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ポリテクセンター新潟

5つのポイント

５
受講中に給付される手当など
一定の要件を満たす雇用保険受給者の
方は、受講期間中雇用保険の基本手当
が支給されます。
併せて受講手当、通所手当が支給され
ます。詳しくは最寄りのハローワークへ
お問合せください。

３充実した就職支援
担当の職業訓練指導員や、就職支援ア
ドバイザーから求人情報の提供、求人
票の取寄せ、応募書類の添削や面接対
策などのサポートが受けられます。

４経済的な負担が少ない
テキスト代等は必要ですが、受講料は
無料です。

２手に職をつける
カリキュラム
授業ではものづくりの技能・技術が身に
つきます。
コースによっては資格を取得することも
できます。

１初心者も安心
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。
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令和５年 令和６年

4月定員開講月参照コース名

CAD・NC科

金属加工科

電気設備技術科
（4月生のみ企業実習付）

スマート生産サポート科
（導入訓練付）

機械加工技術科
（企業実習付）

5月

5/9

8/1

11/1

2/1 7/26

4/26

1/30

10/30

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 募集締切

5月

8月

11月

2月

7月

1月

6月

9月

12月

3月

4月

7月

10月

1月

7月

1月

4月

7月

10月

1月

5月

8月

11月

2月

4/10

7/3

10/2

1/5

6/5

12/4

5/8

7/28

11/6

2/5

3/6

6/5

9/4

12/4

6/5

12/4

3/6

6/5

9/4

12/4

4/10

7/3

10/2

1/5

18名

18名

18名

18名

12名

12名

12名

12名

12名

12名

15名

15名

15名

15名

15名

15名

15名

15名

15名

15名

15名

15名

15名

15名

7/4

6/1

1/5

9/1

12/1

3/1

4/5 9/29

7/4 12/25

10/3 3/28

1/5 6/28

8/1 1/30

2/1 7/26

7/4

1/5

12/25

6/28

11/28

2/28

5/31

8/29

15名

15名

18名

15名

12名

12名

15名

15名

15名

18名

15名

12名

15名

15名

18名

15名

12名

12名

15名

15名

15名

18名

15名

12名

6か月

6か月

6か月

7か月

6か月

6か月

6か月

6か月

7か月

6か月

7か月

6か月

6か月

6か月

6か月

7か月

6か月

6か月

6か月

6か月

7か月

6か月

7か月

6か月

電気設備技術科（企業実習付）

ビル設備科

CAD・NC科

住宅CAD・リフォーム科（導入訓練付）★

金属加工科

機械加工技術科（企業実習付）

電気設備技術科

ビル設備科

スマート生産サポート科（導入訓練付）★

CAD・NC科

住宅CAD・リフォーム科（導入訓練付）★

金属加工科

電気設備技術科

ビル設備科

CAD・NC科

住宅CAD・リフォーム科（導入訓練付）★

金属加工科

機械加工技術科（企業実習付）

電気設備技術科

ビル設備科

スマート生産サポート科（導入訓練付）★

CAD・NC科

住宅CAD・リフォーム科（導入訓練付）★

金属加工科

開講月

4月

7月

6月

5月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

2/6（月）

5/9（火）

4/11（火）

3/7（火）

6/6（火）

7/4（火）

7/31（月）

9/5（火）

10/3（火）

11/7（火）

12/5（火）

1/9（火）

3/6（月）

6/5（月）

5/8（月）

4/10（月）

7/3（月）

7/28（金）

9/4（月）

10/2（月）

11/6（月）

12/4（月）

1/5（金）

2/5（月）

3/13（月）

6/12（月）

5/15（月）

4/15（土）

7/10（月）

8/4（金）

9/11（月）

10/10（火）

11/13（月）

12/11（月）

1/13（土）

2/13（火）

3/17（金）

6/16（金）

5/19（金）

4/21（金）

7/14（金）

8/10（木）

9/15（金）

10/16（月）

11/17（金）

12/15（金）

1/18（木）

2/19（月）

コース名 受講期間 選考日 合否発送
募集期間

募集開始 募集締切
定員

住宅CAD・
リフォーム科
（導入訓練付）

6/1 11/28

9/1 2/28

12/1 5/31

3/1

5/9

8/1

11/1

2/1 8/29

P06

P08

P10

P12

P14

P18

P16ビル設備科

4/5 9/29

7/4 12/25

10/3 3/28

1/5 6/28

応募要項 P22・23

❻ 受講開始 ポリテクセンター新潟 開講日は、入所式・オリエンテーションを行います。

❺ 受講の決定通知 ポリテクセンター新潟 選考結果の通知は簡易書留で郵送します。

❹ 入所選考 ポリテクセンター新潟 筆記と面接の総合判断により選考します。

❸ 受講申込書等の提出 各ハローワーク
管轄のハローワークで入所申込書を受取り、
募集期間内に提出してください。

❷ 施設見学会 ポリテクセンター新潟 各コースの施設見学会を実施しています。

❶ 求職申込み・職業相談 各ハローワーク
お申込みは、管轄のハローワークで
求職申込み・相談してください。

応募から入所までの流れ

募集・開講スケジュール コース別 受講期間一覧

導入訓練付コースとは？

導入訓練では、再就職のために必要な就活
力の習得を目指します。企業が求める人材に
ついて学び、自己理解を深めることで自身をよ
り良くアピールする力を身につけます。また、
文書作成・表計算など社会人として求められる
パソコンスキルについても学びます。

