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令和３年度 訓練実施状況





(株)丸正鉄工 溶接 中城村

(有)三照機工 溶接 千葉県

ノダック(株) 溶接 大阪府

琉球造船鉄工(株) 溶接 浦添市

南石開発(株) 溶接 西原町

(株)コンテック 機械整備 那覇市

南石開発(株) 溶接 西原町

(株)島袋鉄工所 金属加工 南城市

(有)正光機械 機械整備 宜野湾市 機械修理・整備

輸送用機械修理業 溶接工

鉄工業 溶接工

令和３年度　訓練実施状況 「溶接ものづくり科」

写真

就職状況 令和 3年度実績 確定値

主な就職先 就職先の職種・職務名

金属製品製造業 溶接工

土木業 溶接工

建築工事業 溶接工

●各種溶接による
　施工方法

機械整備

プラント建設 溶接工

鍛冶師

コンテナ修理 機械整備

●板金加工による
　工具箱作成

金属製品製造業

修了者の声 訓練課題作品例

事業主の声

　現在ポリテクセンター沖縄の修了者が1名います。とても真面目であり年齢は高い方ではありま
すが若い方の見本となるような活躍をされています。
　技術的な部分についてはこれからという部分はありますが職業訓練で習得しとものは予備知識
として十分でありこれからの活躍に期待できます。

・未経験の分野で興味だけで受講したが大変勉強になった。経験し。実践力を身に付けられる
有難い環境だと思います。

・ポリテクセンター沖縄では溶接を練習できる環境が整っていて、実技の時間が多くあったため、
集中して練習することができました。それにより、溶接の奥深さを知り「ものづくり」の楽しさを再認
識することができました。

・６か月間、同じ目的を持った人達と一緒に学ぶことができ、励みになりました。そして、これまで
不得意だった溶接を学ぶことができて、自信を持って再就職することができます。

・ポリテクセンターには高い技術力を持った先生方がいますし、素晴らしく整った設備の中での訓
練の日々はとても有意義なものであり、人生の財産にもなりました。今後の仕事に活かしていきた
いです。
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沖縄港運（株） 港湾荷役 うるま市

（株）三良総研 総合土木建設 沖縄市

オパス（株） 土木建設 浦添市

（有）沖縄クリーン工業 リサイクル うるま市

拓南商事（株） 鉄鋼製造 うるま市

琉球開発（株） 道路工事 沖縄市

（株）大平機械 機械修理 西原町

タイガーグローバル（株） 製品製造 うるま市

（資）長嶺塗料 塗料販売 那覇市

リサイクル業 建設機械オペレータ (前職: 飲食業、30代)

鉄鋼製造業 トラック運転 (前職: 飲料品販売、40代)

令和３年度　訓練実施状況 「運輸機械サービス科」

写真

就職状況 令和 3年度実績 確定値

主な就職先 就職先の職種・職務名

港湾運送業 港湾荷役作業 (前職: 飲食業、30代)

総合土木建設業 土木建設作業 (前職: 飲食料品販売、20代)

土木業 土木作業 (前職: 製造業、30代)

(前職: 写真記者、50代)

建設機械整備 機械整備 (前職: 商品販売、20代)

プラスチック製品製造 (前職: 公務員、30代)

道路工事業 道路工事作業

製造業

修了者の声 関連資格

事業主の声

車両系建設機械(整地・運搬)運転技能講習

★訓練受講で取得

　取得率　　　　100％

フォークリフト運転技能講習

★訓練受講で取得

私は入所前のアルバイトをしていた時、知人からポリテクセンターを紹介し
てもらい資格を取得しようと思い入所を決めました。クラスには自分と年
の近い方が少なかったため心細く感じましたが私が一番年下ということも
あり先輩方がとても優しくしてくれて、いろいろな経験談を聞かせてくれま
した。実技では自分の手で重機を操作するのはとても怖いと感じたのと
同じくらい楽しく、６か月の訓練はとても充実できました。誰だって最初は
ミスをしたりするけれど怖がらずに挑戦し続けようと思います。

資材販売 塗料販売 (前職: 食品製造、50代)

