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〒940-0044 新潟県長岡市住吉３丁目１番１号
T EL .0258 -33 -2733／FA X .0258 -33 -2422
https://w w w3.jeed.go.jp/niigata/poly/お問い

合わせ

施設見学会のご案内

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

   3日㈭・24日㈭
10日㈭・17日㈭

   7日㈭・21日㈭
   12日㈭・26日㈭
   9日㈭・16日㈭
14日㈭・28日㈭

   4日㈭・25日㈭
   8日㈭・15日㈭
   6日㈭・20日㈭

2日㈬・17日㈭
   8日㈭・15日㈭
12日㈭・26日㈭

   2日㈭・16日㈭
2日㈭・16日㈭

年
４
和
令

和
令

5
年

１３：００～ 受付
１３：１５～１６：００ オリエンテーション・施設見学会

１６：００～１６：４０ 訓練体験会

１）雇用保険受給者の方は施設見学会へ参加することが「求職活動の一環」として認められます。
２）来所の際は、できるだけ公共交通機関でお願いいたします。
３）お申し込みは、お気軽にお電話ください。
４）職業訓練体験会への参加申し込み受付は、施設見学の後に行います。なお、科によっては
　 訓練等により、当日、実施しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

希望者のみ
内容

各科の内容をより詳細
にご紹介する「施設見
学 会 」を開 催しており
ます。職業訓練の受講
をお考えの方は、ぜひ
ご参加ください。
また、施設見学会の日程にご都合がつかない場合には、個別に見
学を受付けております。お電話にてお気軽にお問合せください。

開催日

再
就
職
、は
じ
め
の
一
歩

アクセス
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4/4
入所

9/28
修了

企業実習・募集期間 ： 
  1/24（月）～2/28（月）

・入所選考 ：
  3/ 7（月） 

・選考結果発表 ： 
  3/11（金）

・募集期間 ： 
  5/10（火）～5/30（月）

・入所選考 ：
  6/6（月）

・選考結果発表 ： 
  6/10（金）

・募集期間 ： 
  7/14（木）～8/29（月）

・入所選考 ：
  9/5（月）

・選考結果発表 ： 
  9/9（金）

・募集期間 ： 
  9/22（木）～11/ 7（月）

・入所選考 ：
  11/14（月）

・選考結果発表 ： 
  11/18（金）

・募集期間 ： 
  11/8（火）～12/5（月）

・入所選考 ：
  12/12（月）

・選考結果発表 ： 
  12/16（金）

・募集期間 ： 12/21（水）～2/3（金）
・入所選考 ： 2/10（金）
・選考結果発表 ： 2/17（金）
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12/23
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6/23
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7/4
本訓練
開始

企業実習

・募集期間 ： 
  3/22（火）～5/9（月）

・入所選考 ：
  5/14（土）

・選考結果発表 ： 
  5/20（金）
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ハローワーク（公共職業安定所）に求職申込をされている方で、ハローワークから受講指示又は推薦を受けられる方

｜ 応募資格 ｜

申込先 / 最寄りのハローワーク（職業訓練窓口）
提出書類 / 受講申込書※各項目をもれなく記入すること。なお、提出された書類は返却いたしません。

｜ お申込み方法 ｜

受付時間 / 8：30～9：00（選考時間9：00～12：15） ※令和５年３月入所のみ、スケジュールが変更となります。

［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方　2.訓練を受講することに熱意を有する方
3.訓練の内容を理解するために必要な基礎学力を有する方　4.訓練受講・修了に支障がない方（健康状態や受講態度等）

訓練を受講できるのは次の要件をすべて満たす方のみです。

選考会場 / ポリテクセンター新潟　新潟県長岡市住吉3丁目1番1号
持  参  品 / 筆記用具（鉛筆・消しゴム）
選考内容 / 訓練の受講要件を満たしているか確認するため、筆記・面接を実施し、
　　　　　ハローワークと協議の上で受講決定します。

｜ 入所選考 ｜

・最寄りのハローワーク窓口へ相談の上、「入所申込書」（写真（4cm×3cm）1枚貼付）を希望される訓練コースの応募期日まで    
  にハローワークへ提出してください。

・「受講申込書」は最寄りのハローワークにございます。相談窓口でお受取りください。
・お申込み後、入所選考の案内文書は郵送いたしませんのでご注意ください。パンフレットに記載の日程（P1～2）、
  時間（下記）をご参照頂いて、選考日に当施設へお越しください。

受講申込書に記載された、第1志望科での入所選考となります。
応募者多数の場合、選考当日の面接待ち時間が長くなり１２時１５分を超える場合があること、あらかじめご了承ください。

ポリテクセンター新潟　新潟県長岡市住吉3丁目1番1号

｜ 訓練実施場所 ｜

｜ 合格発表 ｜

月～金曜日（土日祝日を除く平日）  9：30～15：40
※技能講習・特別教育等資格取得のためのカリキュラムを実施する場合には、開始時間が9時からになる場合があります。

｜ 訓練時間等 ｜

●雇用保険受給資格者が、ハローワークの指示により入所されると、
　訓練終了日まで雇用保険の基本手当が受給できるほか、受講手当、通所手当（通所距離による）が受給できます。
●雇用保険の受給対象者ではない方が、ハローワークのあっせんにより入所した場合、
　一定の要件を満たすと訓練期間中「職業訓練受講給付金」が受給できます。
●ハローワークと連携の上、求人情報を迅速に提供します。
●訓練期間中に、就職相談員による就職相談を常時行っています。

｜ 受講中の支援 ｜

●外部機関における資格試験の受験日程と当センターの訓練日程は連動しておりませんのでご了承ください。
●欠席及び遅刻・早退が著しく多く修了の見込みがない場合や、受講態度が著しく悪い場合など、
　受講生としてふさわしくない場合は、退所となることがあります。

｜ その他 ｜

注1.受講要件を一つでも満たしていない方は、十分な技能等を身につけていただくことや実習において安全を確保することに問題が生じる恐れがあ
るため、定員充足の有無にかかわらず、受講を見合わせていただく場合があります。 注2.年齢（年齢を特定したコースを除く）や性別など、受講要件
に関係のないことは選考結果には影響しません。 注3.応募後にキャンセルされた場合、「入所申込書」は返却いたしません。

募集要項

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  ２．軽薄  ３．安易  ４．軽率  ５．疎遠 

次の文章の（ ）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（  ）し、大打撃を受けた。 

１．急変   ２．楽観   ３．上昇   ４．好転 

 

