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ポリテクセンター名古屋港は、
国が所管する公共職業能力開発施設です。
就職を希望する方々に、就職に必要な知識や
技能・技術を習得するための職業訓練を行っています。

※写真撮影は演出の都合により、マスクは外しております。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、訓練ではマスクの着用をお願いいたします。

NAGOYA PORT POLYTECHNIC CENTER

ポリテクセンター名古屋港のおススメ！

訓練を修了すると資格が取得できます。

自分で取得しようとすると、時間も費用もかかり

ますが、講師の分かりやすい指導とサポートでス

ムーズな取得を目指せます。

つの特徴
実技を重視した
カリキュラム1 2

3 4

訓練は「分かる」はもちろんのこと、「できる」

を目指して実施しています。今までできなかっ

たことができるようになるので、自分の成長を

実感できます。

就職支援も充実 経済的負担が
少ない

三者面談、就職ガイダンス、企業見学及び専用

求人に関する情報提供など、訓練修了までに就

職先が内定するよう様々なサポートを行ってい

ます。

ポリテクセンターだからできる驚きの受講料。

月々約 1 万円で訓練が受講できます（年間約12

万円）。さらに、受講料減免制度もあり！

また、定期の学生割引（JR、私鉄及び名古屋市

交通局）も利用できます。

資格が取れる



Overview

港湾荷役科概要

訓練概要

カリキュラム

新たな知識と
確かな技能を身につけ、
港湾業界のエキスパートへ

港湾荷役科
( 訓練期間1年間 )

港運概論、荷役機械工学及び電気工学等の専門学科、揚貨装置、クレーン・デリック及び
フォークリフト等の荷役運搬機械操作や荷役運搬作業並びに管理監督に必要な知識・技能・
技術を習得します。

固定式のクレーン等の運転操作に関する技能・技術
を習得します。

クレーン・デリック実習

不特定の場所に移動させることができるクレー
ンの運転操作に関する技能・技術を習得します。

船上のクレーン等の運転操作に関する技能・
技術を習得します。

各種荷役運搬機械（フォークリフト、ショベル
ローダー、ホイルローダー等）の構造に関する
知識を習得します。

各種荷役運搬機械（フォークリフト、ショベ
ルローダー、ホイルローダー等）の運転操作
に関する技能・技術を習得します。

ワイヤーロープ等を用いた様々な荷の積み降
ろし方法に関する技能・技術を習得します。
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移動式クレーン実習揚貨装置実習

荷役機械工学等専門学科各種荷役運搬機械実習玉掛け実習



就職実績

主な就職先（敬称略）

伊勢湾海運

フジトランスコーポレーション

名海運輸作業

愛知海運

サンソー港運

大洋海運

新興海運

名菱企業

名古屋埠頭

名古屋港鉄鋼埠頭

全日検

名古屋港木材倉庫 他多数

業種別就職先割合（令和３年度）
港湾関係 移動式クレーン その他

港湾荷役科求人件数（平成28年度～令和３年度）

港湾関係 その他
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就職状況

取得資格等

技能講習登録機関

登録労働局
（有効期間満了日）

愛知労働局
（令和6年３月３０日）

車両系建設機械
（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
運転（第１１７２号）

登録技能講習名
（登録番号）

フォークリフトの運転業務

ショベルローダー等の運転業務

玉掛けの業務

ワイヤーロープ等を用いた様々な荷の積み降ろしを行う業務
に必要な資格です。

鉱石や土砂等を入れて運搬する容器（バケット）がついた
荷役運搬機械を運転操作する業務に必要な資格です。

フォークリフトを運転操作する業務に必要な資格です。

職業訓練修了証明書
（技能講習と同等の資格です。）

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習

揚貨装置運転士免許（外部受験）

大型特殊自動車運転免許（外部受験）

移動式クレーン運転士免許

クレーン・デリック運転士免許

固定式のクレーン等を運転操作する業務に必要な免許です。

不特定の場所に移動させることができるクレーンを運転操作する業務に必要な免許です。

船上のクレーン等を運転操作する業務に必要な免許です。

油圧ショベル、ブルドーザー等を運転操作する業務に必要な資格です。

フォークリフト等で公道を走る際に必要な免許です。

高さが２ｍ以上の箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を用いて作業を行う際に必要な資格です。
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求人倍率

%100
就職率 年連続13



港湾荷役科

岡松 龍海 さん

友人や、父親から勧められて、
興味を持ち入所しました。
友人や、父親から勧められて、
興味を持ち入所しました。

クラスメイトは年齢が近くて雰囲気が良く、一年間で多数の資格が取れま
す。様々な業務経験を持った先生方の実践的な指導は学ぶことが多く大変
ですが、やりがいがあります。