コース
カリキュラム
（約４か月）

企業実習
（約１か月）

フォロー
アップ

（約１か月）

企業実習付コースとは？

6か月コースに企業実習を組み込んだコース
で、対象は概ね５５歳未満の求職者の方です。
このコースは中盤以降に企業での職場実習を
受講します。
実際の現場での実習によって、企業の雰囲
気を感じ取ることができ、かつ、具体的で実
践的なスキルを高めることを狙いとしています。
また、実習先に採用される場合もあります。

企業実習でわかった
課題や疑問点に
ついて解決！

※■で塗られている箇所は1か月間の導入訓練です

※★マークの付いたコースが定員に満たない場合は、導入訓練（１か月）がない、６か月コースでの追加募集を行う場合があります。

開 講 導入訓練
（約１か月）

コース
カリキュラム
（約６か月）

修 了

修 了

7か月
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ネットワーク・生産関係｜ ❸ ❹ ❺

ビル管理関係｜ ❸ ❻

住宅建築関係｜ ❹ ❼

受講生の１日

設計・製図関係｜ ❶ ❼

コース選択ガイド
ポリテクセンター新潟で学ぶ技能が、
日常のどんなところで役に立っているのか、
例をみて興味のある分野を探してみましょう。

❶ CAD・NC科
●
　
●

CADを用いて「ボンネットを作るための
金型」の設計・製図をする仕事
NC機械を使って金型を作る仕事

P06 ➡

❷ 機械加工技術科
●図面を読みながら「エンジンの部品」の
加工や検査をする仕事

P08 ➡

❸ 金属加工科
●
●

●

自動車の部品を溶接する仕事
機械や装置のフレームをプレス機械で加
工したり、接合する仕事
建物の鉄骨を溶接する仕事

P10 ➡

❹ 電気設備技術科
●
●

●

住宅や工場の電気工事をする仕事
電気自動車の家庭用充電設備の施工を
する仕事
工場内の自動化設備の保守、管理をする
仕事

P12 ➡

❺ スマート生産サポート科
●
●
住宅や工場のネットワークを構築する仕事
工場の生産ラインを管理をする仕事

P14 ➡

❼ 住宅CAD・リフォーム科
●
●
●
●

住宅建築に関する仕事
木材を扱う仕事
建築の内外装に関する仕事
ＣＡＤで図面を描く仕事

P18 ➡

❻ ビル設備科
●
●
●

電気設備の保守・点検・運転管理の仕事
空調設備の保守・点検・運転管理の仕事
給排水設備の保守・点検・運転管理の仕事

P16 ➡

帰 宅 16時47分発のバスで長岡駅へ。
長岡駅からは17時2分の電車で新潟駅まで帰ります。

長岡駅から17時発の高速バスに乗って、新潟中央イン
ター前バス停まで帰ります。

設備管理の仕事がしたかったので、専門的な知識が幅広
く学べるビル設備管理にしました。
電気工事・給排水・防災設備など、業界で必要となる内容
を学べています。
先生、生徒間のコミュニケーションがとりやすいので、学
校生活も安心できます。
設備管理業界への就職を目標に、日々勉強しています！

ポリテクセンター新潟で
受講してみて

前職では全く違う業界におり、授業についていけるか不
安でしたが、基礎からわかりやすく教えてもらえて、楽し
く学ぶことができています。
また、授業の中で自分が将来やってみたいことや、興味
があることを知れたのがよかったです。そして、同じ目標
に向かう、いろんな経歴や世代の人たちと話せるので、
毎日刺激を受けています。ポリテクセンターで学んだ知識
を活かせるような仕事に就きたいと思っています。

ポリテクセンター新潟で
受講してみて

�me Schedule

昼 食

12時10分からお昼休み。
みんなでお弁当を持ち寄って
グリーンホールで楽しく休憩
を取ります。

12時10分からお昼休み。
昼食はグリーンホールで同じ
科の人たちと談笑しながらお
弁当を食べます。

放課後

放課後は、授業で難しかった
ところを質問したり、実習の
中で出来なかったところを教
えてもらったりします。

放課後は、アドバイザーさん
に就職活動の相談をしていま
す。気になる求人があれば、
応募書類の添削や面接対策
もお願いしています。

4限目
〜

6限目

13時から午後の授業。
家を組立てる「仕口・接手」
という技法を学んでいます。
今まで知らなかったことが
いっぱいで楽しく学べます。

13時から午後の授業。
冷媒配管の曲げ加工を行いま
した。

1限目
〜

3限目

9時30分から授業開始。
加工実習でのこぎりを使い木
材を切断しました。
怪我しないように慎重に安全
第一です。

9時30分から授業開始。
冷媒配管のフレア（エアコン
と配管の接続部）加工の練
習をしました。

通 所

新潟駅7時42分発の電車で
長岡駅へ。長岡駅からポリテク
センターまでは、9時10分発の
バスに乗って通っています。

7時7分発の高速バスに乗っ
て、新潟中央インター前バス
停から長岡駅まで。
長岡駅からは徒歩でポリテク
センターへ通っています。

車・製造関係｜❶ ❷ ❸ ❹

住宅ＣＡＤ・
リフォーム科
鈴木さんの場合

ビル設備科
金田さんの場合
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開講月
５月・８月・１１月・２月
〈年齢制限なし〉