★訓練受講で取得

★訓練受講で取得

　取得率　　　　100％

玉掛け作業技能講習

　取得率　　　　100％

小型移動式クレーン運転技能講習（5ｔ未満）

車両系建設機械（解体用）運転技能講習

訓練生の受験者数　37名

修了者数　　　　　37名

運輸機械サービス科の修了生は業務に必要な資格を取得していること
と、向上心をもって仕事に取り組んでいて成長が期待できる。今後も修
了生を採用して育てていきたい。

★訓練受講で取得

　取得率　　　　100％

　取得率　　　　100％

ガス溶接技能講習／アーク溶接特別教育
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　(株)　野原建設 建設業 那覇市

　（株）　丸松建設 建設業 沖縄市

　(有)　クリエイト技研 建設業 うるま市

建設業 うるま市

タマホーム株式会社建設業 北谷町

　（株）りーふ 建設業 宜野湾市

建材販売 宜野湾市

 (有)ハンエイ 建設業 沖縄市

訓練生の受験者数 6

合格率 83%

訓練生の受験者数 13

建築積算士補 日本建築積算協会

訓練生の受験者数 13

携帯用丸鋸盤作業従事者安全教育 施設内訓練

9

合格率 100%

足場の組立等の業務に係る特別教育 施設内訓練

令和3年度　訓練実施状況 「建築施工技術科　企業実習付き」

写真

就職状況 令和 3年度実績 確定値

主な就職先 就職先の職種・職務名

建設業 現場代理人補佐

建設業・リフォーム業 現場代理人補佐

建設業 設計補助

建設業 左官工

建材販売 営業

建設業 鳶職

リフォーム業 内部施工

玉掛け技能講習

建設業 大工

・採用等の判断を行う際に、実際に本人の様子を確認することができるため、書類・面接のみに
比べてよりよい人材を採用することができる。

・企業実習中に本人の能力、目指す方向を確認できることに加えて、採用後の細かな話も行う
ことができる。
　入社前に本人に求める能力を伝えあらかじめ勉強してもらう際に、本人の意識向上になる。
（実習時に必要であると自覚できる）

・職員と前もって顔合わせができるため、採用後にスムーズに研修等を進めることができる。

施設内訓練

訓練生の受験者数

トランスコスモス
株式会社

 (有)パンテックコーポ
レーション

修了者の声

施設内訓練

訓練生の受験者数 10

合格率 100%

関連資格

・オリジナルテキストを作ってわかりやすくレクチャーしてくれるなど、わかりやすく工夫を凝らし丁寧で
す。
 
・就職したい企業で実習できるように手配していただき、就職前に業界や業務内容などを知るこ
とができて感謝しています。
 
・座学では、建築に関する基本的な部分から、現場に即した細かい部分の納まりなどを学び、わ
かりやすい図面を作成することの大切さと難しさを学べました。
 
・実習では、加工や作業内容に合わせて様々な道具があることに驚きながらも、協力しながら学
べました。
 
・少人数での授業のため、疑問点もすぐに聞くことができ、細やかで丁寧な指導により、未経験で
ありながらもしっかりと学ぶことができました。

事業主の声

小型移動式クレーン運転技能講習

100.0% 100.0%
84.6%

60.0% 63.6%
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60.0% 54.5%
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LIXILショールーム　沖縄 ショールームコーディネーター 宜野湾市