クラスメイトは年齢が近くて雰囲気が良く、一年間で多数の資格が取れま
す。様々な業務経験を持った先生方の実践的な指導は学ぶことが多く大変
ですが、やりがいがあります。

学科の科目は、徐々に専門的な内容を深く学ぶので、授業の時間内になる
べく多く理解できるよう集中して頑張っています。
学科の科目は、徐々に専門的な内容を深く学ぶので、授業の時間内になる
べく多く理解できるよう集中して頑張っています。

入所の動機を教えてください。

現在訓練等で頑張っていることはなんですか。

希望する会社に入れるように、学科も実技もしっかりと習得して、成績上
位で修了するのが今の目標です。
希望する会社に入れるように、学科も実技もしっかりと習得して、成績上
位で修了するのが今の目標です。

今後の目標を教えてください。

港湾荷役科

杉本 奏人 さん

兄が港湾荷役科を修了し、港湾関係の会社で働いています。やりが
いを持ち楽しそうに働く兄の姿に憧れて、入所したいと思いました。
兄が港湾荷役科を修了し、港湾関係の会社で働いています。やりが
いを持ち楽しそうに働く兄の姿に憧れて、入所したいと思いました。

様々な年齢の方と接する機会が多く、コミュニケーション能力が高められ
ます。大型特殊自動車の運転操作は、普通自動車と異なりますが、苦労し
た分とても勉強になりました。

様々な年齢の方と接する機会が多く、コミュニケーション能力が高められ
ます。大型特殊自動車の運転操作は、普通自動車と異なりますが、苦労し
た分とても勉強になりました。

初めて触れる重機の操作には、最初は苦戦しましたが、訓練を重ねたので
今は上達しました。ミスなく操作できるよう頑張っています。
初めて触れる重機の操作には、最初は苦戦しましたが、訓練を重ねたので
今は上達しました。ミスなく操作できるよう頑張っています。

入所の動機を教えてください。

入所して良かったことや大変なことを教えてください。入所して良かったことや大変なことを教えてください。入所して良かったことや大変なことを教えてください。入所して良かったことや大変なことを教えてください。

現在訓練等で頑張っていることはなんですか。

港湾関係の会社に入り社会の一員として活躍できるよう、学科、実技共に
全力で取り組みたいです。
港湾関係の会社に入り社会の一員として活躍できるよう、学科、実技共に
全力で取り組みたいです。

今後の目標を教えてください。

港湾荷役科

加藤 光善 さん

父、兄が港湾関係の仕事をしており、兄と同じ職場で働きた
いと思ったのがきっかけです。現場で活躍できるための知識、
技術が身につき、資格を多数取得できるため入所しました。

父、兄が港湾関係の仕事をしており、兄と同じ職場で働きた
いと思ったのがきっかけです。現場で活躍できるための知識、
技術が身につき、資格を多数取得できるため入所しました。

港湾のことや機械について、他では学べない知識や技術が身につき、資格
を多く取得できます。初めて乗る重機は操作に苦戦しましたが、仲間と共
に頑張り乗り越えています。

港湾のことや機械について、他では学べない知識や技術が身につき、資格
を多く取得できます。初めて乗る重機は操作に苦戦しましたが、仲間と共
に頑張り乗り越えています。

天井クレーンの実習で、遠近感をつかむのが難しく苦戦しています。先生
方にコツを聞いたり、仲間に相談しながら訓練に臨んでいます。
天井クレーンの実習で、遠近感をつかむのが難しく苦戦しています。先生
方にコツを聞いたり、仲間に相談しながら訓練に臨んでいます。

入所の動機を教えてください。

現在訓練等で頑張っていることはなんですか。

知識や技術を多く学び、資格を全て取得して、兄と同じ現場で活躍するの
が目標です。いつか兄を超えられるよう、少しでも多くのことを吸収した
いです。

知識や技術を多く学び、資格を全て取得して、兄と同じ現場で活躍するの
が目標です。いつか兄を超えられるよう、少しでも多くのことを吸収した
いです。

今後の目標を教えてください。

港湾荷役科

安藤 久子 さん

進路について悩んでいたときに父から
ポリテクの話を聞いたのがきっかけで
す。オープンキャンパスで、実際に重
機の説明を受けて楽しくて、私もここ
に通いたいと思いました。

進路について悩んでいたときに父から
ポリテクの話を聞いたのがきっかけで
す。オープンキャンパスで、実際に重
機の説明を受けて楽しくて、私もここ
に通いたいと思いました。