計算力 

次の計算をしなさい。 

（１）１０×８－６÷３＝        （２） 
３

５
 ×  

１

２
 ÷ 

５

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。

 

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。 

 

ひだり  みぎ 

ひだし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

筆記問題の参考例

合否通知は、発表日に本人宛発送します。発表日必着ではありませんので、あらかじめご了承ください。
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3.訓練の内容を理解するために必要な基礎学力を有する方　4.訓練受講・修了に支障がない方（健康状態や受講態度等）

訓練を受講できるのは次の要件をすべて満たす方のみです。

選考会場 / ポリテクセンター新潟　新潟県長岡市住吉3丁目1番1号
持  参  品 / 筆記用具（鉛筆・消しゴム）
選考内容 / 訓練の受講要件を満たしているか確認するため、筆記・面接を実施し、
　　　　　ハローワークと協議の上で受講決定します。

｜ 入所選考 ｜

・最寄りのハローワーク窓口へ相談の上、「入所申込書」（写真（4cm×3cm）1枚貼付）を希望される訓練コースの応募期日まで    
  にハローワークへ提出してください。

・「受講申込書」は最寄りのハローワークにございます。相談窓口でお受取りください。
・お申込み後、入所選考の案内文書は郵送いたしませんのでご注意ください。パンフレットに記載の日程（P1～2）、
  時間（下記）をご参照頂いて、選考日に当施設へお越しください。

受講申込書に記載された、第1志望科での入所選考となります。
応募者多数の場合、選考当日の面接待ち時間が長くなり１２時１５分を超える場合があること、あらかじめご了承ください。

ポリテクセンター新潟　新潟県長岡市住吉3丁目1番1号

｜ 訓練実施場所 ｜

｜ 合格発表 ｜

月～金曜日（土日祝日を除く平日）  9：30～15：40
※技能講習・特別教育等資格取得のためのカリキュラムを実施する場合には、開始時間が9時からになる場合があります。

｜ 訓練時間等 ｜

●雇用保険受給資格者が、ハローワークの指示により入所されると、
　訓練終了日まで雇用保険の基本手当が受給できるほか、受講手当、通所手当（通所距離による）が受給できます。
●雇用保険の受給対象者ではない方が、ハローワークのあっせんにより入所した場合、
　一定の要件を満たすと訓練期間中「職業訓練受講給付金」が受給できます。
●ハローワークと連携の上、求人情報を迅速に提供します。
●訓練期間中に、就職相談員による就職相談を常時行っています。

｜ 受講中の支援 ｜

●外部機関における資格試験の受験日程と当センターの訓練日程は連動しておりませんのでご了承ください。
●欠席及び遅刻・早退が著しく多く修了の見込みがない場合や、受講態度が著しく悪い場合など、
　受講生としてふさわしくない場合は、退所となることがあります。

｜ その他 ｜

注1.受講要件を一つでも満たしていない方は、十分な技能等を身につけていただくことや実習において安全を確保することに問題が生じる恐れがあ
るため、定員充足の有無にかかわらず、受講を見合わせていただく場合があります。 注2.年齢（年齢を特定したコースを除く）や性別など、受講要件
に関係のないことは選考結果には影響しません。 注3.応募後にキャンセルされた場合、「入所申込書」は返却いたしません。

募集要項

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  ２．軽薄  ３．安易  ４．軽率  ５．疎遠 

次の文章の（ ）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（  ）し、大打撃を受けた。 

１．急変   ２．楽観   ３．上昇   ４．好転 

 

計算力 

次の計算をしなさい。 

（１）１０×８－６÷３＝        （２） 
３

５
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（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 
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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 

筆記問題の参考例

合否通知は、発表日に本人宛発送します。発表日必着ではありませんので、あらかじめご了承ください。



よくあるご質問

受講申込は、
どのようにすればいいですか？Q1.

受講申込をする場所は管轄の公共職業安
定所（ハローワーク）です。窓口でご相談の

上、「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」はハローワークの窓口でお受
取りください。

.A

受講費用はかかりますか？Q2.
受講料は無料ですが、別途必要なものは以下のとおりです。テキスト代：約５，０００円～１３，０００円程
度、作業服・安全靴等： 約１０，０００円～１５，０００円程度※作業服は、お手持ちの物が使用できる場合も

ございます。職業訓練生総合保険：約５，０００円※企業実習付きコースを受講される方は加入が必須です。それ
以外のコースは任意ですが、訓練中における万が一のけが等に対する保険ですので、加入されることをお勧め
します。

.A

訓練中に
手当等はもらえますか？Q3.

訓練期間中、「雇用保険の失業給付」や「職
業訓練受講給付金」が受けられる場合があ

ります。なお、これらを受けるには一定の条件があ
りますので、ご自身が対象になるかは管轄のハロー
ワークの窓口でお尋ねください。

.A

自家用車で通所できますか？Q4.
現在、施設の建替え工事等を実施中のた
め、令和４年秋頃まで長岡駅東口の外部駐

車場をご利用いただいております（無料）。ご希望の
方は駐車場利用の申請をしていただきます。

.A

新潟市在住ですが、
通えますか？Q5.

新潟市から通所されている方は、下図のよ
うなスケジュールで通われています。.A

訓練生の一日 新潟市からの通所生の場合

未経験の方が多く受講されていま
す。前職と異なる分野で活躍でき
るように、基礎から学ぶことができ
ます。

再就職を目的とした職業訓練で、６ヶ月間の訓練をすべてポリテクセンターの施設内でおこなうコースです。各科ごとに訓練内
容は大きく異なり、各分野で活躍できる人材育成ができるように初心者の方も安心して受講できるように指導をおこないます。

初心者も安心

訓練ではものづくりの技能・技術が
身に付き、自分の成長を実感でき
ます。コースによっては資格を取得
することもできます。

手に職をつける
カリキュラム

失業給付（訓練手当）を受給しなが
ら職業訓練が受講できます。※要
件がありますので、詳しくはハロー
ワークの窓口へお問合せください。

訓練手当が
あります

担当の職業訓練指導員の他に、就
職支援アドバイザーが受講生の就
職活動をサポートします。

充実した
就職支援

テキスト代等は必要ですが、受講
料は無料です。

経済的な
負担が少ない

ポリテク
センター
５つの
ポイント

01 02

03 04 05

標準訓練コース

通常の６ヶ月間の標準コースの前に、再就職に必要な『就活力』*を身につけるための１ヶ月間の『導入訓練』を行い、専門の
技能・技術を学ぶ７ヶ月間の職業訓練コースです。
再就職を目指し就活をはじめたいが、どのように就活をおこなえばよいかわからない方や、ビジネスに必要なコミュニケー
ションについて、自信のない方、これからの就職活動に不安や悩みをお持ちの方に、特におススメしているコースです。
*就活力（これから、就職活動をおこなうために必要な、以下のスキルを１ヶ月間で身につけます。）

