プログラミングの基礎を習得し、生産装置の制御、ネットワー
ク設計、タブレットによるアプリケーション開発を学びます。

建築CADデザイン科（P１９，２０）

内装施工実習やCADを用いた建築設計など、建築の理解が
深まる授業がたくさんあり、建築関連の就職が目指せます！

訓練受講により目指せる主な仕事（就職職種）

ビル設備サービス科（P１５，１６）

オフィスビル、ショッピングモール、病院、ホテルなど様々な建
物の電気・空調・防災・給排水設備等の工事・点検・修理・管理な
どを学びます。

訓練受講により目指せる主な仕事（就職職種）

情報技術（IT)は急速に発展し、ITは今や私たちの生活やものづく
りを支える社会インフラの一つと言えます。さらに電子機器は小
型化、多機能化が進んでおり、また、ものづくりの現場では仕事の
効率化が求められ、ITの知識や技術が欠かせないものとなってい
ます。電子・ITに関連する仕事を「やってみたい！」と考えている方
は次の訓練コースがおすすめです！

「電子（IT）」に関連する仕事を  
やってみたい

居住分野の訓練コース

私たちの生活基盤である「建物」の建築には設計、施工（工事）、施
工を管理する人、さらに、完成した建物や設備の維持・管理をする
人など、建物１つをとってもたくさんの仕事があり、多くの人が関
わっています。居住に関連する仕事を「やってみたい！」と考えてい
る方は次の訓練コースがおすすめです！

「居住」に関連する仕事を
やってみたい

何が違うの？どんな仕事につながるの？

訓練受講により目指せる主な仕事（就職職種）



ポリテクセンター長野には「ものづくり分野（機械、設備、電子（IT）、居住）」の
訓練コースがあるため、求職者の方から

●何が違うのかなぁ？
●どんな仕事を目指せるのかなぁ？
●どの訓練コースを選べばいいのかなぁ？

などのご質問が多く寄せられます。
ここでは、訓練コースの違いやどんな仕事が目指せるのかをまとめていますので、
求職者の方が訓練コースの選択で迷われている場合等にご活用ください。

コース選択ガイド
訓練コースはどう選べばいいの？

ここでは、訓練コースの違いやどんな仕事を目指せるのかを紹介します。
訓練コースの選択に当たっては、まずは「やってみたい（興味がある）こと（仕事）」を明確にして、「やってみたい」にマッチした訓
練コースを選択することが大切です。

「やってみたい（興味がある）仕事」の訓練コース選択
～訓練のミスマッチ防止～

Polytechnic Center Nagano Polytechnic Center Nagano

65 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド

●住宅関係の営業、販売
●CADオペレータ
●ショールームスタッフ

●建築設計、設備設計
●建築に関する営業、経理、
　一般事務員

●生産設備システム開発、保全技術職
●ネットワーク構築、管理技術職
●アプリケーション製作、開発

●PLC制御設計
●自動機組立て

●CAD/CAMオペレータ
●マシニングセンタオペレータ
●NC旋盤オペレータ
●機械工

●CAD/CAMオペレータ
●マシニングセンタオペレータ
●NC旋盤オペレータ
●NC工作機械加工技術者

●CADオペレータ
●品質管理、生産管理等の業務サポート
●生産関連事務（製造業）

私たちの身の回りには、ねじ１本から飛行機までたくさんの金属製品があります。そして、これら製品の多くは「機械加工」によって作られ
ており、「機械加工」はものづくりには欠かせない技術となります。またそれら製品の品質・生産管理も日本の製造業を支えていく上で大
切な仕事です。機械に関連する仕事を「やってみたい！」と考えている方は次の訓練コースがおすすめです！

機械分野の訓練コース 電子（IT）分野の訓練コース何が違うの？どんな仕事につながるの？

「機械」に関連する仕事をやってみたい

機械CAD／NC加工科
（P７，８）

金属を削っていろいろな機械や装置の
部品をつくる「機械加工」を学びます。

機械オペレーション科
（P９，１０）

「機械加工」を学び、実際の企業での仕
事の仕方を「企業実習」で学びます。

CADものづくりサポート科
（P１１，１２）

金属を削るための図面をつくる「機械製
図」と会社運営に必要な「生産管理」を学
びます。

訓練受講により目指せる主な仕事（就職職種）

●設備工事（電気・通信・防災）
●営業・事務（電気関連業）
●CAD設計・積算

●配電盤、制御盤組立
●電気機器類の製造
●ビル、生産設備の保守管理

●建物・設備等の点検及び保守管理
●電気・消防・給排水等の技術スタッフ
●施設警備

●校用業務員（用務員）
●マンションの管理人

私たちが日々利用している建築物には、電気やガス、水道、衛生設備など様々な設備があります。設備分野の仕事にはそれらの設備を導
入するための「設備工事」の仕事と点検やメンテナンス等の維持管理を行う「設備管理」の仕事があります。設備分野の仕事は新しい建築
物の建設だけではなく、古い建物の建て替えや補修などもあり、このような仕事は将来的にも無くなりにくい職業のため、安定して働くこ
とができます。設備に関連する仕事を「やってみたい！」と考えている方は次の訓練コースがおすすめです！

設備分野の訓練コース 何が違うの？どんな仕事につながるの？

何が違うの？どんな仕事につながるの？

「設備」に関連する仕事をやってみたい

電気設備技術科（P１３，１４）

電気の基本的な仕組みや理論から図面の読み方／描き方、建
物の電気工事の作業方法や電気設備の保全方法を学びます。

生産システムエンジニア科（P１７，１８）

プログラミングの基礎を習得し、生産装置の制御、ネットワー
ク設計、タブレットによるアプリケーション開発を学びます。

建築CADデザイン科（P１９，２０）

内装施工実習やCADを用いた建築設計など、建築の理解が
深まる授業がたくさんあり、建築関連の就職が目指せます！

訓練受講により目指せる主な仕事（就職職種）

ビル設備サービス科（P１５，１６）

オフィスビル、ショッピングモール、病院、ホテルなど様々な建
物の電気・空調・防災・給排水設備等の工事・点検・修理・管理な
どを学びます。

訓練受講により目指せる主な仕事（就職職種）

情報技術（IT)は急速に発展し、ITは今や私たちの生活やものづく
りを支える社会インフラの一つと言えます。さらに電子機器は小
型化、多機能化が進んでおり、また、ものづくりの現場では仕事の
効率化が求められ、ITの知識や技術が欠かせないものとなってい
ます。電子・ITに関連する仕事を「やってみたい！」と考えている方
は次の訓練コースがおすすめです！

「電子（IT）」に関連する仕事を  
やってみたい

居住分野の訓練コース

私たちの生活基盤である「建物」の建築には設計、施工（工事）、施
工を管理する人、さらに、完成した建物や設備の維持・管理をする
人など、建物１つをとってもたくさんの仕事があり、多くの人が関
わっています。居住に関連する仕事を「やってみたい！」と考えてい
る方は次の訓練コースがおすすめです！

「居住」に関連する仕事を
やってみたい

何が違うの？どんな仕事につながるの？

訓練受講により目指せる主な仕事（就職職種）



機械加工分野に必要な図面作成と加工を「仕事の流れに
沿って」訓練します。
職種では分かれている2つをどちらも学ぶと、お互いの考え
が読み取れる技術者になれます。
特に機械をきちんと触り
ながら学べる施設は県内
でも数が少ないため、「で
きる」を増やしてナットク
就職を目指しましょう。

図面も加工も
どっちも目指せる
機械分野の定番コース

訓練内容

JIS（日本産業規格）に基づく機械製図の基本
ルールから学び、2次元CADの概要と図面
作成に関する技能・関連知識を習得します。
基本操作から実践的技術まで段階を追って
学習します。

科の特徴

▶新たな道に進みたいと思っている方、自身の
適性を把握したい方、じっくりと職探しをした
い方、上記の様な方には有意義な時間になる
と思います。自分の想像よりもはるかにポジ
ティブな空間でした。（令和４年８月修了生）