株式会社　design work五感＋ 設計・施工管理 西原町

スターツＣＡＭ株式会社 ＢＩＭオペレーター うるま市

株式会社美らＳＵＮ設計工房 設計・施工管理 読谷村

有限会社秀林組 現場代理人 沖縄市

株式会社新昭和ＣＡＤデータサービスＣＡＤオペレーター 那覇市

有限会社環境空間 建築設備設計 名護市

株式会社大米建設 施工管理、積算 那覇市

株式会社マッシグラ 不動産 那覇市

※調査対象は在所中の訓練生

足場の組み立て等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修了証

建築積算士補　

建築CAD検定2級

建築CAD検定3級

・訓練内容が業務内容にマッチしており、企業内研修の短縮化が図れるのが良い。

・訓練で学んだ知識があるので業務の習得が速く、戦力になっている。

・業務に対する心構えが出来ており、やる気がある。

賃貸管理

施設内講習

※所定のカリキュラム受講で取得可能

施設内講習

※所定のカリキュラム受講で取得可能

日本建築積算協会

修了者の声

事業主の声

訓練生の受験者数

関連資格

訓練生の取得者数 67名

訓練生の取得者数 65名

全国建築CAD連盟

主な就職先 就職先の職種・職務名

ＣＡＤオペレーター

総合建設業 住宅営業

不動産業

訓練生の受験者数 71名

訓練生の合格者数 70名

51名（当日の欠席者含む）

訓練生の合格者数 5名

訓練生の合格者数 11名

訓練生の受験者数 9名（当日の欠席者含む）

全国建築CAD連盟

施工管理

・先生方はもちろん、周りの仲間にもたくさん助けてもらいながら、わからない事や困難な場面に遭
遇しても、クリアしていけました。

・講義についていけるだろうかと不安がありましたが、先生方や職員の皆さまの助言や指導もあ
り、継続することが出来ました。

・就職においてもポリテクセンターで学んだことを面接でアピールして貢献したい旨を伝え、無事希
望の職種に就くことが出来ました。

・「知識」が増えるにつれ、当初のぼやっとしていた「興味」が「こういう事をやってみたい」とより具体
的なものになっていきました。

令和３年度　訓練実施状況 「住宅リフォーム技術科」

写真

就職状況 令和 3年度実績 確定値

建築業 住宅営業

設計補助

施工管理

設計補助

営業

92.4%
81.7% 80.6%

59.0%

75.9%
83.3%85.2%

65.5%
75.9%

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

就職状況

就職率 関連

就職率

正社員

就職率
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設備管理 那覇市

設備管理 浦添市

設備管理 那覇市

設備管理 本部町

設備管理 那覇市

設備管理 恩納村

上下水道管理 那覇市

消防設備 沖縄市

空調設備 浦添市

※調査対象は在所中の訓練生

二級ボイラー技士  

第二種電気工事士

消防設備士 乙種第４類

第二種・第三種冷凍機械責任者

危険物乙四

事業主の声

・ポリテクセンターで学んだ技術を基に今後もさらに資格や技術を身に着けることで当社の大きな
財産になると思ったことが採用に至る理由となりました。

・業務に必要な基礎知識がある。

・関連資格を取得していて、現場で生かしてもらっている。

有限会社 沖縄クリーン工業

株式会社 エノビ防災技研

ＺＩＮ空調設備

沖縄ビル・メンテナンス株式会社

株式会社 沖縄日本管財

株式会社 沖縄環境開発センター

株式会社 沖縄ダイケン

・幅広い分野の知識や技術を学べるため、就職先の業種の選択肢を増やすことができました。
・授業外で資格試験対策を行っていただけるため、資格取得に向け充実した環境で勉強でき、
資格を取得し就職に向けて自信を持つことができました。
 ・沖縄に移住してきたということもあり、就職活動を一から始めなければならない状況でした。入
所当初は、色々な不安や心配事もありましたが、ポリテクセンターは技術的なことだけではなく、
就職に関するマナーや履歴書の書き方などの就職活動をするためのサポート体制が整っていたた
め、活動する自分に自信を持つことが出来ました。
・自分のやる気次第で「第二種電気工事士」「2級ボイラー技士」「第三種冷凍機械責任者」
「消防設備士」「危険物取扱者乙四類」などの資格に挑戦することもできます。先生方の指導も
親切、丁寧でした。

修了者の声

ゼネラルメンテナンス株式会社

株式会社 国際ビル産業

令和３年度　訓練実施状況 「ビル管理技術科」

写真

就職状況 令和 3年度実績 確定値

主な就職先 就職先の職種・職務名

空調設備業 エアコン設置 (前職: 警備員、30代)

上下水道施設維持管理業運転・保守・点検 (前職: 大工、50代)

ビルメンテナンス業 ビル設備管理員 (前職: 接客業、30代)

ビルメンテナンス業 ビル設備管理員 (前職: 介護福祉、50代)

消防設備業 施工・点検 (前職: 商品管理、40代)