職業訓練コースの意義、訓練内容
の把握と仕事理解、先輩が体験し
た職業能力開発と就職活動などに
ついて学びます。

新潟駅から７時６分発の電車に
乗ると、８時２３分に長岡駅到
着です。朝のひと時、相談室で
求人票の検索をします。気にな
る企業はプリントアウト。

導入訓練コース

各訓練コースの違い

就職のための
職業能力開発

グループワークを通して、ビジネスに
必要なコミュニケーション能力を学
び、お互いのよいところを発見でき
ます。企業が求める人材について知
り、これからの就職に活かします。

チームで働く力

自己表現、自己理解について学び、
自分の長所・短所、強み・弱みを見つ
け、自分をアピールする力、考え抜
く力を身につけます。

考え行動する力

PCを十分に使いこなせる能力開発
（文書作成・表計算など）、IT倫理
など企業で働くために必要な専門
的知識や技能を習得します。

ITリテラシー
（PC操作基本）

施設内訓練と
企業実習を組合わせた
６ヶ月訓練です。

（概ね５５歳未満の
求職者の方が対象です。）

企業実習付コース

入所
導入
訓練
（１ヶ月）

標準
コース
（6ヶ月）

修了訓練の流れ

入所
施設内
訓練

（約4ヶ月）

企業
実習

（約1ヶ月）

施設内訓練
（フォローアップ）
（約1ヶ月）

修了訓練の流れ

現場で学べる
ポリテクセンター新潟での座学や実
習のほかに、企業での実習を行い、
不 足する能力を確 認して、スキル
アップすることができる実践的なプ
ログラムを導入しています。

ミスマッチを防ぐ
企業実習で現場の雰囲気がわかり、
就 職 後 に「こんなはずではなかっ
た。」となるリスクを減らすことがで
きます。

訓練中には、人材育成に熱心な企業と連携することで、現場に即した技能・技術を身につけることができます。

※ポリテクセンター新潟では、機械加工技術科、電気設備技術科のみ企業実習付コースがあります。

お昼休みはおススメ求人に目を
凝らします。気になるものは即
コピー。

訓練の合間、就職支援アドバ
イザーと面談。履歴書、職務経
歴書の書き方から面接練習ま
で何でも相談できます。企業説
明会や企業見学の段取りなど
もお願いできます。

放課後、長岡駅近くのハロー
ワークプラザで情報収集。応募
の決意が固まればその場で紹
介状を発行してもらえます。

1 2 3 4
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87

標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：７月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１５名

定員
若干名

生産現場のシステム開発・管理の仕事を目指す

生産現場の制御機器等で生じるデータを効率的に管理・利用するために、PLC・Javaといったプロ
グラミングや、ネットワーク管理、タブレット端末やサーバーの利用といったITに関わる様々な知識
と技能を習得します。
これらの知識を身につけて、製造業の製造管理部門・情報部門やシステム開発を行う企業への就
職を目指します。

▶入所時費用
テキスト代
約８，０００円程度（６ヶ月コース）
約１０，０００円程度（７ヶ月コース）

▶任意取得可能資格
〇MCP（Microsoft Certified Professional）
〇LPIC（Linux Professional Institute Certification）Level1
〇CCNA（Cisco Certified Network Associate）
〇OCJ-P（Oracle Certified Java Programmer）Bronze

スマート生産サポート科

主なカリキュラム

その他のカリキュラム

▲

システム構築技術

工場内ネットワーク構築技術 サーバー構築技術

タッチパネルによるPLC制御 制御プログラム開発技術

タブレットによる制御プログラミング タブレットによる機械制御

●システムエンジニア
●ネットワークエンジニア
●テクニカルサポート
●システム開発者

●（株）ツノダ  ●（株）コロナ
●日本ビール（株） ●（株）アイエンター

（順不同　敬称略）

●プログラマ
●ヘルプデスク
●カスタマーエンジニア
●ソフトウェア開発技術者

●情報システムに関する
コンサルティング　等

主な職種 修了生の主な就職先
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標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：７月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１５名

定員
若干名

生産現場のシステム開発・管理の仕事を目指す

生産現場の制御機器等で生じるデータを効率的に管理・利用するために、PLC・Javaといったプロ
グラミングや、ネットワーク管理、タブレット端末やサーバーの利用といったITに関わる様々な知識
と技能を習得します。
これらの知識を身につけて、製造業の製造管理部門・情報部門やシステム開発を行う企業への就
職を目指します。

▶入所時費用
テキスト代
約８，０００円程度（６ヶ月コース）
約１０，０００円程度（７ヶ月コース）

▶任意取得可能資格
〇MCP（Microsoft Certified Professional）
〇LPIC（Linux Professional Institute Certification）Level1
〇CCNA（Cisco Certified Network Associate）
〇OCJ-P（Oracle Certified Java Programmer）Bronze

スマート生産サポート科

主なカリキュラム

その他のカリキュラム

▲

システム構築技術

工場内ネットワーク構築技術 サーバー構築技術

タッチパネルによるPLC制御 制御プログラム開発技術

タブレットによる制御プログラミング タブレットによる機械制御

●システムエンジニア
●ネットワークエンジニア
●テクニカルサポート
●システム開発者

●（株）ツノダ  ●（株）コロナ
●日本ビール（株） ●（株）アイエンター

（順不同　敬称略）

●プログラマ
●ヘルプデスク
●カスタマーエンジニア
●ソフトウェア開発技術者

●情報システムに関する
コンサルティング　等

主な職種 修了生の主な就職先
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標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：７月・１０月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

▶入所時費用
テキスト代
約９，０００円程度（６ヶ月コース）
約１1，０００円程度（７ヶ月コース）
※企業実習付コースは、別途、職業訓練生総合保険（約５，５００円）が必要です。