１年間で内容の濃い授業を受けることができて、様々な資格を取得できま
す。訓練の中でいろんな経験を積むことができるので入所して良かったと
思っています。

１年間で内容の濃い授業を受けることができて、様々な資格を取得できま
す。訓練の中でいろんな経験を積むことができるので入所して良かったと
思っています。

実技よりも学科の方が少し苦手ですが、良い成績が取れるよう、わからな
い部分は先生に質問するなど勉強を頑張っています。
実技よりも学科の方が少し苦手ですが、良い成績が取れるよう、わからな
い部分は先生に質問するなど勉強を頑張っています。

入所の動機を教えてください。

現在訓練等で頑張っていることはなんですか。

まずは無事に修了し、全ての資格を取得するのが目標です。まずは無事に修了し、全ての資格を取得するのが目標です。
今後の目標を教えてください。

Comment

受講生コメント
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川橋 職業訓練指導員

港湾荷役科ってどんな科？先生
に聞いてみた！

入所して良かったことや大変なことを教えてください。入所して良かったことや大変なことを教えてください。

入所して良かったことや大変なことを教えてください。入所して良かったことや大変なことを教えてください。

こんにちは。港湾荷役科の川橋です。

このパンフレットを手にして読んでいるあなたはどんな思いで見ているのでしょうか？

絶対港湾企業で働きたい！って思っている方、進路に迷っている方、転職を考えている方、学校の先生やご家族、

友人に勧められてなんとなくパンフレットを手にした方など様々な思いを持った方がおられると思います。

中には「こんな大きな機械私にはムリ、自信ない！」って思っている人もいると思います。

大丈夫です！！日本一の貨物取扱量を誇る名古屋港で活躍していてる先輩たちの多くは、

あなたと同じようにはじめは不安な気持ちいっぱいで訓練をスタートさせていました。

ですが、1年間の訓練が終わり修了する頃は自信に満ち溢れた顔をして就職してい

ます！焦らずにしっかり訓練して、少しずつその不安を自信に変えていきます。

安心して港湾荷役科に来てください。一緒に頑張りましょう！待っています！　



友人や、父親から勧められて、
興味を持ち入所しました。

クラスメイトは年齢が近くて雰囲気が良く、一年間で多数の資格が取れま
す。様々な業務経験を持った先生方の実践的な指導は学ぶことが多く大変
ですが、やりがいがあります。

学科の科目は、徐々に専門的な内容を深く学ぶので、授業の時間内になる
べく多く理解できるよう集中して頑張っています。

希望する会社に入れるように、学科も実技もしっかりと習得して、成績上
位で修了するのが今の目標です。

兄が港湾荷役科を修了し、港湾関係の会社で働いています。やりが
いを持ち楽しそうに働く兄の姿に憧れて、入所したいと思いました。

様々な年齢の方と接する機会が多く、コミュニケーション能力が高められ
ます。大型特殊自動車の運転操作は、普通自動車と異なりますが、苦労し
た分とても勉強になりました。

初めて触れる重機の操作には、最初は苦戦しましたが、訓練を重ねたので
今は上達しました。ミスなく操作できるよう頑張っています。

入所して良かったことや大変なことを教えてください。入所して良かったことや大変なことを教えてください。

港湾関係の会社に入り社会の一員として活躍できるよう、学科、実技共に
全力で取り組みたいです。

父、兄が港湾関係の仕事をしており、兄と同じ職場で働きた
いと思ったのがきっかけです。現場で活躍できるための知識、
技術が身につき、資格を多数取得できるため入所しました。

港湾のことや機械について、他では学べない知識や技術が身につき、資格
を多く取得できます。初めて乗る重機は操作に苦戦しましたが、仲間と共
に頑張り乗り越えています。

天井クレーンの実習で、遠近感をつかむのが難しく苦戦しています。先生
方にコツを聞いたり、仲間に相談しながら訓練に臨んでいます。

知識や技術を多く学び、資格を全て取得して、兄と同じ現場で活躍するの
が目標です。いつか兄を超えられるよう、少しでも多くのことを吸収した
いです。

進路について悩んでいたときに父から
ポリテクの話を聞いたのがきっかけで
す。オープンキャンパスで、実際に重
機の説明を受けて楽しくて、私もここ
に通いたいと思いました。

１年間で内容の濃い授業を受けることができて、様々な資格を取得できま
す。訓練の中でいろんな経験を積むことができるので入所して良かったと
思っています。

実技よりも学科の方が少し苦手ですが、良い成績が取れるよう、わからな
い部分は先生に質問するなど勉強を頑張っています。

まずは無事に修了し、全ての資格を取得するのが目標です。

入社

9年目 こんどう ゆうた

（31才）近藤優太さん

就職者インタビュー

INTERVIEW
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入所して良かったことや大変なことを教えてください。