標準コース：6か月

定員
18名

●技能検定機械加工職種３級
●技能検定機械検査職種３級
●技能検定機械・プラント製図
　（機械製図CAD作業）３級

［ 任意取得可能資格 ］

テキスト代

作業服等

●約4,000円程度

●約10,000円程度

［ 入所時費用 ］

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

（順不同／敬称略）

修了生の主な就職先

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・
NC科

CADオペレータとNC機械オペレータへの就
職を希望する方のためのコースです。６か月
の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。機械加工をする
には図面を読む必要があります。また、図面
を描くには機械加工の手順を理解する必要
があります。このように、相互に関連した必
要なスキルを基礎から学びます。

主なカリキュラム主なカリキュラム

知識も経験も全くない状態で入所しましたが、機械加工のやり方から製図に関する知識、CADソフト
の操作方法まで、基礎から丁寧に教えていただけました。
わからないことや不安な点は質問すれば先生方が解説してくださるので安心できます。
就職活動においても書類作成や面接対策など、専門のアドバイザーに相談できるので不安を解消す
ることができました。
他の受講生と助け合いながら機械加工と製図について学ぶことができ、良い経験ができました。

受講生の
声　

CAD・NC科：３０代女性

Voice

機械製図及びCAD基本
CADオペレータや機械加工の仕事に必要なJIS機械製図
を学び、機械図面を描ける・読めるようになります。また、
CADの基本操作を学びます。

測定・汎用工作機械
機械加工の仕事に欠かせない測定（ノギス・マイクロメー
タ・ダイヤルゲージ等）を学びます。また、鋼を削るとはど
んなことか、機械加工の基礎を汎用工作機械（普通旋盤
と汎用フライス盤）により学びます。

CAD応用
CADオペレータの能力をさらに高めるために、CADで様々
な機械部品の作図を行います。CADの様々な設定を習得
して、効率の良い製図ができるようになります。

NCワイヤ放電加工／NC旋盤
プレス金型、治工具の加工に使用されるワイヤ放電加工
機、シャフトなど円筒形状の製品を製作するNC旋盤といっ
たNC機械のプログラムや機械の段取り、製品の加工、
寸法出しといった一連の流れを学びます。

３次元CAD
3次元CAD/CAMオペレータの仕事に必要となる3次元
CADによる部品のモデリング、アセンブリ（組立て）を学
びます。3次元CAD/CAMは金型や試作の仕事で使われ
ます。

マシニングセンタ／CAM
機械のテーブルなど平板・角材製品を製作するマシニング
センタオペレータのプログラムや段取り、加工といった一
連の流れを学びます。また、金型などに用いられる複雑な
形状の加工データを自動作成するCAMを学びます。

●機械加工　●機械工　●部品加工
●NC旋盤オペレータ　  ●CADオペレータ
●マシニングセンタオペレータ　… 等

主な職種

自動車部品・金型部品・機械装置等の工業製品
を生み出す現場にて必要とされる知識・技能を
習得することができます。イメージしたものが実
在する形となり日常生活に不可欠な製品をつく
ることができるやりがいがある仕事です。
ものづくりに必要な知識や技能を習得し、もの
づくり技術者としての第一歩を踏み出してみませ
んか。

担当テクノ
インストラクターから

Voice
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開講月
７月・１月
〈55歳未満対象〉

企業実習付きコース：6か月

定員
12名

●技能検定機械加工職種３級
●技能検定機械検査職種３級

［ 任意取得可能資格 ］

テキスト代

作 業 服 等

職業訓練生総合保険

●約4,000円程度

●約10,000円程度

●約5,000円程度
　※企業実習付きコースのため、加入が必要です。

［ 入所時費用 ］

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

（順不同／敬称略）

修了生の主な就職先

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

機械加工
技術科

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、ものづくりへの自信を
高めて就職を目指すコースです。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、企業実習で現場
体験を行い、企業実習終了後にはマシニング
センタ等のフォローアップを行います。機械
製図の知識とCAD基本操作も習得します。

主なカリキュラム主なカリキュラム

機械加工を経験したことがなく、知らないことだらけでしたがとても丁寧に教えていただきわかりやすかっ
たです。授業で使う機械もいろいろな種類があり、充実した環境で集中して学ぶことができました。
就職活動ではアドバイザーの方に面接の練習や書類の作成でお世話になりました。
企業実習では現場で直接学ぶことができて就職にも活用できたのでとてもよかったです。

受講生の
声　

機械加工技術科：３０代男性

Voice

機械製図及びCAD基本
機械加工の仕事に必要なJIS機械製図を学び、機械図面
を描ける・読めるようになります。また、CADの基本操作
を学びます。

NC旋盤
シャフトやスピンドルなどの円筒形状の製品を製作する
NC旋盤オペレータに必要な技術です。プログラムや機械
の段取り、製品の加工、寸法出しなど一連の流れを学び
ます。