関連資格

訓練生の受験者数 約  15 名

※概ね8割の方がビルメンテナンス業に就職されています。
　主な就業先は、ホテル、商業施設、官公庁、病院、学術施設等です。

合格率  70 ％ 以上

訓練生の受験者数 約  50 名

合格率  90 ％ 以上

訓練生の受験者数 約  15 名

合格率  50 ％ 前後

訓練生の受験者数 約  10 名

合格率  75 ％ 前後

合格率  60 ％ 前後

訓練生の受験者数 約  30 名

95.2% 90.6%
79.3%

86.7% 83.3% 85.0%
70.0%

52.1% 56.5%

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

就職状況

就職率 関連

就職率

正社員

就職率
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株式会社　沖縄日本管財 設備管理 那覇市

株式会社　沖縄環境開発センター設備管理 本部町

沖縄ビル・メンテナンス株式会社設備管理 那覇市

株式会社クリード沖縄 巡回設備点検 浦添市

三協電設株式会社 電気工事業 沖縄市

株式会社MIZUTOMI 食品製造 うるま市

株式会社スバル群馬製作所 自動車製造業 群馬県

※調査対象は在所中の訓練生

第二種電気工事士

第二種・第三種冷凍機械責任者

危険物乙四

ガス溶接技能講習

小型車両系建設機械特別教育

・ビル管理技術科企業実習付きコースは現場経験をすることができ、未経験の私にとって仕事を
理解することができる点はとても興味がありました。企業実習では、不安もありましたが、実習先
の方々から様々なことを学ぶことができ、仕事内容を把握することができました。実習先での就職
もすることができ、とても感謝しています。
・企業実習を通じて就職をすることができました。ポリテクセンターのビル管理技術科企業実習付
きに入所していなければ、今の就職はなかったと感じています。本当にありがとうございました。
・企業実習を通じてビル管理の仕事内容を理解することができました。また、身の回りにある設備
が気になるようになり、設備管理員としての視点を得ることができたことは、私にとって大きな利益
だと感じています。
・設備に関する様々な勉強ができ、とても勉強になりました。
・企業実習に行くことで、職場の雰囲気や仕事内容を知ることができたので、安心して就職を決
めることができました。
・企業実習で実際の設備機器を見ることができたことは、とても勉強になりました。
・仕事に関係する資格の勉強も先生方に教えていただき、多くの資格を取得することができまし
た。今後も仕事をしながら様々な資格にチャレンジしていきたいと思います。

修了者の声

事業主の声

訓練生の受験者数 10名

合格率 80%

訓練生の受験者数 6名

関連資格

50%

訓練生の受験者数 10名

建物サービス業 設備管理 設備計器の点検、監理等

ホテル業 施設管理 ホテル館内の設備・保守点検

設備工事業 電気工事 屋内電気配線の施工

・企業実習生の方はとてもまじめに仕事をしていただき、資格取得に関しても意欲が高いと感じて
います。企業実習を通じて実習生の人柄や、やる気を見ることができたので採用させていただきま
した。
・企業実習を通じて仕事内容を理解してくれているので、採用後は即戦力として働いていただく
予定です。企業実習という制度は、仕事のミスマッチも防ぐことができると思いますので、これからも
活用させていただきたい。
・現場担当者からも実習生の仕事に対する姿勢が良いと聞いています。今後、当社での活躍を
期待しています。

令和３年度　訓練実施状況 「ビル管理技術科　企業実習付き」

写真

就職状況 令和 3年度実績 確定値

主な就職先 就職先の職種・職務名

合格率

合格率 60%

訓練生の受験者数 受講生全員

合格率 100%

合格率 100%

訓練生の受験者数 受講生全員

100%
91% 93%

100%

70%

92.3%
100%

50%

85.7%

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

就職状況

就職率 関連

就職率

正社員

就職率
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中部電水工事 (株) 設備管理業 宜野湾市

MK電気工事 電気工事業 うるま市

(株) ふじ設備 電気工事業 那覇市

(株)　八起電設 電気工事業 那覇市

(株)　安謝橋電機 電気工事業 浦添市

(株)　南石開発 計装業 西原町

(株)　きらり電設 電気工事業 那覇市

(株)　宮城電機 電気工事業 沖縄市

(株)　マチダテクノ 電気工事業 沖縄市

修了者の声 実習課題の例

事業主の声

一般採用者と違い非常に前向きで、分からない事はそのままにせず聞いてきます。作業も覚える
のが早いです。大変良い人材がいるので、次回も採用したいと思っている。

理解力の速さが優れています。

仕事に対する姿勢が前向きであり、仕事に必要な技能・知識を取得している。また、他の一般
採用者と比較して技能レベルが優れています。

・　消防設備

・　PLC制御

電気制御

電気工事

・　CAD技術　など

・　高圧受電設備

・　電線管工事

・　電気理論

・　有接点シーケンス

・　太陽光発電

私は、電気設備技術科を受講しました。入構時、電気のことは全く分かりらなかった私は不安な
気持ちでいっぱいでした。しかし、先生方の授業を丁寧にわかりやすく教えてくれたおかげでスムー
ズに勉強できるようになり、第二種電気工事士の資格も取得できた。もちろん、私の努力にもより
ますが、それ以上に先生方が授業が終わった後にも残り、筆記・技能試験対策を教えたことを何
よりも心から感謝しています。最高な先生方に出会い、とても貴重な経験が出来ました。