入所して良かったことや大変なことを教えてください。

規模も大きく安定していると思い決めました。

基本的には土日休みですが、仕事があることもあります。残業も休日も部署に

よって大きく変わってきます。

仕事では自分の知識や経験を後輩に伝えていきたいです。プライベートではマイ

ホームを建てられるようにがんばります。

１年間でこんなに多くの資格を取得できる場所はポリテクぐらいではないでしょ

うか。これだけの資格があれば、どこでも働く場所があるし安定した企業に勤め

ることができます。先生方が１年間、しっかりと教えてくれるため安心して受講

することができますし、就職も十分サポートしてくれるので心配ないです。

東海協和（株）に就職先を決めた理由は？

休日や残業時間について教えてください。

港湾荷役科の受講を検討している方へメッセージをお願いします。

仕事とプライベートでの将来の目標を教えてください。

インタビュー協力

本当に様々な仕事があり、それを１つずつ覚えて任せてもらえる様になると楽

しいです。真夏は暑く、真冬は寒く、天候に左右されたり、雨の中作業したり

することも多いので大変です。

地元ということもあり、友人や知人が海運会社に勤めており、教えてもらいました。

フォークリフトや荷役機器の基本的な操作、安全についての基本知識などが役

立っています。何より資格を多く取得していることから比較的早く仕事を覚え

られることが一番ですね。

主にコンテナに荷物を詰める、コンテナから荷物を出す作業を、フォークリフ

トを使い行っています。他にも船に大型機械や建設機械などを運ぶ作業など、

いろいろな仕事があります。

大きな荷役機器や大きな荷物を扱うことも多く、危険が多い職場となるため安

全には特に気をつけています。

様々な荷物があるため、その都度扱う荷役機器が代わります。様々な荷役機器

を扱えるようになったり、新しい仕事を任せてもらえるようになったりすると

成長を感じます。

現在の仕事の内容を教えてください。

日々の仕事を進めるうえで、気をつけている事は何ですか？

たくさんの資格を取得できるのでどこへ

行っても何があっても働いていけると

思ったのと、いろいろな荷役機器・建設

機械の操作ができ楽しく仕事ができると

思ったのが受講しようと思った理由です。

港湾荷役科を受講しようと思った
理由を教えてください。

仕事をしていて、成長を感じたこと等あれば教えて下さい。

仕事をしていて楽しいことや大変なことがあれば教えてください。

港湾荷役科を知ったきっかけは何ですか？

港湾荷役科で学んだことがどのように仕事に役立っていますか？



専用求人に関する情報提供
名古屋港等の港湾関連企業等からポリテクセンター名古屋港へ直接依頼のあった求人 ( ポリテクセンター名古屋港専用求人 ) について、情
報提供を行います。ポリテクセンター名古屋港で習得する知識、技能、資格を活かせる関連業種からの求人が大部分なので、希望に沿った
就職活動が行えます。

就職支援アドバイザーから一言
よりよい就職先を目指すには、訓練を通して自身の適性を見極め、就職したい企業の業種・職種をよく知ることが大切です。
あなたに合うお仕事を見つけるために、面談を随時行っております。
履歴書の書き方、面接の練習もできますので、お気軽にご相談ください！

様々な支援メニューで
就職活動もしっかりサポート
ポリテクセンター名古屋港では、訓練

の受講と併せて就職活動がスムーズに

行えるよう、様々な就職支援メニュー

を用意しています。

就職ガイダンス及び就職講話を実施します。
就職ガイダンスでは就職活動を行うための心構えや就職活動スケ
ジュール等について、就職講話では本格的な就職活動に向けたア
ピールポイントの整理や応募書類の書き方のポイント等について
講話を行います。

三者面談
希望職種や就職活動に関する悩み等の解決のため、受講生、担任、
就職支援アドバイザーで複数回三者面談を実施します。
また、個別に履歴書、職務経歴書等の添削や、本番の面接を想定
した模擬面接等の支援も行っています。

就職ガイダンス等

就職支援の流れ

Employment support

就職支援
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月4

月5

月11
修了後
カ月間3

ジョブ・カード作成支援
就職活動支援
・専用求人に関する情報提供
・求職者人材情報誌の配布

・模擬面接等
・応募書類添削等

就職講話
・応募書類の書き方について　
・就職活動に向けて

修了後のフォロー
・就職相談
・専用求人に関する情報提供

月1

月3

～

月12
就職ガイダンス
・就職に向けた心構え　
・就職活動スケジュール

三者面談
・希望職種、希望勤務地等　
・アピールポイントの整理



Schedule

港湾荷役科年間スケジュール
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April

4月 入所式
防災訓練

August

8月 夏休み
オープンキャンパス

May

5月 港湾企業及び名古屋港見学

June

6月 揚貨装置運転士免許
学科試験（外部受験）

July

7月 安全講話・交通講話

September

9月 揚貨装置運転士免許
実技試験（外部受験）

October

10月 防災訓練

December

12月 冬休み
オープンキャンパス

November

11月 就職講話

January

1月 就職活動開始

February

2月 総合演習

月3
March

修了式

9月 揚貨装置運
転士免許

実技試験 (外部
受験 )