フライス盤
汎用フライス盤の正しい操作及び段取りと各切削加工（六
面体加工・段付き加工、穴加工等）ができる専門的な技
能及び関連知識を習得します。

企業実習
ポリテクセンターで習得した知識・技能を基に、企業にお
ける生産現場を体験し、機械加工の実際を理解すると共
に、製造の各種過程を理解します。

普通旋盤
普通旋盤の正しい操作及び段取りと各切削加工（外径、
内径、テーパ、ねじ切り等）ができる専門的な技能と関連
知識を習得します。

フォローアップ
企業実習で気づいた技術等の不足や疑問点を学び直し、
実務に役立つ問題解決の手法を習得します。

●㈱Syse　●三條金属㈱　●㈱柳製作所
●内野精工㈱　●㈱アサヒプレシジョン
●ミツワ金属㈱　●遠藤工業㈱
●シマト工業㈱　　　　　（順不同／敬称略）

企業実習 受入先

●機械加工　●部品加工　●機械工　●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
●マシニングセンタオペレータ

主な職種

製造現場のスタートラインに立てるように機械
加工技術の基本を中心に習得するカリキュラム
です。ご自身の手で操作する機械部品の加工や
プログラムによる自動加工を身につけることがで
きます。自分の手でものを作り出す達成感を得
たい方、企業実習で実際の現場を体験できるの
で未経験の方にもお勧めです。

担当テクノ
インストラクターから

Voice
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開講月
６月・９月・１２月・３月
〈年齢制限なし〉

標準コース：6か月

定員
12名

●JIS溶接技能者評価試験（JIS検定）

［ 任意取得可能資格 ］

●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

［ 取得可能資格 ］

テキスト代

作業服等

●約10,000円程度

●約12,000円程度

［ 入所時費用 ］

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

（順不同／敬称略）

修了生の主な就職先

溶接や機械板金などで
就職を目指す

金属
加工科

カリキュラムは初心者向けに安全教育などの
基礎から学びます。次に、図面の知識や測定、
切断、穴あけなど金属加工の基本のほか、溶
接や機械板金などの金属材料の加工を学び
ます。特に、技能を必要とする溶接は、用途・
環境により適した種類が異なり、ニーズの多
いTIG溶接や炭酸ガスアーク溶接を中心に時
間をかけて学びます。

主なカリキュラム主なカリキュラム

金属加工の知識が全くない状態で開始したため、はじめは不安でした。しかし、先生の説明も
わかりやすく、わかりにくいことがあれば丁寧に説明してくださり、気づけば自然と作業ができる
ようになっていました。
他の受講生と意見交換をしたり、実習ではみんなで一つのものを作り上げる課題もあったり、
とても楽しく過ごすことができました。
男性の割合が多いイメージがありますが、女性だからと不安に感じることはありません!
とても充実した生活を送ることができ、無事就職もできました。

受講生の
声　

金属加工科：２０代女性

Voice

被覆アーク溶接
被覆アーク溶接は、いくつか学ぶ溶接の中で、比較的簡
易な装置で行える溶接法です。溶接の安全教育を中心に、
鉄鋼材料の溶接を学びます。

測定
測定器（ノギスなど）を使用し長さを測る作業で、金属加
工の基本的な作業のひとつです。ものづくりでは、材料
や製品のいろいろな検査があるため、測定は重要な作業
です。

TIG（ティグ）溶接
TIG溶接は、薄い板でよく用いられる信頼性の高い溶接法
のひとつです。主にステンレス鋼やアルミニウム合金など
の薄い板の溶接を時間をかけて学びます。

曲げ加工
薄い鉄板などの材料を、曲げ専用のプレス機械（プレスブ
レーキ）で曲げる作業です。主に直角に折り曲げ、箱など
の形状のものを精度よく作る工程を学びます。

炭酸ガスアーク溶接
炭酸ガスアーク溶接は、現在広く使われている一部自動化
された溶接法です。いろいろな厚さの鉄鋼材料の溶接を
時間をかけて学びます。

せん断加工
金属の板材を専用の機械で切断するせん断は、金属加工
のはじめの工程として多く使われます。精度よく、速く加
工ができ、機械板金では曲げ加工と組み合わせて使いま
す。

溶接をはじめとする金属加工の仕事は、技能を
必要とするものが多いので、実習の割合が高い
カリキュラムです。繰り返し練習をすることによっ
て、上達する達成感が得られます。保護具を身に
着けて、火花を飛ばしながら鉄を溶かしたり削っ
たりするのは、とてもやりがいを感じられます。

担当テクノ
インストラクターから

Voice

●溶接工　●機械板金工　●製缶工　●プレス工
●金属加工　●組立工　… 等

主な職種
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開講月
７月・１０月・１月
〈年齢制限なし〉

標準コース：6か月

定員
15名

●第２種電気工事士
●消防設備士（第４類乙種）

［ 任意取得可能資格 ］

●低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証

［ 取得可能資格 ］

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

修了生の主な就職先

電気工事、制御盤の製造や保守の
仕事を目指す

電気設備
技術科

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、電気設備工事や制
御盤製造などの企業への就職を目指します。

主なカリキュラム主なカリキュラム

ポイントが押さえられていて、分かりやすい講習でした。
また、企業実習では、電気工事士の色々な作業が体験、見学できて充実していました。
おかげさまで、第２種電気工事士の免状を取得することもでき、さらに上の資格も狙える勉強が
できた６か月だったと思います。ありがとうございました。

受講生の
声　

電気設備技術科
（企業実習付き）：４０代男性

Voice

一般用電気設備工事
電気の基本の知識、工具の使い方、検査の仕方をしっか
り学んだ後に、施工実習を行います。
屋内の壁を模した木板に、加工した金属管や合成樹脂管
を取り付け、配線します。