作業服等
約１０，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

▶取得可能資格
低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証

▶任意取得可能資格
第２種電気工事士、消防設備士（第４類乙種）

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

電気設備技術科

主なカリキュラム

その他のカリキュラム

▲

企業実習（4月入所生のみ）

電気工事・制御盤の仕事を目指す

屋内の照明器具やコンセントといった設備の配線・施工を行う電気工事と、電気によって生産機
械の制御を行うシーケンス制御に関する知識・技能を習得します。
オームの法則や直流・交流の違いなど電気の基礎からしっかり習得し、電気設備工事の企業や制
御盤製造の企業などへの就職を目指します。

一般用電気設備工事 CAD活用技術

消防設備工事 シーケンス制御

制御盤製作技術 ※企業実習付コースでは行いません。 自家用電気設備工事

定員
１５名

定員
若干名

企業実習付きコース 導入訓練+企業実習付きコース
５５歳未満対象・６ヶ月、開講月：４月
※４月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

５５歳未満対象・7ヶ月、開講月：令和５年３月

定員
１５名

定員
若干名

●制御盤組立
●制御盤設計　等

●電気工事士
●配電盤作業員
●組立器具配線
●電気設備工事

●大島電気（株）  ●（株）東芝  ●（株）ユアテックサービス新潟営業所  ●（株）良電社
●（株）共伸電機製作所  ●（株）柴山機械  ●長岡電業（株）  ●三起電装（株）
●（株）テックWEST  ●（株）品田電業社  ●磯部電気工業（株）  （順不同　敬称略）

主な職種 修了生の主な就職先
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標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：７月・１０月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

▶入所時費用
テキスト代
約９，０００円程度（６ヶ月コース）
約１1，０００円程度（７ヶ月コース）
※企業実習付コースは、別途、職業訓練生総合保険（約５，５００円）が必要です。

作業服等
約１０，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

▶取得可能資格
低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証

▶任意取得可能資格
第２種電気工事士、消防設備士（第４類乙種）

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

電気設備技術科

主なカリキュラム

その他のカリキュラム

▲

企業実習（4月入所生のみ）

電気工事・制御盤の仕事を目指す

屋内の照明器具やコンセントといった設備の配線・施工を行う電気工事と、電気によって生産機
械の制御を行うシーケンス制御に関する知識・技能を習得します。
オームの法則や直流・交流の違いなど電気の基礎からしっかり習得し、電気設備工事の企業や制
御盤製造の企業などへの就職を目指します。

一般用電気設備工事 CAD活用技術

消防設備工事 シーケンス制御

制御盤製作技術 ※企業実習付コースでは行いません。 自家用電気設備工事

定員
１５名

定員
若干名

企業実習付きコース 導入訓練+企業実習付きコース
５５歳未満対象・６ヶ月、開講月：４月
※４月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

５５歳未満対象・7ヶ月、開講月：令和５年３月

定員
１５名

定員
若干名

●制御盤組立
●制御盤設計　等

●電気工事士
●配電盤作業員
●組立器具配線
●電気設備工事

●大島電気（株）  ●（株）東芝  ●（株）ユアテックサービス新潟営業所  ●（株）良電社
●（株）共伸電機製作所  ●（株）柴山機械  ●長岡電業（株）  ●三起電装（株）
●（株）テックWEST  ●（株）品田電業社  ●磯部電気工業（株）  （順不同　敬称略）

主な職種 修了生の主な就職先
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標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：４月・７月・１０月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１５名

定員
若干名

▶入所時費用
テキスト代
約10，０００円程度（６ヶ月コース）
約１2，０００円程度（７ヶ月コース）

作業服等
約１２，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

金属加工科

主なカリキュラム

溶接・板金の仕事を目指す

溶接と機械板金に関する企業への就職を目指す訓練コースです。
訓練内容は「金属加工の基本」「被覆アーク溶接」「半自動アーク溶接」が３ヶ月間、「TIG（ティグ）
溶接」「機械板金CAD」が３ヶ月です。
金属の平らな板を立体にするための基本的な知識と技能を学びます。

金属加工基本 TIG薄板溶接

被覆アーク溶接 炭酸ガスアーク薄板溶接仕上げ作業

機械板金・プレス作業 板金CAD

●溶接工
●板金工
●製缶工
●機械板金工

●ナウエス精工（株）  ●（株）ヤオイタ  ●（株）田村製作所  ●（株）星野製作所
●今泉テント（株）  ●（株）大島鐡工所  ●（株）昌和  ●（株）本宏製作所
●（株）北川堂製作所  ●（株）オーエックス新潟　　（順不同  敬称略）

●プレス工
●金属加工
●組立工　等

主な職種 修了生の主な就職先
▶取得可能資格
ガス溶接技能講習修了証（新潟労働局長登録教習機関 第２７号）
　（有効期間満了日令和６年３月３０日）
アーク溶接特別教育修了証
自由研削といし特別教育修了証

▶任意取得可能資格
JIS溶接技能者評価試験（JIS検定）
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標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：４月・７月・１０月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１５名

定員
若干名

▶入所時費用
テキスト代
約10，０００円程度（６ヶ月コース）
約１2，０００円程度（７ヶ月コース）

作業服等
約１２，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

金属加工科

主なカリキュラム

溶接・板金の仕事を目指す

溶接と機械板金に関する企業への就職を目指す訓練コースです。
訓練内容は「金属加工の基本」「被覆アーク溶接」「半自動アーク溶接」が３ヶ月間、「TIG（ティグ）
溶接」「機械板金CAD」が３ヶ月です。
金属の平らな板を立体にするための基本的な知識と技能を学びます。

金属加工基本 TIG薄板溶接

被覆アーク溶接 炭酸ガスアーク薄板溶接仕上げ作業

機械板金・プレス作業 板金CAD

●溶接工
●板金工
●製缶工
●機械板金工

●ナウエス精工（株）  ●（株）ヤオイタ  ●（株）田村製作所  ●（株）星野製作所
●今泉テント（株）  ●（株）大島鐡工所  ●（株）昌和  ●（株）本宏製作所
●（株）北川堂製作所  ●（株）オーエックス新潟　　（順不同  敬称略）

●プレス工
●金属加工
●組立工　等

主な職種 修了生の主な就職先
▶取得可能資格
ガス溶接技能講習修了証（新潟労働局長登録教習機関 第２７号）
　（有効期間満了日令和６年３月３０日）
アーク溶接特別教育修了証
自由研削といし特別教育修了証

▶任意取得可能資格
JIS溶接技能者評価試験（JIS検定）
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NC旋盤作業