10月 防災訓練

3月 修了式

4月 入所式

5月 港湾企業及
び

名古屋港見学

8月 オープン
キャンパス



Applicat ion Guidel ines

募集要項
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事業主推薦制度入所選考

学校教育法に定める高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方（令和６年３月に卒業見込みの方も含む。）、又はこれと同等以上の学力を有
すると認められる方で以下の要件（※１）を満たす方のうち、入所時点で次の要件（※２）のいずれにも該当する事業所に在職し、かつ所属
事業主が推薦する方。

※本入試制度については、事前に事業主様へ詳細なご説明をさせて頂きます。
　本入試制度の利用をご検討中の事業主様は、お早めにポリテクセンター名古屋港あてご連絡をお願いいたします。

※１）令和６年３月３１日現在で年齢が３０歳以下の方
※２） ①雇用保険適用事業所であること
　　　②事業主が出願者について当該事業所の従業員であることが証明できること
　　　③入所から修了までの期間、事業主が出願者に対して継続雇用の責任を有していること

●学校教育法に定める高等学校又は中等教育学校を卒業見込みの方
①入所願書　②事業主推薦書　③学校調査書（進学用）
④採用決定通知（写し）又は採用内定書（写し）
●学校教育法に定める高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方、又はこれと同等以上の学力を有すると認められる方
①入所願書　②事業主推薦書　③卒業証明書（原本）又は卒業証書（写し）　④雇入れ通知書（写し）

応募資格

必要書類

申込先 試験内容 数学（小テスト）・面接ポリテクセンター名古屋港

選考結果 入所選考日から2週間程度を目安に、事業主様あて選考結果を郵送します。

※一度ご提出いただいた入所願書等は返却いたしません。

一般入所選考

応募資格

学校教育法に定める高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方（令和６年３月に卒業見込みの方を含む。）
又はこれと同等以上の学力を有すると認められる方で以下の要件を満たす方。

ポリテクセンター名古屋港　またはハローワーク（※）
※現在求職活動中の方はご自身の住所を管轄するハローワークで職業相談及び職業訓練に関する相談をしてください。ハローワークで訓練受
講が必要と認められた場合には、「入所願書」を受け取り、必要事項を記入の上、ハローワークへ提出してください。（ハローワークから訓練
受講の指示等を受けた方については受講料は徴収いたしません。）

①令和６年３月３1日現在で年齢が３０歳以下の方
②職業訓練を受講・修了するのに支障がなく（健康状態を含む）、他の受講生と協調性を持って受講できる方
③港湾運送業等における現場作業への就職意欲と必要な知識及び技能を習得しようとする受講意欲の高い方

必要書類
①入所願書
②卒業見込みの方は学校調査書（進学用）
　卒業した方は卒業証明書（原本）又は卒業証書（写し）

試験内容 国語・数学・面接

選考結果 入所選考日から1週間程度を目安に、学校長（在学中の方のみ）及び本人あて選考結果を郵送します。

申込先

修了日

応募資格

必要書類

ポリテクセンター名古屋港が指定する学校教育法に定める高等学校又は中等教育学校を卒業した方（令和６年３月に卒業見込みの方を含む。）
であり、かつポリテクセンター名古屋港への入所意思が強く、学校長が責任を持って推薦できる方で、以下の要件を満たす方。

①調査書全体の評定平均値が2.8 以上の方
②令和６年３月３1日現在で年齢が３０歳以下の方
③職業訓練を受講・修了するのに支障がなく（健康状態を含む）、他の受講生と協調性を持って受講できる方
④港湾運送業等における現場作業への就職意欲と必要な知識及び技能を習得しようとする受講意欲の高い方

申込先 ポリテクセンター名古屋港 試験内容 面接・書類選考

選考結果 入所選考日から1週間程度を目安に、学校長及び本人あて選考結果を郵送します。

①入所願書　②推薦書　③学校調査書（進学用）

指定校推薦制度入所選考（専願）

入所選考の種別
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ポリテクセンター名古屋港（名古屋市港区潮凪町3番地）

8時50分～9時20分 

9時 20分～　※開始時刻及び終了時刻は応募状況により変更することがあります。

入所選考案内、筆記用具（黒ボールペン、鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）

選 考 会 場

受 付 時 間

選 考 時 間
持参する物

:
:
:
:

入所選考

※上記に関する詳細については、出願者あてに送付される「入所選考案内」をご参照ください。
※入所選考日に欠席された場合は、辞退扱いとなります。

入所選考の種別 定員 募集期間 入所選考日 入所日 修了日

指定校推薦制度

※1　事業主推薦制度については、事前に事業主様へ詳細なご説明をさせて頂きます。
　　　本入試制度の利用をご検討中の事業主様は、お早めにポリテクセンター名古屋港あてご連絡をお願いいたします。
※2　入所日は入所式及びオリエンテーションを行います。詳しくは選考結果に同封する資料でご確認ください。

(※1) (※2)

20名程度

令和5年   9 月   1 日（金）～
　　        10 月 31日（火） 令和5年11月   9 日（木）

令和6年
4月4日（木）

令和7年
3月25日（火）

一般入所選考
（前期日程）

事業主推薦制度

一般入所選考
（後期日程） 10名程度

令和5年   9 月   1 日（金）～
　　        10 月 31日（火）

令和5年11月   1 日（水）～
              11 月 24日（金）

令和5年12月   1 日（金）～
令和6年   1 月 19日（金）

令和5年11月   9 日（木）

令和5年11月 30日（木）

令和6年   2 月   1 日（木）

募集日程

筆記試験内容

面接内容

:
:

選考方法

国語（漢字の読み書き等）、数学（計算、文章問題等）

受講意欲、就職意欲、修了見込み等を確認します。
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この例は、筆記試験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とは異なりますのでご留意ください。

１　次の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

( １ )　容　態　　　( ６ )　天　井
( ２ )　操　縦　　　( ７ )　摩　擦
( ３ )　後　世　　　( ８ )　警　告
( ４ )　署　名　　　( ９ )　所　轄
( ５ )　往　来　　　(１０)　間　近

底面の直径が６００ｍｍ、高さが１ｍの円柱の体積は何㎥
ですか？なお、円周率についてはπを使って表しなさい。

( １ )　

歯数２０の歯車Ａと歯数１６０の歯車Ｂが噛み合い歯車Ｂ
が毎分１００回転の速さで回転しています。このとき、歯
車Ａは１０分間で何回転しますか？

( ２ )　

Ａさんは船で川の上流にあるＢさんの家まで行きました。
その後、川を下り家に帰ってきました。行きは時速２０ｋ
ｍで川を上っていき、帰りは時速４０ｋｍで川を下りまし
た。往復するのに７時間３０分かかりました。Ａさんの家か
らＢさんの家までの距離は何㎞でしょう？

( ３ )( １ ) ( ２ )

３　次の■の中に漢字１文字を入れると、ある４つの熟語になります。
　　真ん中に入る漢字１字を書きなさい。

１　次の計算をしなさい。
　　ただし、（５）（６）は小数で、（７）は分数で求めなさい。

２　次の問いに答えなさい。

（例） 単

語

呂

国 句

単

和

口 整 画

岸

面

白

国 語

筆記試験問題の参考例

数 学

１５人のクラスから代表委員を３人選ぶ場合、その選び方
は何通りあるでしょう？

( ４ )

５０円切手と８０円切手を合わせて３０枚買いました。そ
のとき代金として２，０４０円を払いました。このとき、買っ
た５０円切手は何枚でしょう？

( ５ )　

( ３ ) ( ４ ) ( ５ )

首

汽

倉

商 物

金

車

雑

家

力

配 気

( １ )　

( ２ )　

( ３ )　

( ４ )　

( ５ )　

( ６ )　

( ７ )　

( ８ )　

( ９ )　

(１０)　

745＋73＝

384－68＝

46×84＝

851÷37＝

35.2＋45.6－23.9＝

34.7×64.2＝

（2－5）×｛（－7＋2）×（5＋10）｝＝

8a b c ×12a c ÷6a b c ＝

600÷｛12×(24＋x)－24｝＝2 のとき、
x （x ≧０）の値を求めなさい。

３ 2 5 2 3 3 2

36 7
220 10＋ =私鉄のエンセンに家がある。

オオウナバラに船を乗り出した。
将来のホウフを語る。
一人暮らしを始めるのでチンタイ住宅を借りる。
牛の餌として飼料用のコクモツを輸入する。
津波対策としてボウチョウテイを建設する。
コグチの貸付けをする。
ザイライセンを使ってコンテナを運ぶ。
船舶を造船所でケンゾウする。
郵便局に荷物をシュウカしてもらう。

( １ )　
( ２ )　
( ３ )　
( ４ )　
( ５ )　
( ６ )　
( ７ )　
( ８ )　
( ９ )　
(１０)　

２　次の ＿ 線部のカタカナを漢字で書きなさい。
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経済的に困難な状況にある方にも職業に必要な技能・技術・知識を習得する機会の拡大を図ることを目的として、認定要件を満たすことで受講料（年額）
の1/3、2/ 3、全額のいずれかの減免が適用される制度です。