消防設備工事
消防設備の中には、電気とかかわりが深い設備がいくつ
か存在します。その中でも火災報知器や非常ベルといっ
た自動火災報知設備に注目し、仕組みを学ぶと共に、実
際に施工して動作確認をしていきます。

リモコン・引き込み口配線
リモコン配線と呼ばれる方式を使い、便利な照明機能の
制御を学びます。各種設定を行うことで、一斉点灯や一
斉消灯、フロアごとの点灯など柔軟に対応することが可能
です。

シーケンス制御
私たちの身の回りでは信号機や洗濯機など、様々な自動
制御が使われています。数ある制御手法の中でも特に、
生産現場で重要な、リレー制御とＰＬＣ制御について機器
に触れながら学んでいきます。

ＣＡＤ活用技術
電気工事を行うときは、配線や設備を屋内配線図で確認
しながら施工していきます。そこで、まず屋内配線図の読
み方、次にCADを活用した書き方について学びます。

制御盤製作技術 ※企業実習付コースでは行いません
機械や設備を電気の力で制御するために、電子機器や部
品が組み込まれた、制御盤と呼ばれる盤を製作していきま
す。実習では、小型のエレベーターモデルの制御に挑戦
します。

開講月
４月〈55歳未満対象〉
※企業実習付きコースに
　ついては2ページ参照

企業実習付きコース：6か月

定員
15名

テキスト代

作業服等

●約9,000円程度

●約10,000円程度

［ 入所時費用 ］
※企業実習付コースは、
　別途、職業訓練生総合保険
　（約5,000円）が必要です。

●電気工事士　●配電盤作業員　●組立器具配線　●電気設備工事
●制御盤組立　●制御盤設計　… 等

主な職種
生活に欠かせないライフラインの一種である電
気について、基本的な知識から本格的な施工ま
での、ひとつの完結した流れをじっくり学べるの
が一番の魅力です。
施工は複数人で行うグループ実習です。みなさ
んで力を合わせて完成を目指しましょう！

担当テクノ
インストラクターから

Voice
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●ＩＴパスポート試験
●基本情報技術者試験
●LPIC
　（Linux Professional Institute Certification）
　Level1
●OCJ-P
　（Oracle Certified Java Programmer）
　Bronze

［ 任意取得可能資格 ］

テキスト代 ●約10,000円程度

［ 入所時費用 ］

開講月
７月・１月〈年齢制限なし〉
導入訓練１か月＋６か月

導入訓練+標準コース：7か月

定員
15名

●㈱ツノダ　●㈱コロナ　●日本ビール㈱　●㈱アイエンター
（順不同／敬称略）

修了生の主な就職先

生産現場のシステム開発・管理の
仕事を目指す

スマート
生産
サポート科

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、製造業の生産管
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。

主なカリキュラム主なカリキュラム

非常に幅広い分野を半年間で学ぶことができました。全く知らない状態から一歩前進できたと思います。
特にJavaについては深く学ぶことができ、プログラマーやエンジニアといった専門職へ挑戦するための
自信がつきました。
授業についても、興味をひかれるような関連の話題がよく出てきて面白かったです。

受講生の
声　

スマート生産サポート科
20代女性

Voice

●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　●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

工場内ネットワーク構築技術
生活や社会基盤として必要不可欠なインフラのひとつ、
ネットワークの構築を行うカリキュラムです。ＬＡＮケーブル
やルーターなどの機器を使って、インターネットに接続して
みます。

制御プログラム開発技術
大規模なシステムや様々なＷｅｂアプリで使われる、Java
というオブジェクト指向言語の習得を目指します。初心者
の方でも安心いただけるよう、プログラミングの基礎から
しっかり学びます。

サーバー構築技術
ファイル共有やメール送受信、ホームページの公開など、
サーバーは重要な役割を果たします。そうしたサーバーを
仮想環境を使って、ゼロから構築する流れを学びます。

Androidアプリ開発
Javaを使って、スマホやタブレットで動くアプリの開発を
行います。最初は文字を表示するだけ、次はボタンを作っ
てみる、その次は画像を…という形式で、徐々にスキルアッ
プしていきましょう。

タッチパネルによるＰＬＣ制御
ＰＬＣは、工場内の設備を制御し、自動化やデータ収集を
行う小型のコンピューターです。ＰＬＣのプログラミングを
学んだ後、専用のソフトでタッチパネルの画面開発を行い
ます。

Androidアプリによる機械制御
これまで学んだ知識をフルに使い、総まとめを行います。
ＰＬＣやタブレット、ＰＣといった複数のデバイスを連携し
つつ、生産情報の取得や作業指示ができるシステムの製
作に挑戦します。

担当テクノ
インストラクターから

Voice

ネットワーク、サーバー、プログラミングにデー
タベースと、ＩＴに関して幅広く学ぶことができ
ます。カリキュラムのほとんどが、実際の機器
やソフトを扱う実習形式なので、技術をどんど
ん習得できるのも大きなポイント。お困りごとが
あれば私たちがしっかりサポートしますので、初
心者の方でも安心です
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●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