企業実習付きコース 導入訓練+企業実習付きコース
５５歳未満対象・６ヶ月、開講月：７月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

５５歳未満対象・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１2名

定員
若干名

▶入所時費用
テキスト代
約4，０００円程度（６ヶ月コース）
約6，０００円程度（７ヶ月コース）

作業服等
約１0，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

機械加工技術科

主なカリキュラム

自動車・建設機械や工場の機械に使われている機械部品製造を目指す

機械部品を製造するために必要な加工の技術・技能と関連知識を身につけた上で、企業実習で
実務を体験し、確かな就職を図る機会を得るコースです。
一般的に広く利用されている旋盤、フライス盤、NC旋盤について、実習と座学の両方を通して基
礎的な技術・技能を学んだ後、実習で現場作業の体験を行い、実習期間終了後にはマシニングセ
ンタの訓練を行います。加工以外には機械製図の知識とCAD基本操作を習得します。

機械製図及びCAD基本 フライス盤作業

普通旋盤作業

企業実習 フォローアップ訓練

●機械加工
●部品加工
●機械工
●マシニングセンタオペレータ

●オヂヤセイキ（株）  ●（株）鈴民精密工業所  ●（株）大竹製作所
●（株）カイセ工業新潟工場  ●（株）長岡製作所  ●ミツワ金属（株）
●（有）萩野鉄工所  ●テラノ精工（株）  ●（株）第一測範製作所

（順不同  敬称略）

●機械旋盤工
●フライス・普通旋盤オペレータ
●NC旋盤オペレータ

主な職種 修了生の主な就職先
▶任意取得可能資格
技能検定機械加工職種３級
技能検定機械検査職種３級

▶企業実習受入先
（株）Syse、三條金属（株）、（株）柳製作所、内野精工（株）
（株）アサヒプレシジョン、ミツワ金属（株）、遠藤工業（株）
シマト工業（株）　　（順不同  敬称略）

※企業実習付コースは、別途、
    職業訓練生総合保険（約５，５００円）が必要です。
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NC旋盤作業

企業実習付きコース 導入訓練+企業実習付きコース
５５歳未満対象・６ヶ月、開講月：７月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

５５歳未満対象・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１2名

定員
若干名

▶入所時費用
テキスト代
約4，０００円程度（６ヶ月コース）
約6，０００円程度（７ヶ月コース）

作業服等
約１0，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

機械加工技術科

主なカリキュラム

自動車・建設機械や工場の機械に使われている機械部品製造を目指す

機械部品を製造するために必要な加工の技術・技能と関連知識を身につけた上で、企業実習で
実務を体験し、確かな就職を図る機会を得るコースです。
一般的に広く利用されている旋盤、フライス盤、NC旋盤について、実習と座学の両方を通して基
礎的な技術・技能を学んだ後、実習で現場作業の体験を行い、実習期間終了後にはマシニングセ
ンタの訓練を行います。加工以外には機械製図の知識とCAD基本操作を習得します。

機械製図及びCAD基本 フライス盤作業

普通旋盤作業

企業実習 フォローアップ訓練

●機械加工
●部品加工
●機械工
●マシニングセンタオペレータ

●オヂヤセイキ（株）  ●（株）鈴民精密工業所  ●（株）大竹製作所
●（株）カイセ工業新潟工場  ●（株）長岡製作所  ●ミツワ金属（株）
●（有）萩野鉄工所  ●テラノ精工（株）  ●（株）第一測範製作所

（順不同  敬称略）

●機械旋盤工
●フライス・普通旋盤オペレータ
●NC旋盤オペレータ

主な職種 修了生の主な就職先
▶任意取得可能資格
技能検定機械加工職種３級
技能検定機械検査職種３級

▶企業実習受入先
（株）Syse、三條金属（株）、（株）柳製作所、内野精工（株）
（株）アサヒプレシジョン、ミツワ金属（株）、遠藤工業（株）
シマト工業（株）　　（順不同  敬称略）

※企業実習付コースは、別途、
    職業訓練生総合保険（約５，５００円）が必要です。
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標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：４月・７月・１０月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１8名

定員
若干名

▶入所時費用
テキスト代
約4，０００円程度（６ヶ月コース）  約6，０００円程度（７ヶ月コース）
作業服等  約１０，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

▶任意取得可能資格
技能検定機械加工職種３級
技能検定機械検査職種３級
機械製図CAD３級

その他のカリキュラム

▲

NCワイヤ放電機・CAM

●機械加工
●機械工
●CADオペレータ
●マシニングセンタオペレータ　　等

●オヂヤセイキ（株）  ●大竹製作所（株）  ●（株）長谷川工機  ●（株）ヨコヤマ鉄工
●（株）東海鉄工所  ●（有）倉品鐵工業  ●クリーンテクノロジー（株）
●（有）大塚木型製作所  ●（株）内野精工  ●アサヒプレシジョン（株）
●ヤマザキテクニカ（株）  ●RINX（株）　　（順不同  敬称略）

●部品加工
●NC旋盤オペレータ

主な職種 修了生の主な就職先

CAD・NC科

主なカリキュラム

自動車・建設機械や工場の機械に使われている機械部品製造を目指す

CADオペレーターと機械工への就職を希望する方のための訓練コースです。
６ヶ月の訓練期間を大きく分けると、「CAD」と「NC工作機械」の２つになります。
訓練内容は分かれていますが、機械加工の経験があれば実際に機械加工を行う方が読みやすい
図面を描くことができますし、図面が読めなければ機械加工ができない、というようにこの２つは
関連しており相互に必要なスキルです。

機械製図及びCAD基本 CAD応用作業

３次元CAD 測定・汎用工作機械

NC旋盤作業 マシニングセンタ作業
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標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：４月・７月・１０月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１8名

定員
若干名

▶入所時費用
テキスト代
約4，０００円程度（６ヶ月コース）  約6，０００円程度（７ヶ月コース）
作業服等  約１０，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

▶任意取得可能資格
技能検定機械加工職種３級
技能検定機械検査職種３級
機械製図CAD３級

その他のカリキュラム

▲

NCワイヤ放電機・CAM

●機械加工
●機械工
●CADオペレータ
●マシニングセンタオペレータ　　等

●オヂヤセイキ（株）  ●大竹製作所（株）  ●（株）長谷川工機  ●（株）ヨコヤマ鉄工
●（株）東海鉄工所  ●（有）倉品鐵工業  ●クリーンテクノロジー（株）
●（有）大塚木型製作所  ●（株）内野精工  ●アサヒプレシジョン（株）
●ヤマザキテクニカ（株）  ●RINX（株）　　（順不同  敬称略）