以下①から③の要件を全て満たす必要があります。

※申請手続きについては、入所時のオリエンテーションの際ご説明いたします。
※審査の結果により必ずしも認定されるとは限りません。

労働金庫による融資制度です。融資を利用す

るにあたり、成績条件、世帯の年間年収等条

件があります。ご利用を希望される方は、必

ずご確認ください。

国籍•在留資格等に関する要件 学業成績等に関する要件① ②
③
次のア及びイに掲げる基準を満たすこと。

ア　収入に関する基準　イ　資産に関する基準

家計の経済状況に関する要件

日本政策金融公庫による融資制度です。融資

を利用するにあたり、世帯の年間年収等の条

件があります。ご利用を希望される方は、必

ずご確認ください。

受講料減免制度
制度概要

技能者育成資金融資制度 教育一般貸付（国の教育ローン）

※受講料の減免は前期と後期にそれぞれ申請が必要です。上表の減免後の金額は、連続して当該区分に認定された場合の金額です。

第1区分（全額免除） 第2区分（第1区分の2/3免除） 第3区分（第1区分の1/3免除）

受講料（年額）

0円 38,400円 76,800円

受講料（年額） 受講料（年額）

区分

港湾荷役科

科名

減免後の受講料（年額）

受 講 時 間 :

:訓  練  休

9時00分～16時00分　※カリキュラムの都合により15時05分までの日もあります。

土曜日、日曜日、祝日、その他夏季・冬季等の訓練休があります。

訓練時間等

年額115,200 円 ( 月額9,600円 )
※令和６年４月及び１０月にそれぞれ前期分及び後期分として、５７，６００円を納付いただきます。

※令和４年度実績

（下記「受講料減免制度」をご参照ください。）受講料減免制度あり

受講料

その他の融資制度について

認定要件（参考）

※以下の経費は自己負担となります。

:テキスト、実習服等の経費 約33,000円

:資格受験等経費 約39,000円
※外部受験時に必要となります。

(教科書、作業服、安全靴、ヘルメット等 )　※入所時に必要となります。

その他経費



受講申込みについて

A

応募条件ってあるの？
学校教育法に定める高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方（卒業見込みの方を含む）、文部科学大臣が指定した方（高等学校を卒業した
方と同等以上の学力を有すると認められる方）、高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した方、文部科学大臣
が指定する専修学校の高等課程の修業年限 3 年以上の課程を修了した方等で、令和６年３月３１日現在で年齢が３０歳以下の方が対象となりま
す。

A

応募書類はどこに提出すればいいの？
高等学校卒業見込みの方は、ポリテクセンター名古屋港で受け付けています。必要な書類は、入所願書と学校調査書（進学用）です。既に高
等学校を卒業されている方は、ハローワークで職業訓練に関する相談をしたうえで、応募してください。必要な書類は、入所願書と卒業証明
書 (原本 ) 又は卒業証書（写し）です。

女性の方もいらっしゃいます。
港湾や物流の仕事では、女性ならではの繊細できめ細かい操作が強みとなる機器もあります。
ぜひ、一度オープンキャンパスや施設見学会にご参加いただき、実際の訓練の様子をご覧ください。

A

女性の受講生もいるの？

以下の費用が掛かります。なお、詳細は４ページをご参照ください。
①受講料　　年額115,200円
（４月と１０月の２回に分けて納付していただきます。ハローワークからの受講指示・受講推薦・支援指示のある方は、受講料は無料となります。） 
②訓練受講に必要な教科書、作業服、安全靴及びヘルメット等の経費
　約33,000円
③資格受験等経費　　約39,000円
※いずれも令和4年度実績であり、変更となる場合があります。

A

受講中の経費は？

訓練を定められた時間受講し、実技及び学科試験に合格すると取得できます。
資格を取得するためには、欠席等せず、訓練をしっかり受講いただくことが大切です。

A

資格は必ず取得できるの？

主に、名古屋港を中心とした港湾関連企業に就職しています。令和3年度修了生の就職率は１００％です。
なお、詳細は4ページをご参照ください。

A

就職先や就職率は？

当センターに食堂はありませんが、当センターから徒歩3分の「名古屋港湾労働者福祉センター」1階に食堂がございます。A

食堂はあるの？

当センターでは、感染症予防対策として手洗い、うがい、咳エチケットの徹底や施設内のこまめな換気を行うなど、適切な環境の保持に努めております。
受講生の皆様におかれましても、上記の感染症対策へのご協力をお願いするとともに、マスクの着用をお願いいたします。

A

新型コロナウイルス感染症予防対策はどうしているの？

Quest ions & Answers

Q&A
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Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