▶全く知識がない業界だったが基礎を学ぶこと
で安心して就職につなげる事ができてよかっ
たです。（令和４年５月修了生）

▶未経験の業種への就職ができ、人生の幅が
広がったと思います。（令和４年５月修了生）

9月・12月・3月
各15名

● CAD/CAMオペレータ
● マシニングセンタオペレータ
● NC旋盤オペレータ
● 機械工

各自でご用意ください
（入所後にご案内）

約15,000円
実費

３次元CADによる立体形状の部品（モデル）
の作成やモデルの組立（アセンブリ）、2次元
図面化などに関する技能及び関連知識を習
得します。

機械製図やCADで作成した図面を基に、普
通旋盤及びフライス盤を実際に操作し、加工
に関する技能・関連知識を習得します。

普通旋盤の訓練で体感した加工の知識を活
かし、コンピュータ制御されたNC旋盤のプ
ログラム方法や加工方法を習得します。

フライス盤の訓練で体感した加工の知識を
活かし、コンピュータ制御されたマシニング
センタのプログラム方法や加工法を習得し
ます。

放電加工機のプログラム方法や加工方法を
習得するとともに、CAM（CADデータから
NC旋盤やマシニングセンタのプログラムを
作成するソフト）の活用法を習得します。

修了生の声

・技能検定 「フライス盤３級」「普通旋盤３級」
・技能検定 「機械検査３級」

87 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド



機械加工分野に必要な図面作成と加工を「仕事の流れに
沿って」訓練します。
職種では分かれている2つをどちらも学ぶと、お互いの考え
が読み取れる技術者になれます。
特に機械をきちんと触り
ながら学べる施設は県内
でも数が少ないため、「で
きる」を増やしてナットク
就職を目指しましょう。

図面も加工も
どっちも目指せる
機械分野の定番コース

訓練内容

JIS（日本産業規格）に基づく機械製図の基本
ルールから学び、2次元CADの概要と図面
作成に関する技能・関連知識を習得します。
基本操作から実践的技術まで段階を追って
学習します。

科の特徴

▶新たな道に進みたいと思っている方、自身の
適性を把握したい方、じっくりと職探しをした
い方、上記の様な方には有意義な時間になる
と思います。自分の想像よりもはるかにポジ
ティブな空間でした。（令和４年８月修了生）

▶全く知識がない業界だったが基礎を学ぶこと
で安心して就職につなげる事ができてよかっ
たです。（令和４年５月修了生）

▶未経験の業種への就職ができ、人生の幅が
広がったと思います。（令和４年５月修了生）

9月・12月・3月
各15名

● CAD/CAMオペレータ
● マシニングセンタオペレータ
● NC旋盤オペレータ
● 機械工

各自でご用意ください
（入所後にご案内）

約15,000円
実費

３次元CADによる立体形状の部品（モデル）
の作成やモデルの組立（アセンブリ）、2次元
図面化などに関する技能及び関連知識を習
得します。

機械製図やCADで作成した図面を基に、普
通旋盤及びフライス盤を実際に操作し、加工
に関する技能・関連知識を習得します。

普通旋盤の訓練で体感した加工の知識を活
かし、コンピュータ制御されたNC旋盤のプ
ログラム方法や加工方法を習得します。

フライス盤の訓練で体感した加工の知識を
活かし、コンピュータ制御されたマシニング
センタのプログラム方法や加工法を習得し
ます。

放電加工機のプログラム方法や加工方法を
習得するとともに、CAM（CADデータから
NC旋盤やマシニングセンタのプログラムを
作成するソフト）の活用法を習得します。

修了生の声

・技能検定 「フライス盤３級」「普通旋盤３級」
・技能検定 「機械検査３級」
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■  ビジネススキル講習付き
７か月コース（５月開講）は６か月間の本訓
練に入る前に「導入訓練」として１か月間、
社会人基礎とパソコンを学ぶことができ
ます。特にパソコンに自信がない方におす
すめです。 詳細は21ページへ！

■  企業実習付き
約４か月間、機械の図面作成や加工技術な
どの技術を習得した後、約１か月間の「企
業実習」を行い、企業内でOJTを通した実
践的な仕事を体験します。詳細は21ペー
ジへ！

訓練内容

（概ね５５歳未満対象）

5月（ビジネススキル講習付き）・6月
各15名 企業実習付き

６カ月間の本訓練の前に、社会人として必要
な心構えと基本的なパソコン操作を身につ
け、スムーズに本訓練（6月～）へと移行でき
ることを目指します。

JIS（日本産業規格）に基づく機械製図を学
び、図面から製品の形状を理解する読解力、
的確な図面を作成する技術を習得します。ま
た、2次元CADの概要と図面作成に関する
技能及び関連知識を習得します。

３次元CADによる立体形状の部品（モデル）
の作成やモデルの組立（アセンブリ）、2次元
図面化などに関する技能及び関連知識を習
得します。

機械製図やCADで作成した図面を基に、普
通旋盤及びフライス盤を実際に操作し、加工
に関する技能・関連知識を習得します。

普通旋盤及びフライス盤の訓練で体感した
加工の知識を活かし、コンピュータ制御され
たNC旋盤及びマシニングセンタのプログラ
ム方法や加工方法を習得します。

企業実習では、訓練で習得したことが企業で
実際にどのように活用されているのかを学
びます。フォローアップ訓練では、企業実習
で不足していた技能・技術を習得します。

修了生の声ポリテクセンター長野の訓練はどの会社にも適用するようにカリキュラ
ムが組まれています。
「企業実習」は施設での訓練が世の中でど
のように使われているかを経験し、各企業
の特徴を掴むことができます。
また、面接では伝えにくい「仕事への取り組
み姿勢」がアピールできるので、実習先企
業への就職を目指して訓練してみましょう。

加工を学んで、
企業に直接アピール！
若年者応援コース

科の特徴

▶職業訓練及び企業実習を通して
製造業について学ぶことができ
たと思います。また、企業実習で
は実際に仕事場で働き、製造業の
仕事や流れを直に感じることがで
き物事の見方が変わったように思
います。（令和３年１１月修了生）

・技能検定
「フライス盤３級」「普通旋盤３級」
・技能検定
「機械検査３級」

● CAD/CAMオペレータ
● マシニングセンタオペレータ
● NC旋盤オペレータ
● NC工作機械加工技術者

各自でご用意ください（入所後にご案内）

約16,000円
実費

（保険料は変更となる場合があります）
 ※令和4年12月時点

5,550円（5月生）4,900円（6月生）
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■  ビジネススキル講習付き
７か月コース（５月開講）は６か月間の本訓
練に入る前に「導入訓練」として１か月間、
社会人基礎とパソコンを学ぶことができ
ます。特にパソコンに自信がない方におす
すめです。 詳細は21ページへ！

■  企業実習付き
約４か月間、機械の図面作成や加工技術な
どの技術を習得した後、約１か月間の「企
業実習」を行い、企業内でOJTを通した実
践的な仕事を体験します。詳細は21ペー
ジへ！

訓練内容

（概ね５５歳未満対象）

5月（ビジネススキル講習付き）・6月
各15名 企業実習付き

６カ月間の本訓練の前に、社会人として必要
な心構えと基本的なパソコン操作を身につ
け、スムーズに本訓練（6月～）へと移行でき
ることを目指します。

JIS（日本産業規格）に基づく機械製図を学
び、図面から製品の形状を理解する読解力、
的確な図面を作成する技術を習得します。ま
た、2次元CADの概要と図面作成に関する
技能及び関連知識を習得します。

３次元CADによる立体形状の部品（モデル）
の作成やモデルの組立（アセンブリ）、2次元
図面化などに関する技能及び関連知識を習
得します。

機械製図やCADで作成した図面を基に、普
通旋盤及びフライス盤を実際に操作し、加工
に関する技能・関連知識を習得します。

普通旋盤及びフライス盤の訓練で体感した
加工の知識を活かし、コンピュータ制御され
たNC旋盤及びマシニングセンタのプログラ
ム方法や加工方法を習得します。

企業実習では、訓練で習得したことが企業で
実際にどのように活用されているのかを学
びます。フォローアップ訓練では、企業実習
で不足していた技能・技術を習得します。