［ 任意取得可能資格 ］

●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

［ 取得可能資格 ］

テキスト代

作業服等

●約11,000円程度

●約8,000円程度

［ 入所時費用 ］

開講月
４月・７月・１０月・１月
〈年齢制限なし〉

標準コース：6か月

定員
15名

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

修了生の主な就職先

建物の設備管理の仕事を目指す

ビル
設備科

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。

主なカリキュラム主なカリキュラム

前職は製造業をしておりました。
初めてで不安でしたが、ビル管理の知識と技能を丁寧に分かりやすく教えていただきました。
他の受講生と実技課題を取り組むのは大変貴重な経験になりました。
資格試験では、既に取得した方からアドバイスをもらい、とても参考になりました。
手厚い就職支援もあり、地元の施設管理に就職することができました。
驚くほど早く６か月が過ぎました。

受講生の
声　

ビル設備科：３０代男性

Voice

電気配線工事
建物にある照明やコンセントなどの電気配線についての電
気回路や法令、施工技術、安全について学びます。

CAD活用技術
JW-CADを用いて基本操作から、各種コマンド練習、給
排水配管図、屋内配線図など段階的に技能を習得します。

空調設備管理
室内の温度や湿度、空気清浄度などをコントロールする空
調設備について、動作原理を学んだり、エアコンの据付を
学びます。

消防設備
火災発生を警報で知らせる自動火災報知設備や火災の初
期消火をする消火器、スプリンクラーについて、法令や機
器の扱い方を学びます。

シーケンス制御
空調設備や給排水設備、ボイラー設備に使用される電気
回路について、配線方法や機器の使い方を学びます。

給排水衛生設備管理
建物内で使用される水を供給する給水設備と使用した水
を流す排水設備について、配管方法やトイレなどの衛生
器具の取付について学びます。

ビル設備管理は、ビル設備の運転、保守、管理
をする仕事で、ビル設備に含まれる全ての設備
についての知識や技術が求められます。また、
ビル設備に関連する資格の取得をする必要があ
ります。第二種電気工事士、２級ボイラー技士、
危険物取扱者乙種第４類は、在籍中にほとんど
の方が取得を目指します。就職後は、建築物環
境衛生管理技術者、第三種電気主任技術者、
管理業務主任者、エネルギー管理士等の上位資
格の取得を目指します。

担当テクノ
インストラクターから

Voice

●施設管理　●空調設備工事　●電気工事士　●設備管理
●ボイラー技士　●設備警備　●消防設備士　●配管工
●ビル清掃　… 等

主な職種
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開講月
５月・８月・１１月・２月
〈年齢制限なし〉
導入訓練１か月＋６か月

導入訓練+標準コース：7か月

定員
15名

●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

［ 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
●住宅建築アドバイザー　●インテリアプランナー
●インテリアコーディネーター

［ 任意取得可能資格 ］

テキスト代

作業服等

●約13,000円程度

●約8,000円程度

［ 入所時費用 ］

●㈱タツミ　●㈱スタイルハウス　●㈲一代工務店　●㈲奈良工房
●㈱ホーメックス ●㈱大湊文吉商店 ●㈱山六木材 ●ハーバーハウス㈱
●㈱長北工務店　●㈱ダイユー　●㈱ハンズワタベ　●新潟センチュリー
●住友不動産㈱　　　　　　　　　　　　　　　  （順不同／敬称略）

修了生の主な就職先

主なカリキュラム主なカリキュラム

もともと建築ＣＡＤやＤＩＹに興味があり、それらを学ぶことができる住宅ＣＡＤ・リフォーム科に入所しまし
た。まったく未経験で授業についていけるか、体力的にも大丈夫なのか不安がいっぱいでしたが、先
生方や仲間の助けもあり６か月間とても楽しく有意義に受講することができました。
６か月間で、リフォームの実習や建築ＣＡＤなどの幅広い知識、技術を習得することができました。

受講生の
声　

住宅ＣＡＤ・リフォーム科
５０代女性

Voice

●大工・内装工　●家具・木工製造　●住宅営業　●住宅アドバイザー
●設計・提案アシスタント　●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

主な職種

部材加工基本技術
大工職や家具職の基本となる手工具（かなづち、のこぎり、
のみ、かんな）等の使用方法の基本を学び、木材加工の
基本技術を学びます。

軸組み施工
実習場内に小規模の家を建てます。実際に建物を造るこ
とで住宅の骨組みの構成や、役割を学び、合わせてそれら
を製作する技術を身につけます。

内装仕上げ施工
壁や天井、床の裏側（下地）の部分を組立てします。その
後表面の仕上げ内装施工で石膏ボード張りや塗り壁・壁
紙貼りなどの施工技術を学びます。

住宅構造・法規と申請業務（木造）
建築物の構造、木造の耐力についての基本知識やさら
には関連法規と届け出に必要な申請書類の作成を学び
ます。

住宅実施図面CAD製図
２次元CAD（JW-CAD）を使用し基本操作から建築図面
の基本となる平面図・立面図・断面図・伏せ図などの作図
を学びます。

建築3次元CAD
３次元CAD（マイホームデザイナー）を使用しCADの基
本操作を学びながら住宅の間取りプランニングからプレゼ
ンテーション技術を学びます。

住宅施工・住宅図面・申請の
仕事を目指す

住宅CAD・
リフォーム
科

木造建築に不可欠な技能と関連基礎知識を身
につけるコースです。建築の構造、法規、計
画などの専門知識の他、建築ＣＡＤによる図面
の作成から、3次元ＣＡＤを使用したプランニン
グや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。