訓練について

訓練生活について



オープンキャンパスでは、港湾業界で使用されている大型機械等の試乗体験を実施します。通常では操作できない大型
機械の魅力にふれるまたとないチャンス！ぜひご体験ください。
また、「保護者等説明会」も同時開催。港湾荷役科のカリキュラムや就職状況等の疑問点が解消できると思いますので、
保護者や学校進学・就職担当者の方もお気軽にご参加ください！

お申込み方法

開催日 申込み締切日 開催時間等

7月 29日（土）第１回

第２回

第３回

8月19日（土）

12月16日（土）

7月26日（水）

8月16日（水）

12月13日（水）

受付時間：8時30分～9時30分
開催時間：9時30分～（約２時間）
会　　場：ポリテクセンター名古屋港
　　　　　視聴覚棟２F教室

ちょっと訓練 見学してみませんか？
受講希望者の方は施設の様子や訓練風景等をご見学いただけます。

施設見学会のご案内 STUDY BY OBSERVATION

オープンキャンパス OPEN CAMPUS

お申込み方法

電話またはメールで申し込みをお願いいたします。
メールで申し込みされる場合には
件名：第〇回 オープンキャンパス参加希望　本文：参加者氏名及び連絡先電話番号
を記載のうえ送付してください。

電話またはメールで申し込みをお願いいたします。
メールで申し込みされる場合には
件名：〇月〇日（金）施設見学会参加希望　本文：参加者氏名及び連絡先電話番号
を記載のうえ送付してください。なお、準備等がありますので、
前日（木曜日）までに申し込みをお願いいたします。

お問合せ
お申込みはこちら

 052-381-2775 詳細は、訓練課まで

nagoya-poly03@ eed.go. p
要予約

Open campus

オープンキャンパス等のご案内

14

同時開催！
保護者及び学校進学・
就職担当者等
説明会

毎週金
曜日 

１３時3
０分より

随時開
催



ACCESS

アクセス（交通のご案内）

訓練受講生用の無料駐車場をご用意していますので、車での通所も安心です。

（駐車台数には限りがあります。）

受講生用駐車場受講生用駐車場入口

駐車場のご案内

2023.04.01 11

https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/

〒455-0844  
愛知県名古屋市港区潮凪町３番地

TEL. 052-381-2775

独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構愛知支部
　中部職業能力開発促進センター名古屋港湾労働分所

ポリテクセンター名古屋港

公共交通機関利用の方

お車ご利用の方

名古屋駅からあおなみ線「金城ふ頭」行きに

乗車し、「稲永駅」下車（徒歩約２０分）

地下鉄名港線「築地口駅」下車

３番出口より出て、市バス３番のりば

(幹築地１系統)「野跡駅」(稲永ふ頭経由)

行きに乗車し、「第二ふ頭」バス停下車（徒歩約１分）

築地口方面から「稲永」交差点を左折し、

あおなみ線高架橋を過ぎた信号機を左折してすぐです。

名四国道、四日市方面から「十一屋」交差点を右折し、

あおなみ線高架橋を過ぎた信号機を左折してすぐです。

名四国道、豊橋方面から「十一屋」交差点を左折し、

あおなみ線高架橋を過ぎた信号機を左折してすぐです。
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港湾荷役科
入　所　願　書

※「学校調査書」（進学用）を添付してください。

［入所願書の提出先及び問合せ先］

〒455－0844　名古屋市港区潮凪町3
TEL 052－381－2775　FAX 052－383－3321

中部職業能力開発促進センター
名古屋港湾労働分所

（ポリテクセンター名古屋港）

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部

フリガナ

氏　　名

現 住 所

学 歴

高等学校　　　　　　　　　　　　科　卒業見込み

所在地

〒　　　　　－　　　　

〒　　　　　－　　　　

生年月日

中部職業能力開発促進センター所長　殿

令和　　　年　　　月　　　日

平成 年 　　月 　　日生

（　　　　歳）

写真貼付

（3.0cm×2.4cm）

TEL　　　　　　－　　　　　　－

TEL　　　　　　－　　　　　　－

緊急連絡先　　　　　　－　　　　　　－

（新卒者用）

※個人情報の取扱いについて
入所願書に記入された個人情報は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年法律第 57号）
を遵守し、保有個人情報を適切に管理し、個人の権利利益を保護いたします。ご記入いただいた個人情報は、選考書類、受講に関する事務処理（連
絡、出席表、修了証の交付）、業務統計、就職状況調査、訓練期間中や修了後の就職支援等の連絡、訓練修了後のアンケート調査に利用させ
ていただきます。なお、受講希望者本人が同意されている場合、法令の規定による場合、受講希望者又は公共の利益を保護するために必要な
場合を除いて、第三者に開示・提供することはありません。