修了生の声ポリテクセンター長野の訓練はどの会社にも適用するようにカリキュラ
ムが組まれています。
「企業実習」は施設での訓練が世の中でど
のように使われているかを経験し、各企業
の特徴を掴むことができます。
また、面接では伝えにくい「仕事への取り組
み姿勢」がアピールできるので、実習先企
業への就職を目指して訓練してみましょう。

加工を学んで、
企業に直接アピール！
若年者応援コース

科の特徴

▶職業訓練及び企業実習を通して
製造業について学ぶことができ
たと思います。また、企業実習で
は実際に仕事場で働き、製造業の
仕事や流れを直に感じることがで
き物事の見方が変わったように思
います。（令和３年１１月修了生）

・技能検定
「フライス盤３級」「普通旋盤３級」
・技能検定
「機械検査３級」

● CAD/CAMオペレータ
● マシニングセンタオペレータ
● NC旋盤オペレータ
● NC工作機械加工技術者

各自でご用意ください（入所後にご案内）

約16,000円
実費

（保険料は変更となる場合があります）
 ※令和4年12月時点

5,550円（5月生）4,900円（6月生）
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訓練内容

機械加工の分野でもPCを使う機会は増えています。図面
を描くための「CAD」、NC工作機械で使用する「プログラ
ム作成」、生産工程や部品の出来を見る「生産管理、品質管
理」。訓練を通じてPCスキルの
向上と専門知識を習得して、現
場の第一線での業務やそれら
のサポートができる人材を目
指していきましょう。

機械分野の
マルチプレーヤー
養成コース

科の特徴

各自でご用意ください
（入所後にご案内）

▶自分の不得意なパソコンをここで勉強してい
くなかで、少しずつできる事が増えていきま
した。機械加工でのものづくりの興味がわき
ました。（令和４年７月修了生）

▶今までは何の資格も無かったので、事務や
サービス業をしてきました。ここでCADを教
えて頂いたのでCADオペレーターの仕事に
就けました。何よりとても楽しかった。（令和４
年１月修了生）

・技能検定 「機械検査３級」
・技能検定 「機械プラント製図３級」

● CADオペレータ
● 品質管理、生産管理等の
業務サポート

● 生産関連事務（製造業）

約10,000円
実費

JIS（日本産業規格）に基づく機械製図を学
び、図面から製品の形状を理解する読解力、
的確な図面を作成する技術を習得します。

習得した機械製図のルールを基に、2次元
CADの概要と図面作成に関する技能及び関
連知識を習得します。

３次元CADによる立体形状の部品（モデル）
の作成やモデルの組立（アセンブリ）、2次元
図面化などに関する技能及び関連知識を習
得します。

工程管理の進め方や原価管理の考え方、品
質管理に必要なデータ処理方法を習得しま
す。

コンピュータ制御されたNC工作機（NC旋
盤・マシニングセンタ）を使用した製品作成
の手順、オペレーション方法を習得します。

NC工作機械のプログラムに必要なCAMの
操作方法及び3次元CADデータを活用した
効率的な加工データの作成手法を習得しま
す。

修了生の声

8月・2月
各15名
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訓練内容

機械加工の分野でもPCを使う機会は増えています。図面
を描くための「CAD」、NC工作機械で使用する「プログラ
ム作成」、生産工程や部品の出来を見る「生産管理、品質管
理」。訓練を通じてPCスキルの
向上と専門知識を習得して、現
場の第一線での業務やそれら
のサポートができる人材を目
指していきましょう。

機械分野の
マルチプレーヤー
養成コース

科の特徴

各自でご用意ください
（入所後にご案内）

▶自分の不得意なパソコンをここで勉強してい
くなかで、少しずつできる事が増えていきま
した。機械加工でのものづくりの興味がわき
ました。（令和４年７月修了生）

▶今までは何の資格も無かったので、事務や
サービス業をしてきました。ここでCADを教
えて頂いたのでCADオペレーターの仕事に
就けました。何よりとても楽しかった。（令和４
年１月修了生）

・技能検定 「機械検査３級」
・技能検定 「機械プラント製図３級」

● CADオペレータ
● 品質管理、生産管理等の
業務サポート

● 生産関連事務（製造業）

約10,000円
実費

JIS（日本産業規格）に基づく機械製図を学
び、図面から製品の形状を理解する読解力、
的確な図面を作成する技術を習得します。

習得した機械製図のルールを基に、2次元
CADの概要と図面作成に関する技能及び関
連知識を習得します。

３次元CADによる立体形状の部品（モデル）
の作成やモデルの組立（アセンブリ）、2次元
図面化などに関する技能及び関連知識を習
得します。

工程管理の進め方や原価管理の考え方、品
質管理に必要なデータ処理方法を習得しま
す。

コンピュータ制御されたNC工作機（NC旋
盤・マシニングセンタ）を使用した製品作成
の手順、オペレーション方法を習得します。

NC工作機械のプログラムに必要なCAMの
操作方法及び3次元CADデータを活用した
効率的な加工データの作成手法を習得しま
す。

修了生の声

8月・2月
各15名
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入所月

定 員

4月・7月・10月・1月
各15名

私たちの身の回りには電気を利用しているものがたくさん
あります。私たちが日々、それらを安全に使用できている裏
側には電気の現場で働く職業の存在があります。本コース
では、電気の基本的な仕組みや理論から始まり、電気図面
の読み方／描き方やCADの操作方法、建物の電気工事の
作業方法や電気設備の
自動制御技術などを学
べます。
今後もなくなることのな
い電気の知識や技能を
身に付けて、就職を目指
します！

なくなることのない
電気を仕事に！

科の特徴

各自でご用意ください
（入所後にご案内）

▶電気設備等に関する知識・技能がほとんど無
かったのですが、親切・丁寧に指導していただ
きました。また、工具や実習する物のほとんど
がひとり一台で使用できたので、色々なこと
がわかり身に付いて良かったです。（令和４年
９月修了生）

▶まったくの未経験でしたが、電気工事の基礎
を学ぶことができました。また、第二種電気工
事士の資格の取得に向けて十分な学習がで
きました。（令和４年６月修了生）

・第二種電気工事士
・第一種電気工事士

・消防設備士乙種第４類

● 設備工事（電気・通信・防災）
● 営業・事務（電気関連業）
● CAD設計・積算
● ビル、生産設備の保守管理
● 配電盤、制御盤組立
● 電気機器類の製造

約8,000円
実費

訓練内容

電気に関連する基礎知識・関連法規につ
いて学びます。机上で簡易的な電気工事
をすることで工具や電気器具の扱い方な
ども併せて習得します。

電気配線図の読み方、ケーブル・金属管・
樹脂管などを使った様々な電気工事の施
工方法、施工後に必要な各種検査と測定
方法にについて習得します。

CAD（Jw_cad）を使用して住宅図面や電
気配線の読み方、描き方を習得します。
使用するJw_CADはフリーソフトで建築・
設備関連企業を中心に広く普及していま
す。

自動火災報知設備の工事・点検に関する
知識・技能を習得します。パソコン基本操
作、文書、表計算、プレゼンテーションに関
するソフトの使い方を学びます。

修了生の声

工場などの生産ラインを支えているシー
ケンス制御の技術について、基礎から習
得することで電気設備の保守管理などの
スキルが身につきます。

工場の制御盤の中などに設置されているPLC
やタッチパネルなど高度な自動制御について
習得します。PLCの制御技術はプログラムに
よって行うことから、IoT化が進む現代におい
て重要な技術を身に付けることができます。
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入所月

定 員

4月・7月・10月・1月
各15名

私たちの身の回りには電気を利用しているものがたくさん
あります。私たちが日々、それらを安全に使用できている裏
側には電気の現場で働く職業の存在があります。本コース
では、電気の基本的な仕組みや理論から始まり、電気図面
の読み方／描き方やCADの操作方法、建物の電気工事の
作業方法や電気設備の
自動制御技術などを学
べます。
今後もなくなることのな
い電気の知識や技能を
身に付けて、就職を目指
します！