●部品加工
●NC旋盤オペレータ

主な職種 修了生の主な就職先

CAD・NC科

主なカリキュラム

自動車・建設機械や工場の機械に使われている機械部品製造を目指す

CADオペレーターと機械工への就職を希望する方のための訓練コースです。
６ヶ月の訓練期間を大きく分けると、「CAD」と「NC工作機械」の２つになります。
訓練内容は分かれていますが、機械加工の経験があれば実際に機械加工を行う方が読みやすい
図面を描くことができますし、図面が読めなければ機械加工ができない、というようにこの２つは
関連しており相互に必要なスキルです。

機械製図及びCAD基本 CAD応用作業

３次元CAD 測定・汎用工作機械

NC旋盤作業 マシニングセンタ作業
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その他のカリキュラム

▲

外部仕上げ（乾式）・住宅図面作製技術

●大工・内装工
●家具・木造製造
●住宅営業
●住宅アドバイザー

●（有）藤沢木工所  ●（有）一代工務店  ●（有）奈良工房
●（株）ホーメックス  ●（株）大湊文吉商店　　（順不同　敬称略）

●インテリアコーディネーター
●CADオペレーター
●工事施工管理　　 等

主な職種 修了生の主な就職先

標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：４月・７月・１０月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１5名

定員
若干名

▶入所時費用
テキスト代
約11，０００円程度（６ヶ月コース）
約13，０００円程度（７ヶ月コース）

作業服等
約8，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

住宅CAD・リフォーム科

主なカリキュラム

住宅施工・住宅図面・申請の仕事を目指す

建築に不可欠な技能と関連知識を身につけるコースです。建築の構造、法規、計画などの専門基
礎知識の他、コンピュータによる書類やCAD図面の作成から、リフォームプランのプレゼンテー
ション技術の習得を目指します。また、施工実習では模擬家屋の施工を通して立体的な構造の理
解を深め、手工具の取扱い方や、内外装の施工及びリフォーム技術を習得します。

部材加工基本技術 軸組施工

内部仕上げ 住宅構造・法規と申請業務（木造）

住宅実施図面 建築３次元CAD

▶取得可能資格
足場の組立て等の業務に係る特別教育修了証
携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育

▶任意取得可能資格
福祉住環境コーディネーター検定試験、技能検定 建築大工職種２級・３級
建築CAD検定、色彩検定試験、DIYアドバイザー
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その他のカリキュラム

▲

外部仕上げ（乾式）・住宅図面作製技術

●大工・内装工
●家具・木造製造
●住宅営業
●住宅アドバイザー

●（有）藤沢木工所  ●（有）一代工務店  ●（有）奈良工房
●（株）ホーメックス  ●（株）大湊文吉商店　　（順不同　敬称略）

●インテリアコーディネーター
●CADオペレーター
●工事施工管理　　 等

主な職種 修了生の主な就職先

標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：４月・７月・１０月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１5名

定員
若干名

▶入所時費用
テキスト代
約11，０００円程度（６ヶ月コース）
約13，０００円程度（７ヶ月コース）

作業服等
約8，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

住宅CAD・リフォーム科

主なカリキュラム

住宅施工・住宅図面・申請の仕事を目指す

建築に不可欠な技能と関連知識を身につけるコースです。建築の構造、法規、計画などの専門基
礎知識の他、コンピュータによる書類やCAD図面の作成から、リフォームプランのプレゼンテー
ション技術の習得を目指します。また、施工実習では模擬家屋の施工を通して立体的な構造の理
解を深め、手工具の取扱い方や、内外装の施工及びリフォーム技術を習得します。

部材加工基本技術 軸組施工

内部仕上げ 住宅構造・法規と申請業務（木造）

住宅実施図面 建築３次元CAD

▶取得可能資格
足場の組立て等の業務に係る特別教育修了証
携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育

▶任意取得可能資格
福祉住環境コーディネーター検定試験、技能検定 建築大工職種２級・３級
建築CAD検定、色彩検定試験、DIYアドバイザー
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▶入所時費用
テキスト代
約11，０００円程度（６ヶ月コース）
約13，０００円程度（７ヶ月コース）

作業服等
約8，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

▶取得可能資格
小型ボイラー取扱業務に係る特別教育修了証
低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証
高圧電気取扱業務に係る特別教育修了証

▶任意取得可能資格
第二種電気工事士、２級ボイラー技士、消防設備士乙種第１類・第４類・第６類
危険物取扱者乙種第４類、第三種冷凍機械責任者

標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：４月・７月・１０月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１５名

定員
若干名

ビル設備科

主なカリキュラム

その他のカリキュラム

▲

ビルクリーニング・危険物取扱い

建物の設備管理の仕事を目指す

私たちが快適な生活を送るためには、電気、水、空気は欠かせない要素です。
特に、ビルなどの建物には、電気を扱う電気設備、水を扱う給排水設備、室内の温度や湿度を扱う
空調設備があります。また、火災発生時に火災を知らせ、初期消火を行う消防設備や蒸気やお湯を
沸かして暖房や給湯に使用するボイラー設備などもあります。ビル設備科では、建築設備について
の知識・技能を習得することによって、ビル設備管理業務に対応できる人材を育成しています。

電気配線工事 シーケンス制御技術

空調設備管理作業 給排水衛生設備管理作業（配管施工）

消防設備作業 給排水衛生設備管理作業（衛生器具据付）

●施設管理
●設備管理
●消防設備士

●イオンディライト（株）  ●太平ビルサービス（株）
●（株）新潟県ビル管理共同公社  ●（株）新潟ビルサービス
●二幸産業（株）  ●環境をサポートする（株）きらめき
●北越警備保障（株）　　（順不同　敬称略）

●空調設備工事
●ボイラー技士
●配管工

●電気工事士
●設備警備
●ビル清掃　等

主な職種 修了生の主な就職先
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▶入所時費用
テキスト代
約11，０００円程度（６ヶ月コース）
約13，０００円程度（７ヶ月コース）

作業服等
約8，０００円程度（６・７ヶ月コース共通）

▶取得可能資格
小型ボイラー取扱業務に係る特別教育修了証
低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証
高圧電気取扱業務に係る特別教育修了証