建築物に関わる仕事がしたい方、木材加工や
DIY・リフォームの仕事に関心がある方。何も分
からず業界に飛び込むより、ここで基本を学び
ませんか？建物の仕組や構造・法律・ＣＡＤ図面
など幅広い知識を習得できます。実習では「チー
ム」で取り組みます。職場で最も重要なコミュ
ニケーション力や協調性のレベルアップにも最
適です。

担当テクノ
インストラクターから

Voice
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修了生の活躍就職活動の支援
前職は事務職です。書類の作成や、在庫管理、電話対応などを担当していました。
元 も々のづくりに興味はあったのですが、一歩が踏み出せずいました。ハローワークで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。
最初は全くわからない状態だったので不安も多かったのですが、基礎からとても丁寧に教えていただき、第二種電気
工事士を取得する事が出来ました。挫折してしまいそうな時もありましたが、クラスメイトに支えてもらい乗り越える事
が出来ました。正直通うまでは、勉強も人間関係もすべてが不安でしたが通ってみるととても有意義な半年間でした。
私は、企業実習付の訓練だった為、それが縁となり、今の会社に入社する事が出来ました。現在、電気工事に関
する書類作成、設計、図面作成等をしながら現場作業も行っています。経験を積まなければ難しい事も多く、まだ
わからない事も沢山ありますが上司や先輩社員の方々にご指導いただきながら進めています。これからも勉強を重ね、
将来的には現場の管理が出来るようになりたいと思っています。

三上さんとの出会いは弊社に入社前の前職から
でした。その時、夢は電気工事に携わりたいと
の話を聞いて、「電気工事士免許を取得したら
弊社に是非来てね。」ってとても軽いのりで半分
冗談として受け止めておりました。その後ポリ
テクセンター新潟さんに通い真剣に取り組んで
いる事をお聞きし結果、第二種電気工事の免
許を見事取得するという何事にも前向きに行っ
ている、当社にとって唯一の電工女性であり、
男性にもとても刺激になっているようです。

弊社は大正14年創立、昭和23年より電気工
事店として創業している地元柏崎ではかなりの
歴史があります。商店街に面していて家電販売
のお店としても営業しております。電気設備工
事では大規模な公共工事から民間工事の高圧
から弱電まで柏崎の電気を守っております。設
計・積算、現場管理・施工、保守メンテ、消防
設備点検業務などと幅広く行っております。最
近では、通信事業や太陽光発電事業などの新
分野にも事業を拡大しております。

三上 海香さん（31）
令和３年　4月　入所
令和３年　9月　修了

企業紹介｜丸万電機株式会社（柏崎市）

電気設備技術科

太陽光発電システムの制御盤の
端子へ結線する作業風景です。
これから電気工事士として、いろい
ろな現場での電気工事に携わって
もらいたいと思います。

採用者の声
Voice

施工現場写真

前職はイタリアンレストランで接客をしていました。
コロナの影響を受け、飲食業を離れ何をしようか考えたときに、インテリアを考えるのが好きだったので、友人の紹介
でポリテクセンターに通うことになりました。授業では、建築に関することを実技、学科としっかり時間をかけて学ぶこ
とができました。個人的には、勉強ができる環境が整っているだけで非常に助かりましたが、教えていただける先生
方もとても頼りになり、一人で勉強する倍以上の速度で能力が身につきました。現在は住宅営業としてお客様の家
づくりのお手伝いをしています。ポリテクセンターで学んだ知識があるからこそ自信をもって対応ができています。その
他にも幅広く業務をしていますが、ポリテクセンターで基礎を学んだからこそ、他の業務もこなせる余裕があると感じ
ています。今後はさらなるスキルを身につけるために、年に1つ以上資格を取りつつ、接客に活かしたいと思います。

岡田　 遥さん（27）
令和３年10月　入所
令和４年　３月　修了

住宅CAD・リフォーム科

普段からラフな格好で接客をしています！

ご家族の理想の家づく
りを叶えるために、スタイ
ルハウスの家づくりはご
家族のライフスタイルを
想像することからはじまり
ます。　
納得の価値を提供でき
る価格、厳選の自然素
材を活かしたデザイン
性、そして快適な毎日を

企業紹介｜株式会社スタイルハウス（三条市）
昨年（R4年）から
数名の方々に就職
していただきまし
た。今までの会社
を退職され、別の
「専門分野」で新
しい知識や技術を
学ぼうという姿勢
は素晴らしいと思
います。

採用者の声
Voice

ポリテクセンターより採用に踏み切った理由と
して、まさにこの「専門分野」というところで
した。6か月間の学びの場としては短く、知
識的にはまだまだこれからですが、少なくとも
「新しい分野への挑戦や興味」があるからこ
そ、だと思い採用させていただきました。

演出する住宅性能。この3つのポイントを両立さ
せることによって、より理想的な暮らしを実現でき
る家のあり方をご提案します。

就職活動における応募先選びの「困った」、就職後
の「こうじゃなかった」を予防するには「自己理解」と「職
場理解」の２つが重要です。ポリテクセンター新潟で
は、一人ひとりの状況に応じて応募書類の作成から面
接対策までを個別にサポートし、受講生の「自己理
解」、「職場理解」を促します。一緒に頑張りましょう！！