なくなることのない
電気を仕事に！

科の特徴

各自でご用意ください
（入所後にご案内）

▶電気設備等に関する知識・技能がほとんど無
かったのですが、親切・丁寧に指導していただ
きました。また、工具や実習する物のほとんど
がひとり一台で使用できたので、色々なこと
がわかり身に付いて良かったです。（令和４年
９月修了生）

▶まったくの未経験でしたが、電気工事の基礎
を学ぶことができました。また、第二種電気工
事士の資格の取得に向けて十分な学習がで
きました。（令和４年６月修了生）

・第二種電気工事士
・第一種電気工事士

・消防設備士乙種第４類

● 設備工事（電気・通信・防災）
● 営業・事務（電気関連業）
● CAD設計・積算
● ビル、生産設備の保守管理
● 配電盤、制御盤組立
● 電気機器類の製造

約8,000円
実費

訓練内容

電気に関連する基礎知識・関連法規につ
いて学びます。机上で簡易的な電気工事
をすることで工具や電気器具の扱い方な
ども併せて習得します。

電気配線図の読み方、ケーブル・金属管・
樹脂管などを使った様々な電気工事の施
工方法、施工後に必要な各種検査と測定
方法にについて習得します。

CAD（Jw_cad）を使用して住宅図面や電
気配線の読み方、描き方を習得します。
使用するJw_CADはフリーソフトで建築・
設備関連企業を中心に広く普及していま
す。

自動火災報知設備の工事・点検に関する
知識・技能を習得します。パソコン基本操
作、文書、表計算、プレゼンテーションに関
するソフトの使い方を学びます。

修了生の声

工場などの生産ラインを支えているシー
ケンス制御の技術について、基礎から習
得することで電気設備の保守管理などの
スキルが身につきます。

工場の制御盤の中などに設置されているPLC
やタッチパネルなど高度な自動制御について
習得します。PLCの制御技術はプログラムに
よって行うことから、IoT化が進む現代におい
て重要な技術を身に付けることができます。

1413 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド



▶訓練で学んだ全ての専門性（要素）を活かし、ビル、ホテ
ル・旅館、病院などの建物の中で働く人々が快適な1日
を過ごせる環境を整え、建物の所有者にも満足してい
ただける「設備管理員」を
目指しませんか！

▶訓練で学んだいくつかの
専門性（要素）を活かし、電
気工事士・消防設備士・学
校等の用務員・管理人等に
なりませんか！ 

ビル管理の幅広い
要素・専門性を身に付け、
資格を取って再就職。

科の特徴

▶ビル設備サービス科の訓練は、多岐にわたる内容
で大変充実しておりました。多くの知識・技術が得
られ世界が広がりました。また、更に深く追及した
いと思う分野もいくつか出てきました。クラスメイ
トとの充実した時間は大変貴重で、おかげさまで資
格試験も頑張ることができ、目標としていた資格を
取得することができました。資格を取得できたこと
により自信もつきました。就職活動の良いアピー
ルにもなり、自信をもって就職活動ができます。先
生方からの毎日の求人情報の案内は大変参考に
なりました。（令和４年９月修了生）

▶入所前は「ビル設備」の知識ゼロのため、講義につ
いていけるか不安でしたが、先生方や周りの仲間
に助けていただき、充実した日々を過ごすことがで
きました。ポリテクセンターでは、座学だけではな
く、実機を使用した実習があるので、非常にわかり
やすく身につくことができ、意義のある６か月間で
した。（令和４年６月修了生）

● 建物・設備等の点検及び
保守管理

● 電気・消防・給排水等の
技術スタッフ

● 施設警備
● 校用業務員（用務員）
● マンションの管理人

各自でご用意ください
（入所後にご案内）

約9,000円
実費

訓練内容

修了生の声

電気理論や電気用図記号について理解
し、ケーブル配線工事を通じて、測定器の
使用方法や測定結果による評価について
学びます。

給水管・排水管などの課題製作及び衛生
器具の取付けや水漏れに対するメンテナ
ンスについて学びます。また、残留塩素や
二酸化炭素の測定方法についても学びま
す。

Jw_cadによる基本操作から各種設備図
の描き方について学びます。また、剥離剤
から床維持材（ワックス）の塗布作業まで、
一連の清掃作業工程についても学びま
す。

空調機の主要構成機器の役割を理解し
ルームエアコンの据付、配管技術につい
て学びます。

消防設備（受信機・感知器・発信機）の種類
や作動原理、機能試験等について学びま
す。また、ボイラーの構造・取扱い及び関
係法令についても学びます。

受水槽内の水位制御やポンプ、モータの
制御回路について学びます。また、高圧受
変電設備についても学びます。

・第二種電気工事士
・消防設備士乙種第４類

・二級ボイラー技士
・第三種冷凍機械責任者

入所月

定 員

4月・7月・10月・1月
各15名

1615 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド



▶訓練で学んだ全ての専門性（要素）を活かし、ビル、ホテ
ル・旅館、病院などの建物の中で働く人々が快適な1日
を過ごせる環境を整え、建物の所有者にも満足してい
ただける「設備管理員」を
目指しませんか！

▶訓練で学んだいくつかの
専門性（要素）を活かし、電
気工事士・消防設備士・学
校等の用務員・管理人等に
なりませんか！ 

ビル管理の幅広い
要素・専門性を身に付け、
資格を取って再就職。

科の特徴

▶ビル設備サービス科の訓練は、多岐にわたる内容
で大変充実しておりました。多くの知識・技術が得
られ世界が広がりました。また、更に深く追及した
いと思う分野もいくつか出てきました。クラスメイ
トとの充実した時間は大変貴重で、おかげさまで資
格試験も頑張ることができ、目標としていた資格を
取得することができました。資格を取得できたこと
により自信もつきました。就職活動の良いアピー
ルにもなり、自信をもって就職活動ができます。先
生方からの毎日の求人情報の案内は大変参考に
なりました。（令和４年９月修了生）

▶入所前は「ビル設備」の知識ゼロのため、講義につ
いていけるか不安でしたが、先生方や周りの仲間
に助けていただき、充実した日々を過ごすことがで
きました。ポリテクセンターでは、座学だけではな
く、実機を使用した実習があるので、非常にわかり
やすく身につくことができ、意義のある６か月間で
した。（令和４年６月修了生）

● 建物・設備等の点検及び
保守管理

● 電気・消防・給排水等の
技術スタッフ

● 施設警備
● 校用業務員（用務員）
● マンションの管理人

各自でご用意ください
（入所後にご案内）

約9,000円
実費

訓練内容

修了生の声

電気理論や電気用図記号について理解
し、ケーブル配線工事を通じて、測定器の
使用方法や測定結果による評価について
学びます。

給水管・排水管などの課題製作及び衛生
器具の取付けや水漏れに対するメンテナ
ンスについて学びます。また、残留塩素や
二酸化炭素の測定方法についても学びま
す。

Jw_cadによる基本操作から各種設備図
の描き方について学びます。また、剥離剤
から床維持材（ワックス）の塗布作業まで、
一連の清掃作業工程についても学びま
す。

空調機の主要構成機器の役割を理解し
ルームエアコンの据付、配管技術につい
て学びます。

消防設備（受信機・感知器・発信機）の種類
や作動原理、機能試験等について学びま
す。また、ボイラーの構造・取扱い及び関
係法令についても学びます。

受水槽内の水位制御やポンプ、モータの
制御回路について学びます。また、高圧受
変電設備についても学びます。

・第二種電気工事士
・消防設備士乙種第４類

・二級ボイラー技士
・第三種冷凍機械責任者

入所月

定 員

4月・7月・10月・1月
各15名

1615 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド



入所月

定 員

修了生の声

・ものづくりが好きな方
・新しい技術に挑戦したい方

・プログラミングに興味がある方
・タイピングが嫌いではない方 各自でご用意ください

（入所後にご案内）

約8,000円
実費

▶プログラムを基礎から一歩ずつ習得し、アプリケーション
製作、製造ラインの制御方法について学習していきます。

▶生産現場で使用されているネットワークの技術について
も習得し、サーバ構築、データベース技術など生産の効
率化を行う技術の習得ができます。

▶制御機器やタブレット端末などを組
み合わせた生産支援システムの構
築手法を学習します。

ITの世界に
挑戦できるコース！

科の特徴

▶製造現場で当たり前のように利用していた機
械類の内部でのシステムや構造について知れ
ました。また、興味はあったが分野が広く手を
出すことが出来なかったプログラミングやネッ
トワーク分野について、学ぶことができスキル
アップに繋がりました。（令和４年７月修了生）