▶任意取得可能資格
第二種電気工事士、２級ボイラー技士、消防設備士乙種第１類・第４類・第６類
危険物取扱者乙種第４類、第三種冷凍機械責任者

標準コース 導入訓練+標準コース
年齢制限なし・６ヶ月、開講月：４月・７月・１０月・１月
※７月・１月開講コースの定員は導入訓練コース受講者と合わせた人数です。

年齢制限なし・7ヶ月、開講月：６月・１２月

定員
１５名

定員
若干名

ビル設備科

主なカリキュラム

その他のカリキュラム

▲

ビルクリーニング・危険物取扱い

建物の設備管理の仕事を目指す

私たちが快適な生活を送るためには、電気、水、空気は欠かせない要素です。
特に、ビルなどの建物には、電気を扱う電気設備、水を扱う給排水設備、室内の温度や湿度を扱う
空調設備があります。また、火災発生時に火災を知らせ、初期消火を行う消防設備や蒸気やお湯を
沸かして暖房や給湯に使用するボイラー設備などもあります。ビル設備科では、建築設備について
の知識・技能を習得することによって、ビル設備管理業務に対応できる人材を育成しています。

電気配線工事 シーケンス制御技術

空調設備管理作業 給排水衛生設備管理作業（配管施工）

消防設備作業 給排水衛生設備管理作業（衛生器具据付）

●施設管理
●設備管理
●消防設備士

●イオンディライト（株）  ●太平ビルサービス（株）
●（株）新潟県ビル管理共同公社  ●（株）新潟ビルサービス
●二幸産業（株）  ●環境をサポートする（株）きらめき
●北越警備保障（株）　　（順不同　敬称略）

●空調設備工事
●ボイラー技士
●配管工

●電気工事士
●設備警備
●ビル清掃　等

主な職種 修了生の主な就職先



2221

前職ではフォトグラファーとしてホテルや百貨店の写真室で働いていまし
た。30歳を過ぎてから新しいことを始めるのは大変勇気のいることでした
が、やってみたいことがあるなら今しかないと思い、職業訓練を受けること
を決めました。ポリテクセンターでは基礎からわかりやすく教えていただき、
専門的な知識が全くなかった私でも、第二種電気工事士の資格を取得する
ことができました。長いようであっという間の半年間でしたが、様々な経歴
を持つ仲間とともに同じ目標に向かって真剣に学んだことは私にとって大
きな財産となりました。現在、電気工事に関する書類作成等の事務処理や
現 地 調 査 、積 算 、材 料 手
配、図面作成等を並行して
上司や先 輩 社員の方々に
ご指導いただいています。
少しずつ出来ることが増え
てきていますが、経験を積
まなければ難しいことも多
いので、これからも勉強を
重ね、将来的には現場を管
理できるようになりたいと
思っています。

小林さんは電気工事部門で、現場の下見、見積作成、お客様への訪問など多岐にわたって仕事を行って
います。現在は図面の作成について、実践しながら学んでいる最中です。疑問をそのままにせず、とこと
ん深掘りしてドンドン質問していく姿勢で着実にステップアップしています。丁寧な仕事ぶりと電気工
事の知識を生かして、営業と設計をマルチにこなせる人材になることを期待しています。

久保誠電気興業株式会社は配電盤・制御システムの製造
や電気工事を行う会社です。板金・塗装・組立・設計・品質
保証・工事など幅広い部門があるので、あなたにぴったりの
職種がきっと見つかります。また受注生産方式での仕事が
大半を占めるため、いつも新鮮な気持ちで仕事に当たれる
のも大きな特徴です。ポリテクセンター出身者も4名在籍
し、それぞれの部署で活躍しています。

久保誠電気興業株式会社

採用者の声
小島さんは入社当初から挨拶の声がとても明るく、好感の持てる人柄で、常に自分に出来る事はない
か、周りに気を配り、積極的に取り組む姿勢も頼りになります。CADオペレーターは住宅の設計におい
て重要な役割を担っており、覚える事は多く苦労はしていますが、向上心を持って仕事をしてくれます。
これから経験と技術を身に付けより成長してくれる事を期待しています。

採用者の声

株式会社タツミは木造住宅の耐震性を高める接合金物およ
び構造材部材（プレカット木材）の製造、販売を行う木造建
築の総合資材メーカーです。タツミが誕生させた接合金物

「テックワン」は木材の欠損部分が少なくてすむために地震
の揺れに強い金物工法として住宅建築の主流となりました。
この技術は現代の生活環境に適合し、一般住宅に限らず学
校や保育園、高齢者施設や商業施設等にも幅広く採用され
ています。住む人の安全確保、暮らしを豊かにするためにこ
れからも研究、開発、製品作りに全力をつくしてまいります。

株式会社タツミ

修了生の活躍 ポリテクセンターでの学びを活かし社会で活躍する修了生たちを紹介します。

将来を指し示す、確かな羅針盤がある。

入 所してから最初の３ヶ
月は、訓練やジョブ・カー
ドの作成を通じて自己分
析と仕 事への 理 解を深
めて、よりよい就 職がで
きるように備えましょう。

就職活動の準備

就職活動の
本格開始

入所（1～3ヶ月目）

就職活動の支援

小林 茉紀さん（33）

電気設備技術科（７ヶ月訓練導入訓練付）
令和２年6月 入所／令和２年12月 修了

履歴書や職務経歴書など、応募書類の書き方から、
面接対策などの就職活動に必要なスキル全般を身
につけるための支援をしています。

就活オリエンテーション
受講生の職務経歴や希望職種、取得資格、自己PR
等を一覧にした「求職者情報誌」を作成し、県内約

１，０００社の企業に送付しています。求人企業が受
講生を指名し、求人情報を提供することを指名求
人といいます。企業からの指名求人があれば、該当
の受講生に打診し、仲介を行います。必要に応じ
て、相談や見学などの調整も行います。