就職支援の流れ

就職支援アドバイザーから
メッセージ

入　所

※修了後６か月間は求人票の相談等の
　就職支援を引き続き行わせていただきます。修 了

●オリエンテーション
●個人面談（ジョブ・カードの作成）

１か月

●求職者情報誌の作成
●就活ガイダンス

３か月

●求職者情報誌の企業への送付
●面接練習
●応募書類の作成支援
●求人紹介
●企業説明会の実施

４か月
〜

６か月

個人面談（ジョブ・カードの作成）
担任の先生とジョブカードの作成を通じて、これまでの
キャリアの振り返り、経験から得たこと、活かせる能力や
強みなどを整理し、今後の就職の方向性について確認しま
す。

１か月

求職者情報誌の作成
企業に送付する求職者情報（希望する職種、勤務地、月
収等）を担任の先生や就職支援アドバイザーと相談しなが
ら作成します。

3か月

求職者情報誌の企業への配布
作成した求職者情報誌を新潟県内外の企業など約1000
社へ郵送し、受講生のアピールを行います。
求職者情報誌を見た企業の採用担当者からのオファーが
多く来ます。このオファーにより、就職につながった例が
数多くあります。

3か月

就活ガイダンス
求人情報の探し方・見方、応募書類の書き方、面接の心
構え等、就職活動の取り組み方についてのガイダンスを２
日間行います。

3か月

応募書類の作成支援
自身の強みや魅力等のアピールしたいことが文章にできる
よう、応募書類の添削、アドバイスを行います。

4～6か月

面接対策
面接の際のマナー、自己ＰＲ、答えにくい質問への対処法
等について、模擬面接を通じてアドバイスを行います。

4～6か月

企業説明会の実施
求人企業に当センターにお越しいただき、授業終了後に
行います。企業の採用担当者への質問等も行うことがで
きます。令和３年度実績（36社）

4～6か月

Me�age

Employment su�ort
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応募要項

ハローワーク（公共職業安定所）に求職申込みをされている方で、
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01

受講について

●
　

●

●

管轄のハローワーク窓口へ相談の上、「入所申込書」（写真（４㎝×３㎝）１枚貼付）を希望され
る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。

「入所申込書」は管轄のハローワークにございます。訓練担当窓口でお受取りください。

お申込み後、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（P02～03）、時間（下記）をご参照いただいて、選考日に当施設へお越しください。

申込先 管轄のハローワーク（職業訓練窓口）

提出書類 入所申込書
※各項目をもれなく記入のこと。なお、提出された書類は返却いたしません。

お申込み02

合否発表 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。

１ ）

２ ）

３ ）

４ ）

注１．

　
　
注２．

　
注３．

注４．

関連する職種への就職を希望している方

受講することに熱意を有する方

内容を理解するために必要な基礎学力を有する方

受講・修了に支障がない方（健康状態や受講態度等）

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。

年齢（年齢を特定したコースを除く）や性別など、受講要件に関係ないことは選考結果には
影響しません。

応募者多数の場合、選考当日の面接の待ち時間が長くなることを、あらかじめご了承ください。

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。

受付時間 8：45～9：00（選考時間 9：00～12：15）

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）

受講要件 受講できるのは次の要件をすべて満たす方のみです。

選考内容 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、
合計評価点の高い方からハローワークと協議の上で受講決定します。

選考03

●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９：00からになる場合があります。

日程01

●一定の条件を満たす雇用保険受給者等の方は、受講期間中は雇用保険の基本手当が支給されます。
　併せて受講手当、通所手当てが支給されます。詳しくは管轄のハローワークへお問合せください。

●ハローワークと連携の上、求人情報を迅速に提供します。

●受講期間中に、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02

●外部機関における資格試験の受験日程と当センターの授業日程は連動していないことがありますので、
　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03

A.ポリテクセンター新潟までの距離が２km以上の方は、施設の駐車場をご利用できます。

Q. 自動車で通えますか？

A.食堂はありませんが、昼食時にご利用できるスペースがあります。お弁当などをご持参するか、近所のコ
ンビニなどでご用意ください。冷蔵庫、ポット、電子レンジがご利用できます。

Q. 食堂はありますか？

A.受講しながら就職活動を行うことができます。昼休みや放課後などに求人票検索や就職支援アドバイ
ザーへの相談などできますので、ぜひご利用ください。

Q. 受講期間中に、就職活動を行うことはできますか？

A.応募できます。ただし、入所時点で離職されていること等の条件があります。
管轄のハローワークにご相談ください。

Q. 現在、在職中で転職を考えていますが、応募できますか？

よくあるご質問QA
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ひだり みぎ

筆記問題の参考例 2023-2024 施設見学会のご案内

各科の内容をより詳細にご紹介する「施設見学会」を開催しています。
受講をお考えの方は、ぜひご参加ください。
お電話にてお気軽にお問合せください。

●：施設見学会の開催日

※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います。

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）お申し込みは、お気軽にお電話ください。
３）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、科の都合により、当日、実施できない場合がありますので、あらかじめ
　  ご了承ください。

schedule

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
希望者のみ／体験会
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徒      歩 長岡駅東口より南へ約1.4㎞（17分）
バ      ス 長岡駅東口７番線より「ポリテクセンター新潟」下車
タクシー 長岡駅東口より約５分

交通の
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
TEL .0258-33-2733／FAX.0258-33-2422
https://www3.jeed.go.jp/niigata/poly/お問い
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