・ITパスポート
※その他関連資格は、相談の上対応いたします。

● 生産設備システム開発、保全技術職
● ネットワーク構築、管理技術職
● アプリケーション製作、開発
● PLC制御設計
● 自動機組立て

訓練内容

ネットワークの基礎、企業内ネットワーク環
境の構築に必要な技術及び関連知識を習得
します。

Webページを作成するうえで必要不可欠な
ＨＴＭＬを習得し、ＣＳＳを使用した画面レイア
ウトに関する技術を習得します。

生産現場のライン制御に使われているPLC
制御技術を基礎から学び、FAネットワーク構
築に関する技術まで習得します。

Java言語を使用したアプリケーション製作
を行い、デバイスを制御する関連知識を習
得します。

生産情報の集積と利用に欠かせないデータ
ベースシステム及びプログラミングに関す
る関連知識と技術を習得します。

これまでに習得した知識・技術を活かし、生
産支援システムの仕様検討から設計・開発・
テストまでの手法を実習を通して習得しま
す。

7月（ビジネススキル講習付き）・8月
1月（ビジネススキル講習付き）・2月
各20名

■  ビジネススキル講習付き
７か月コース（５月開講）は６か月間の本訓練に入る前に「導入
訓練」として１か月間、社会人基礎とパソコンを学ぶことがで
きます。特にパソコンに自身がない方におすすめです。
詳細は21ページへ！

1817 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド



入所月

定 員

修了生の声

・ものづくりが好きな方
・新しい技術に挑戦したい方

・プログラミングに興味がある方
・タイピングが嫌いではない方 各自でご用意ください

（入所後にご案内）

約8,000円
実費

▶プログラムを基礎から一歩ずつ習得し、アプリケーション
製作、製造ラインの制御方法について学習していきます。

▶生産現場で使用されているネットワークの技術について
も習得し、サーバ構築、データベース技術など生産の効
率化を行う技術の習得ができます。

▶制御機器やタブレット端末などを組
み合わせた生産支援システムの構
築手法を学習します。

ITの世界に
挑戦できるコース！

科の特徴

▶製造現場で当たり前のように利用していた機
械類の内部でのシステムや構造について知れ
ました。また、興味はあったが分野が広く手を
出すことが出来なかったプログラミングやネッ
トワーク分野について、学ぶことができスキル
アップに繋がりました。（令和４年７月修了生）

・ITパスポート
※その他関連資格は、相談の上対応いたします。

● 生産設備システム開発、保全技術職
● ネットワーク構築、管理技術職
● アプリケーション製作、開発
● PLC制御設計
● 自動機組立て

訓練内容

ネットワークの基礎、企業内ネットワーク環
境の構築に必要な技術及び関連知識を習得
します。

Webページを作成するうえで必要不可欠な
ＨＴＭＬを習得し、ＣＳＳを使用した画面レイア
ウトに関する技術を習得します。

生産現場のライン制御に使われているPLC
制御技術を基礎から学び、FAネットワーク構
築に関する技術まで習得します。

Java言語を使用したアプリケーション製作
を行い、デバイスを制御する関連知識を習
得します。

生産情報の集積と利用に欠かせないデータ
ベースシステム及びプログラミングに関す
る関連知識と技術を習得します。

これまでに習得した知識・技術を活かし、生
産支援システムの仕様検討から設計・開発・
テストまでの手法を実習を通して習得しま
す。

7月（ビジネススキル講習付き）・8月
1月（ビジネススキル講習付き）・2月
各20名

■  ビジネススキル講習付き
７か月コース（５月開講）は６か月間の本訓練に入る前に「導入
訓練」として１か月間、社会人基礎とパソコンを学ぶことがで
きます。特にパソコンに自身がない方におすすめです。
詳細は21ページへ！

1817 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド



訓練内容

入所月

定 員

（１）CADソフトを利用した各種図面の作成ができるように
なります！

（２）座学だけでなく、実習を通じて現場の考え方がわかり
ます！

（３）建築に関わる企画や提案ができ
るようになります！

（４）Word・Excel・PowerPointが学
べ、事務職も目指せます！

（５）建築業界で普及し始めたBIMが
学べます！

住まいのクリエイターを
目指す！

科の特徴

▶是非来た方がいいと思います。特に、前職でス
キルを身につける環境になかった人は、とても
いい場所だと思います。（令和４年８月修了生）

▶初学者である自分にとって、無理なく吸収でき
る内容と教え方でたいへんありがたかった。志
望業種での就職もできたが、実際の仕事では、
あらためて学ぶことが難しそうな包括的な内
容や知識にも触れられた。同窓生の方々とも
良好な関係が築け、学生生活としても大変充
実していました。（令和４年２月修了生）

修了生の声

● 住宅関係の営業、販売
● CADオペレータ
● ショールームスタッフ
● 建築設計、設備設計
● 建築に関する営業、経理、一般事務員

各自でご用意ください
（入所後にご案内）

約10,000円
実費 ・建築CAD検定（２級・３級）

・インテリアコーディネーター
・コンピュータサービス技能評価試験（CS検定）
「ワープロ部門1級・２級・３級」
「表計算部門1級・２級・３級」

建築構造・模型（在来軸組構法）・建築法規等
の技能・関連知識を習得します。

内装下地・壁紙・タイルカーペット等の施工
の技能・関連知識を習得します。

水回り・照明等の施工の技能・関連知識を習
得します。

基本操作・図面作成（平面図・立体図等）等の
技能・関連知識を習得します。

ワープロ（Word）・表計算（Excel）・プレゼ
ンテーション（PowerPo int）・画像編集
（GIMP）等の技能・関連知識を習得します。

パース・建築積算・住宅設計・BIM等の技能・
関連知識を習得します。

9月・3月
各20名

2019 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド



訓練内容

入所月

定 員

（１）CADソフトを利用した各種図面の作成ができるように
なります！

（２）座学だけでなく、実習を通じて現場の考え方がわかり
ます！

（３）建築に関わる企画や提案ができ
るようになります！

（４）Word・Excel・PowerPointが学
べ、事務職も目指せます！

（５）建築業界で普及し始めたBIMが
学べます！

住まいのクリエイターを
目指す！

科の特徴

▶是非来た方がいいと思います。特に、前職でス
キルを身につける環境になかった人は、とても
いい場所だと思います。（令和４年８月修了生）

▶初学者である自分にとって、無理なく吸収でき
る内容と教え方でたいへんありがたかった。志
望業種での就職もできたが、実際の仕事では、
あらためて学ぶことが難しそうな包括的な内
容や知識にも触れられた。同窓生の方々とも
良好な関係が築け、学生生活としても大変充
実していました。（令和４年２月修了生）

修了生の声

● 住宅関係の営業、販売
● CADオペレータ
● ショールームスタッフ
● 建築設計、設備設計
● 建築に関する営業、経理、一般事務員

各自でご用意ください
（入所後にご案内）

約10,000円
実費 ・建築CAD検定（２級・３級）

・インテリアコーディネーター
・コンピュータサービス技能評価試験（CS検定）
「ワープロ部門1級・２級・３級」
「表計算部門1級・２級・３級」

建築構造・模型（在来軸組構法）・建築法規等
の技能・関連知識を習得します。

内装下地・壁紙・タイルカーペット等の施工
の技能・関連知識を習得します。

水回り・照明等の施工の技能・関連知識を習
得します。

基本操作・図面作成（平面図・立体図等）等の
技能・関連知識を習得します。

ワープロ（Word）・表計算（Excel）・プレゼ
ンテーション（PowerPo int）・画像編集
（GIMP）等の技能・関連知識を習得します。

パース・建築積算・住宅設計・BIM等の技能・
関連知識を習得します。

9月・3月
各20名

2019 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド



2221 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド

Polytechnic Center Nagano Polytechnic Center Nagano

訓練を受講する一つのメリットは、再就職に必要な知識やスキルを習得できることにありますが、もう一つの
大きなメリットは、様々な就職支援を受けられることです。そして、就職に関する情報を得る機会が増えること
で、就職の幅やチャンスが大きく広がります。