求職者情報誌の企業への配布

修了までに内定を取ることが目標ですが、
決まらない方にも引き続き支援します。

「やってみたい」が
「やりつづけたい」に
変わるような就職を
目指しましょう。

4ヶ月～6ヶ月 就職

（前職）フォトグラファー

久保誠電気興業株式会社

Jw-cadで施工図を作成しているところです。まだ勉強
中の為、わからないことは先輩社員に教えていただき
ながら、確認をとりながら進めています。

前職は銀行で窓口係を担当していました。ものづくりに興味が有り、ハロー
ワークに相談したところポリテクセンターを紹介していただきました。授業
では建築の基本的なことについて実技と学科の両方で幅広く学びました。
建築業に興味があるけれど具体的にどんな仕事をしたいのか模索中だっ
た私にとって、実際の仕事をイメージし易くなり希望する就職先を決める上
でとても役に立ちました。現在はオペレーターとして住宅の構造部分の設
計に携わっています。ポリテクセンターで使用していたソフトもよく使うの
で、学習した経験がそのまま仕事で活かされています。毎日勉強の日々です
が、簡単ではないところに
面白さとやりがいを感じて
います。専門的な知識や技
術が身につく仕事に就きた
いと思っていたので、ポリ
テクセンターに通ってこの
仕事に出会えて良かったで
す。今後の目標は、もっとス
キルを磨 いていつか非 住
宅の大きな物件を担当して
みたいです。

小島 野々子さん（31）

住宅建築デザイン科（６ヶ月訓練）
令和２年1月 入所／令和２年6月 修了

（前職）銀行で窓口担当

株式会社タツミ

お客様（ビルダー）が作成した図面をもとに、部材の
納まりを考えながらＣＡＤソフトに情報を入力していき
ます。
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前職ではフォトグラファーとしてホテルや百貨店の写真室で働いていまし
た。30歳を過ぎてから新しいことを始めるのは大変勇気のいることでした
が、やってみたいことがあるなら今しかないと思い、職業訓練を受けること
を決めました。ポリテクセンターでは基礎からわかりやすく教えていただき、
専門的な知識が全くなかった私でも、第二種電気工事士の資格を取得する
ことができました。長いようであっという間の半年間でしたが、様々な経歴
を持つ仲間とともに同じ目標に向かって真剣に学んだことは私にとって大
きな財産となりました。現在、電気工事に関する書類作成等の事務処理や
現 地 調 査 、積 算 、材 料 手
配、図面作成等を並行して
上司や先 輩 社員の方々に
ご指導いただいています。
少しずつ出来ることが増え
てきていますが、経験を積
まなければ難しいことも多
いので、これからも勉強を
重ね、将来的には現場を管
理できるようになりたいと
思っています。

小林さんは電気工事部門で、現場の下見、見積作成、お客様への訪問など多岐にわたって仕事を行って
います。現在は図面の作成について、実践しながら学んでいる最中です。疑問をそのままにせず、とこと
ん深掘りしてドンドン質問していく姿勢で着実にステップアップしています。丁寧な仕事ぶりと電気工
事の知識を生かして、営業と設計をマルチにこなせる人材になることを期待しています。

久保誠電気興業株式会社は配電盤・制御システムの製造
や電気工事を行う会社です。板金・塗装・組立・設計・品質
保証・工事など幅広い部門があるので、あなたにぴったりの
職種がきっと見つかります。また受注生産方式での仕事が
大半を占めるため、いつも新鮮な気持ちで仕事に当たれる
のも大きな特徴です。ポリテクセンター出身者も4名在籍
し、それぞれの部署で活躍しています。

久保誠電気興業株式会社

採用者の声
小島さんは入社当初から挨拶の声がとても明るく、好感の持てる人柄で、常に自分に出来る事はない
か、周りに気を配り、積極的に取り組む姿勢も頼りになります。CADオペレーターは住宅の設計におい
て重要な役割を担っており、覚える事は多く苦労はしていますが、向上心を持って仕事をしてくれます。
これから経験と技術を身に付けより成長してくれる事を期待しています。

採用者の声

株式会社タツミは木造住宅の耐震性を高める接合金物およ
び構造材部材（プレカット木材）の製造、販売を行う木造建
築の総合資材メーカーです。タツミが誕生させた接合金物

「テックワン」は木材の欠損部分が少なくてすむために地震
の揺れに強い金物工法として住宅建築の主流となりました。
この技術は現代の生活環境に適合し、一般住宅に限らず学
校や保育園、高齢者施設や商業施設等にも幅広く採用され
ています。住む人の安全確保、暮らしを豊かにするためにこ
れからも研究、開発、製品作りに全力をつくしてまいります。

株式会社タツミ

修了生の活躍 ポリテクセンターでの学びを活かし社会で活躍する修了生たちを紹介します。

将来を指し示す、確かな羅針盤がある。

入所してから最初の３ヶ
月は、訓練やジョブ・カー
ドの作成を通じて自己分
析と仕 事への 理 解を深
めて、よりよい就 職がで
きるように備えましょう。

就職活動の準備

就職活動の
本格開始

入所（1～3ヶ月目）

就職活動の支援
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ニューオータニ長岡様

一般入口
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※連絡通路は駐車場4階と店舗3階につながっています。
　ヤマシタ家具様の営業時間10：00～19：00は店内を通過できます。

受講生用駐車場のご案内

訓練課
受講者第一係 ☎0258‒33‒2733詳しくは公共職業安定所の窓口か、

当センターへご相談ください。

〒940-0044 新潟県長岡市住吉３丁目１番１号
T EL .0258 -33 -2733／FA X .0258 -33 -2422
https://w w w3.jeed.go.jp/niigata/poly/お問い

合わせ

施設見学会のご案内

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

   3日㈭・24日㈭
10日㈭・17日㈭

   7日㈭・21日㈭
   12日㈭・26日㈭
   9日㈭・16日㈭
14日㈭・28日㈭

   4日㈭・25日㈭
   8日㈭・15日㈭
   6日㈭・20日㈭

2日㈬・17日㈭
   8日㈭・15日㈭
12日㈭・26日㈭

   2日㈭・16日㈭
2日㈭・16日㈭

年
４
和
令

和
令

5
年

１３：００～ 受付
１３：１５～１６：００ オリエンテーション・施設見学会

１６：００～１６：４０ 訓練体験会

１）雇用保険受給者の方は施設見学会へ参加することが「求職活動の一環」として認められます。
２）来所の際は、できるだけ公共交通機関でお願いいたします。
３）お申し込みは、お気軽にお電話ください。
４）職業訓練体験会への参加申し込み受付は、施設見学の後に行います。なお、科によっては
　 訓練等により、当日、実施しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

希望者のみ
内容

各科の内容をより詳細
にご紹介する「施設見
学 会 」を開 催しており
ます。職業訓練の受講
をお考えの方は、ぜひ
ご参加ください。
また、施設見学会の日程にご都合がつかない場合には、個別に見
学を受付けております。お電話にてお気軽にお問合せください。

開催日

再
就
職
、は
じ
め
の
一
歩

アクセス