1ヵ月間 1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目 6ヵ月目

ビジネス
スキル講習 本訓練（機械オペレーション科、生産システムエンジニア科）

対象コース　

訓練の流れ

ビジネススキル講習の主な内容

対象コース　

訓練の流れ

企業実習のメリット

6ヵ月間

フォローアップ
講習

1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目

施設内訓練（機械オペレーション科） 企業
実習

就職支援アドバイザーと担当講師が
連携してサポートしています。

このコースは本訓練（６か月間）の前に、社会人として求められるビジネスマナーやコミュニケーション能力、
パソコンの基本操作等の就職活動に役立つ基礎的能力を習得するための導入訓練（1か月間）を行います。

ビジネススキル講習付コース（導入訓練）とは
受講者の就職活動を全力でサポートします！

ポリテクセンター長野の就職支援

●機械オペレーション科　5月生
●生産システムエンジニア科　7月生、1月生

❶キャリアガイダンス（仕事理解、自己理解、ジョブ・カードの活用）
❷チームで働く力（コミュニケーションの基本、ビジネスマナー）
❸仕事を見つける力（職業適性、会社が求める人材の理解） 

❹考え行動する力（アサーション（話し方）、
グループワーク）

❺基礎的ITリテラシー
（Windowsの基本操作、文書作成、表計算） 

このコースは概ね５５歳未満の方を対象に、施設内訓練と企業実習を組み合わせたコースです。受講生は修了２か月前の
約１か月間を当センターが委託した企業において、企業内でOJTを通した実践的な仕事を体験します。この体験を通して、企
業内での仕事の対応力（段取りから実施まで）を習得します。

企業実習付コースとは

●機械オペレーション科　5月生、6月生

❶企業実習を通して、自分の適性を見極めることができます。 
❷企業実習を通して、実践力が身につきます。

❸企業実習先のニーズと合えば、そのまま実習先への
就職するケースもあります。 

入所～３ヵ月

職務経歴、保有資格・能力や強み
を整理することで、自己理解を深
め、職業選択につなげます。

ジョブカードの
作成支援

個別の面談を行い、希望の仕事に
つけるよう、アドバイスをします。

キャリア
コンサルティング

ＧＡＴＢ（一般職業適性検査）、キャ
リアインサイト（適性診断システ
ム）があります。

職業適性検査
（希望者のみ）

自己理解、履歴書・職務経歴書の
作成、面接の対応を学びます。

就職ガイダンス

就職

令和３年度 全コース平均就職率

修了後
求人情報の提供 就職相談（面談・電話）

４ヵ月～６ヵ月

ハローワークの求人情報のほ
か、企業から直接届く求人情報
も提供します。

求人情報の提供
企業分析を行い、応募先に沿ったア
ドバイスをします。

応募時の個別サポート
受講者の情報（個人情報として特定される内容は省きます）を冊子にま
とめ、長野県内の企業約400カ所へ送付しています。その情報により、
企業から求人のリクエストがあり次第、採用につながるよう、マッチング
をします。

求職者情報誌の作成

就職についての悩みや不安があれば相談できます。
応募書類の添削や模擬面接を受けられます。
ハローワークの求人情報のほか、企業からポリテク
センターに直接届く求人情報の紹介もしています。

87.6%87.6%
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Polytechnic Center Nagano Polytechnic Center Nagano

訓練を受講する一つのメリットは、再就職に必要な知識やスキルを習得できることにありますが、もう一つの
大きなメリットは、様々な就職支援を受けられることです。そして、就職に関する情報を得る機会が増えること
で、就職の幅やチャンスが大きく広がります。

1ヵ月間 1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目 6ヵ月目

ビジネス
スキル講習 本訓練（機械オペレーション科、生産システムエンジニア科）

対象コース　

訓練の流れ

ビジネススキル講習の主な内容

対象コース　

訓練の流れ

企業実習のメリット

6ヵ月間

フォローアップ
講習

1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目

施設内訓練（機械オペレーション科） 企業
実習

就職支援アドバイザーと担当講師が
連携してサポートしています。

このコースは本訓練（６か月間）の前に、社会人として求められるビジネスマナーやコミュニケーション能力、
パソコンの基本操作等の就職活動に役立つ基礎的能力を習得するための導入訓練（1か月間）を行います。

ビジネススキル講習付コース（導入訓練）とは
受講者の就職活動を全力でサポートします！

ポリテクセンター長野の就職支援

●機械オペレーション科　5月生
●生産システムエンジニア科　7月生、1月生

❶キャリアガイダンス（仕事理解、自己理解、ジョブ・カードの活用）
❷チームで働く力（コミュニケーションの基本、ビジネスマナー）
❸仕事を見つける力（職業適性、会社が求める人材の理解） 

❹考え行動する力（アサーション（話し方）、
グループワーク）

❺基礎的ITリテラシー
（Windowsの基本操作、文書作成、表計算） 

このコースは概ね５５歳未満の方を対象に、施設内訓練と企業実習を組み合わせたコースです。受講生は修了２か月前の
約１か月間を当センターが委託した企業において、企業内でOJTを通した実践的な仕事を体験します。この体験を通して、企
業内での仕事の対応力（段取りから実施まで）を習得します。

企業実習付コースとは

●機械オペレーション科　5月生、6月生

❶企業実習を通して、自分の適性を見極めることができます。 
❷企業実習を通して、実践力が身につきます。

❸企業実習先のニーズと合えば、そのまま実習先への
就職するケースもあります。 

入所～３ヵ月

職務経歴、保有資格・能力や強み
を整理することで、自己理解を深
め、職業選択につなげます。

ジョブカードの
作成支援

個別の面談を行い、希望の仕事に
つけるよう、アドバイスをします。

キャリア
コンサルティング

ＧＡＴＢ（一般職業適性検査）、キャ
リアインサイト（適性診断システ
ム）があります。

職業適性検査
（希望者のみ）

自己理解、履歴書・職務経歴書の
作成、面接の対応を学びます。

就職ガイダンス

就職

令和３年度 全コース平均就職率

修了後
求人情報の提供 就職相談（面談・電話）

４ヵ月～６ヵ月

ハローワークの求人情報のほ
か、企業から直接届く求人情報
も提供します。

求人情報の提供
企業分析を行い、応募先に沿ったア
ドバイスをします。

応募時の個別サポート
受講者の情報（個人情報として特定される内容は省きます）を冊子にま
とめ、長野県内の企業約400カ所へ送付しています。その情報により、
企業から求人のリクエストがあり次第、採用につながるよう、マッチング
をします。

求職者情報誌の作成

就職についての悩みや不安があれば相談できます。
応募書類の添削や模擬面接を受けられます。
ハローワークの求人情報のほか、企業からポリテク
センターに直接届く求人情報の紹介もしています。

87.6%87.6%



2423 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド

Polytechnic Center Nagano Polytechnic Center Nagano

受講者の1日  機械CAD/NC加工科 託児サービスのご案内
平日　9時20分～15時40分（7時限目を実施する場合は16時40分まで）

●9：20開始の訓練に間に合うよう到着して準備します。

9：15

準 備

●午前は設計に関する訓練です。日々新しいことを学んでいます。最初は慣れない操作に苦戦しま
したが、徐々にスムーズな操作ができるようになりました。日によっては、普通旋盤などによる加工
の訓練を行うこともあります。

9：20

ハロー
トレーニング
開始

●広々とした訓練生ホールで食事をとること
ができます。飲み物の自動販売機もあります。

●朝貼り出された新着求人一覧をチェックします。
気になる求人があれば求人票を取り寄せます。

●職業適性検査を受けます。パソコンで職業適
性を調べたり、職業情報の検索をすることが
できます。

●就職活動の進め方に不安があったので、就職支
援アドバイザーに相談します。センター内で相談
することができるので課題解決につながります。

12：00（～13：00）

お昼休み

●午後はNC旋盤の訓練です。まずは、切削条件についてしっかり学び、その後実際に加工します。
●大きな機械を使って、100分の1ミリメートル単位の加工に挑戦！ 出来上がりが楽しみです！

13：00

ハロー
トレーニング
再開

15：40

ハロー
トレーニング
終了

※土日、祝日、年末年始等は休みです。
※企業実習付コースの場合、企業実習期間中は原則、実習先企業の就業時間に準じます。

●就学前の児童を保育する求職活動中の方で、訓練受講の際
に、託児サービスの利用が必要と当センターが認めた方。

対象者

●全ての訓練コースが対象です。
対象コース

●3～4ページの「開講・募集スケジュール」をご覧ください。
訓練日程

●無料（※お子様の食事・軽食代、おむつ代等は自己負担）
託児サービス利用料

当センターでは、子育て中の方も安心して訓練を受講できるよう、訓練受講
中にお子様を託児施設に預けられる「託児サービス」を提供しています。
職業訓練は、就職先の選択肢を広げ、働き方を変える絶好の機会です。就職
活動を有利に進めるためにも、是非ご活用ください。

利用条件

利用までの流れ
❶託児サービスの利用をお考えの方は、事前にポリテクセンター長野訓練課までご連絡ください。
❷ハローワークに受講申込書と共に「託児サービス利用申込書」を提出します。
❸受講が決定したら、合格通知を送付いたします。ご案内した託児所へ連絡の上、必要な手続きを行ってください。
❹入所式当日から利用できます。なお、利用の前に数日、慣らし保育を利用できる場合があります。お気軽にご相談ください。

利用上の注意
❶託児サービスは、当センターが委託する託児施設で行うため、託児施設へのお子様の送迎が必要となります。
❷託児施設は、利用される方の通所経路や預けるお子様の年齢等を基に決定します。託児サービスの内容や利用条件等は、
託児施設によって異なります。

❸申込者多数または受入可能な託児施設が確保できない場合には、利用できないことがありますので、予めご了承ください。
❹お子様の病気・発熱等で引き取りが必要な場合が生じたときは、お子様の引き取りをお願いします。

託児サービスについてご不明な点は、当センター訓練課までお問い合わせください。
026-243-7856



2423 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド 令和5年度 ポリテクセンター長野 受講者募集ガイド

Polytechnic Center Nagano Polytechnic Center Nagano

受講者の1日  機械CAD/NC加工科 託児サービスのご案内
平日　9時20分～15時40分（7時限目を実施する場合は16時40分まで）

●9：20開始の訓練に間に合うよう到着して準備します。

9：15

準 備

●午前は設計に関する訓練です。日々新しいことを学んでいます。最初は慣れない操作に苦戦しま
したが、徐々にスムーズな操作ができるようになりました。日によっては、普通旋盤などによる加工
の訓練を行うこともあります。

9：20

ハロー
トレーニング
開始

●広々とした訓練生ホールで食事をとること
ができます。飲み物の自動販売機もあります。

●朝貼り出された新着求人一覧をチェックします。
気になる求人があれば求人票を取り寄せます。

●職業適性検査を受けます。パソコンで職業適
性を調べたり、職業情報の検索をすることが
できます。

●就職活動の進め方に不安があったので、就職支
援アドバイザーに相談します。センター内で相談
することができるので課題解決につながります。

12：00（～13：00）

お昼休み

●午後はNC旋盤の訓練です。まずは、切削条件についてしっかり学び、その後実際に加工します。
●大きな機械を使って、100分の1ミリメートル単位の加工に挑戦！ 出来上がりが楽しみです！

13：00

ハロー
トレーニング
再開

15：40

ハロー
トレーニング
終了

※土日、祝日、年末年始等は休みです。
※企業実習付コースの場合、企業実習期間中は原則、実習先企業の就業時間に準じます。

●就学前の児童を保育する求職活動中の方で、訓練受講の際
に、託児サービスの利用が必要と当センターが認めた方。

対象者

●全ての訓練コースが対象です。
対象コース

●3～4ページの「開講・募集スケジュール」をご覧ください。
訓練日程

●無料（※お子様の食事・軽食代、おむつ代等は自己負担）
託児サービス利用料

当センターでは、子育て中の方も安心して訓練を受講できるよう、訓練受講
中にお子様を託児施設に預けられる「託児サービス」を提供しています。
職業訓練は、就職先の選択肢を広げ、働き方を変える絶好の機会です。就職
活動を有利に進めるためにも、是非ご活用ください。

利用条件

利用までの流れ
❶託児サービスの利用をお考えの方は、事前にポリテクセンター長野訓練課までご連絡ください。
❷ハローワークに受講申込書と共に「託児サービス利用申込書」を提出します。
❸受講が決定したら、合格通知を送付いたします。ご案内した託児所へ連絡の上、必要な手続きを行ってください。
❹入所式当日から利用できます。なお、利用の前に数日、慣らし保育を利用できる場合があります。お気軽にご相談ください。

利用上の注意
❶託児サービスは、当センターが委託する託児施設で行うため、託児施設へのお子様の送迎が必要となります。
❷託児施設は、利用される方の通所経路や預けるお子様の年齢等を基に決定します。託児サービスの内容や利用条件等は、
託児施設によって異なります。

❸申込者多数または受入可能な託児施設が確保できない場合には、利用できないことがありますので、予めご了承ください。
❹お子様の病気・発熱等で引き取りが必要な場合が生じたときは、お子様の引き取りをお願いします。

託児サービスについてご不明な点は、当センター訓練課までお問い合わせください。
026-243-7856
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Ｑ 経験がなく訓練についていけるのか不安ですが、未経験者でも受講できますか？

A 受講できます。訓練を受講されている多くの方が、未経験の職種への就職を目指しています。
コースに関連する職務経歴がなくても、基礎から丁寧に指導しますので、安心して受講してください。

Ｑ 施設見学会の日程は都合が悪く参加できないのですが・・・

A 裏表紙に記載の施設見学会の日程の参加が難しい場合、個別見学をしていただくことも可能です。
日程調整をさせていただきますので、事前に当センターにお問い合わせください。

Ｑ 複数のコースを同時に申し込むことはできますか？

A できます。同じ月に開講されるコースが複数科ある場合は、第二志望科まで申し込むことが可能です。
ただし、開講月が異なるコースは、同時に申し込むことはできませんのでご注意ください。

Ｑ 受講費用はかかりますか？

A 受講料は無料です。ただし、別途必要なものは以下のとおりです。
テキスト代、作業服・安全靴等（各自で用意）、職業訓練生総合保険保険料（約6,０００円）
※企業実習付きのコースを受講される方は保険の加入が必須です。それ以外のコースの方は任意加入とな
　ります。

Ｑ 受講期間中、就職活動はできますか？

A できます。専門の就職支援アドバイザーが随時相談をお受けしています。
また、訓練期間中でも積極的に就職活動を行って、在籍中に内定が出る方もたくさんいらっしゃいます。
詳しくは22ページをご覧ください。

Ｑ 駐車場はありますか？

A あります。敷地内の駐車場は無料で利用できます。

Ｑ 長野県に住んでいなくても、応募はできますか？

A 応募できます。住所管轄のハローワークでご相談の上、お申込みください。

NC工作機って？
NC工作機械のNCは、“数値制御”を意味する「Numerically Control」の頭文
字をとった略称です。つまり、NC工作機械とは、数値制御装置が備わっている
工作機械のことです。
それまで、作業員のハンドル操作で行っていた加工を、数値情報で指令を出す
ことで、自動化できるようになりました。

旋盤とフライス盤って？
旋盤は材料（円筒の形状）を回転させ、刃物を固定し、刃物の位置を調整して削り出していくのが特徴です。
フライス盤は金属を削る刃物を回転させ、材料（四角い形状）を固定して、加工を行います。

ボイラーって？
ボイラーとは、燃料（油やガス）を燃やして水を温め、温水や蒸気を作る機械です。発生した温水や蒸気は、離れたところ
まで移送され、暖房・乾燥、工場の生産ラインでの熱源として活用されます。 

BIMって？
BIMとは、パソコン上に建物の立体モデルを再現して、設計から施工までの管理を一元化し円滑に行う手法です。
将来的に、建築業界では必須になると言われています。

ものづくり用語集

CAMって？
CAMとは、「Computer Aided Manufacturing」の略で、「コンピュータ支援による製造」という意味になりま
す。製品やの製造・加工を行う際、CADで作成した図面を基に、工作機械での加工に必要なNCプログラムなどを
作成するツールで部品す。

キャム

Ｑ＆Ａ

CADって？
CADとは、「Computer Aided Design」の略で、「コンピュータ設計支援」と訳
されています。
自動車やスマートフォン、冷蔵庫など身の回りにある数多くの製品から建築物
まで、すべて図面を基に作られています。CADはこれまで手作業だった設計や
製図をコンピュータで行うため、現代のものづくりには欠かせないツールとなっ
ています。

キャド

CADの特徴
①手書きによる製図よりも簡単
②製図データの修正がしやすい
③データで管理や共有が可能

NC工作機の特徴
①安定した品質の維持
②量産化やコストの低減
③高い安全性

PLCって？
PLC（Programmable Logic Controller）とは、リレー回路に似た回路を専用
のソフトウェアを使用し、パソコン上でプログラミングして動作させることがで
きる機器です。

PLCの特徴
①制御盤を小型化で省スペー
スにできる

②プログラムを変更するだけで
動作変更できる

③生産性を落とすことなくプロ
グラムを変更できる

シーケンスって？
シーケンス制御とは、機械などが順序通りに動作するように制御することをいい
ます。私たちの身の回りの製品にも多くのシーケンス制御が使われており、交通
信号機やエレベーター、洗濯機などが挙げられます。例えば、全自動洗濯機は、ス
タートボタンを押すと、給水→洗い→すすぎ→脱水という順序で動作します。これ
は、この順序通りに動作するように、あらかじめプログラミングされているためで
あり、これもシーケンス制御となります。

シーケンス制御の一例
① 給　水
　　▼
② 洗　い
　　▼
③ すすぎ
　　▼
④ 脱　水　
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申込方法 選考会の筆記試験問題例

※この例は、筆記問題で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例です。
　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。ハローワークでの職業相談

●職業訓練の受講をするには、まず、所轄のハローワークで求職登録をしてください。01

選考結果通知
●選考を受けた方全員へ、文書（特定記録）にて結果を通知いたします。05

見学会等に参加
●見学会を通して、訓練内容・環境等をご確認いただき、職業訓練への理解を深めることができます。 
（見学会の日程は裏表紙をご参照ください） 
※見学会に参加していなくても訓練を申し込むことは可能です。

02

ポリテクセンターへ入所
●指定日に入所式とオリエンテーションを実施いたします。 
（詳しくは受講内定通知書に同封いたします。）06

ハローワークにて受講申込
●当センターの受講申し込みはハローワークを通じて行います。
●ハローワークで受け取った受講申込書に必要事項を記入し、訓練コース募集期間内に訓練担当窓口に提出します。
※受講申込書には、写真（縦４０ｍｍ、横３０ｍｍ）の貼付が必要になります。
※申し込みを取りやめる場合は、お申し込みのハローワークと当センターにご連絡ください。

03

入所選考
●筆記試験（28ページに例題があります）と面接試験を実施し、ハローワークと協議の上、総合的に判断します。 
当日は、午前９時0０分までに当センターへお越しください。

【持ち物等】
●筆記用具（黒のボールペン、鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）
●面接にふさわしい服装でお越しください。
※当センターから事前に入所選考のご案内は致しませんのでご注意ください。

04
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施設案内図ハローワークのご案内
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受講者用
駐 車 場

駐車場出入口

駐輪場

総　合
実習場

来 客 用 駐 車 場

来 客 用 駐 車 場

倉
庫

倉
庫

車
庫

ゴ
ミ
S
T

倉
庫

 

至 柳原・須坂至 北長野駅

実 習 棟

訓 練 生
ホ ー ル

教 室 棟

本　館

ハローワーク名

ハローワーク長野 026-228-1300 〒 380-0935
　 長野市中御所 3-2-3

ハローワーク篠ノ井 026-293-8609 〒 388-8007
　 長野市篠ノ井布施高田 826-1

ハローワーク須坂 026-248-8609 〒 382-0099
　 須坂市墨坂 2-2-17

ハローワーク飯山 0269-62-8609 〒 389-2253
　 飯山市飯山 186-4

ハローワーク上田 0268-23-8609 〒 386-8609
　 上田市天神 2-4-70

ハローワーク小諸 0267-23-8609 〒 384-8609
　 小諸市御幸町 2-3-18

ハローワーク佐久 0267-62-8609 〒 385-8609
　 佐久市原 565-1

ハローワーク大町 0261-22-0340 〒 398-0002 
　 大町市大町 2715-4

ハローワーク松本 0263-27-0111 〒 390-0828
　 松本市庄内 3-6-21

ハローワーク岡谷 0266-23-8609 〒 394-0027
　 岡谷市中央町 1-8-4

ハローワーク諏訪 0266-58-8609 〒 392-0021
　 諏訪市上川 3-2503-1

ハローワーク伊那 0265-73-8609 〒 396-8609
　 伊那市狐島 4098-3

ハローワーク木曽福島 0264-22-2233 〒 397-8609
　 木曽郡木曽町福島 5056-1

ハローワーク飯田 0265-24-8609 〒 395-8609
　 飯田市大久保町 2637-3

電話番号 所在地

実習棟（外観）

実習棟（内）
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施設見学会のご案内

お申込み・お問合せ先

月2回、施設見学会を開催しています。お気軽にご参加ください。

ポリテクセンター長野

独立行政法人 
高齢・障害・求職者雇用支援機構  長野支部
長野職業能力開発促進センター

こんな方は見学会へぜひお越しください。
●訓練を行っている様子を見てみたい！
●どの科を受講しようか迷っている
●就職につなげられるか不安

［雇用保険受給資格者の方］
当センター施設見学会への参加は、ハ
ローワークから求職活動として、認めら
れています。

●ポリテクセンター長野へお電話でお申込みください 
TEL:０２６－２４３－７８５６参加方法

●ポリテクセンター長野  教室棟2階  会議室 
＜駐車場完備＞※満車になる場合もあります場  所

●筆記用具
●服装は自由
●歩きやすい靴（サンダル不可）でお越しください 
※冬季は防寒具の着用をお勧めします

持ち物

●公共職業訓練についての説明
●各訓練コースの内容説明
●施設見学（実際の教室、実習風景などを見学します）
●質疑応答（疑問や不安がある場合は担当講師に質問してください）

内  容

●１０：００～１２：００（予定）開催時間

施設見学会 開催スケジュール

※所定の見学日に都合
がつかない方に対し
て、個別見学も実施し
ています。お気軽に
お問合せください。

令和5年（2023年） 令和6年（2024年）

開
催
日 11水

27金

1月

7火
22水

2月

10金
29水

3月

5水
19水

4月

10水
24水

5月

7水
21水

6月

5水
19水

7月

9水
23水

8月

6水
20水

9月

11水
25水

10月

8水
22水

11月

6水
20水

12月

10水
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■しなの鉄道・・北長野駅より徒歩10分
■長野電鉄・・・信濃吉田駅より徒歩15分、朝陽駅より徒歩15分
■長電バス・・・(運動公園線) 吉田東町停留所から徒歩3分
※駐車場は完備していますが、満車になる可能性もあります。

〒381-0043　長野市吉田4-25-12
TEL:026-243-7856 （訓練課 受講者係）
ポリテクセンター長野は国（厚生労働省所管）が実施している公共職業訓練施設です。

ポリテクセンター長野