学生時代から約20年くらい時間が経っていたので、最初は授業についていけなかったのですが、
わからないとこは指導員やクラスメイトに聞いて多少ずつですが理解していくことが出来るようになっ
ていきました。自分一人だけでの独学であれば出来なかったので、ポリテクに来て本当に良かった
と思います。

電気工事業 ：電気工事 屋内配線工事、屋外配線工事

設備管理業 ：設備管理 設備メンテナンス

電気工事業 ：電気工事 屋内配線工事

令和３年度　訓練実施状況 「電気設備技術科」

写真

就職状況 令和 3年度実績 確定値

主な就職先 就職先の職種・職務名

電気工事業 ：電気工事 外線工事

通信工事業 ：通信工事 LAN配線

設備管理業 ：設備管理 保守点検

82.0% 84.6% 79.6%80.5%
90.9%

71.8%
85.4% 88.6%

81.3%

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

就職状況

就職率 関連

就職率

正社員

就職率
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(株)エンテックス 情報サービス 東京都千代田区

(株)シーサーネット 情報サービス 那覇市

(株)フューテックシステム 情報サービス 那覇市 情報サービス業 （前職 : ウェブ制作 20代）

(株)べリザーブ沖縄テストセンター 情報サービス うるま市

(株)フィールドコミュニケーショ ンズ 情報サービス 北中城村

(株)ジェ ネラ スネットワーク沖縄 情報サービス 宜野湾市 ソフトウェア開発 （前職 : 旅行業 20代）

(株)ＮＴＴデータオートモビリジェ ンス情報サービス うるま市 ソフトウェア開発 （前職 : 製造業 20代）

(株)シナジー 情報サービス 宜野湾市 電気通信・信号装置工事業 （前職 : 教育業 20代）

(株)カ レンティア那覇支店 情報サービス 那覇市

 水やり君

SMIL E  A SSY

ぽわぽわ　～快眠ペット型ランプ～

検証事業 テストエンジニア （前職 : DTPオペレーター 30代）

プログラマー

令和３年度　訓練実施状況 「組込みシステムエンジニア科」

写真

就職状況 令和 ３年度実績 確定値

就職先の職種・職務名

情報サービス業 プログラマー （前職 : イベント企画 30代）

情報サービス業 プログラマー （前職 : 土木業 20代）

情報サービス業 コールセンター （前職 : 小売業 40代）

プログラマー

睡眠の質を改善する癒しペット型照明！

アルコールイーノ！？

アルコールチェ ッカ ーを通過しないとカ ギを取り

出すことができない飲酒運転防止機器！

おきんとたまらんぞ

プログラマー

プロジェ クト演習自主企画作品例

初心者でもガーデニングを！

人間の代わりに自動水やり。

事務(データ入力)

機械等修理業 事務機器販売・サポート （前職 : 自営業 40代）

貯金箱と目覚まし時計を組み合わせた子供向け

「早起き」「貯金」習慣化機器！

手足一体型消毒ディスペンサー！

事業主の声

主な就職先

修了者の声

　「組込みシステムエンジニア科」ではプログラミング言語として C 言語と

Java 言語を学べます。プログラミング未経験の私でも先生方の丁寧な説明のおか

げもあり、自分の中に落とし込むことができました。インプットだけでなく、制

作演習では、グループで考えたものを自分たちでアイディアを出し合って制作し

ます。試行錯誤して、一つのものを作る過程では、他では味わうことのできない

達成感や成功体験が得られました。

　8 月から就職活動を開始しましたが、コロナ禍でありながら、幸いにも内定を

いただくことができました。ポリテクセンター内には就職支援をしてくださるア

ドバイザーいますので、就職活動も効率よく行えます。関わっていただいた方々

には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

　Aさんは、実務経験が無い状態で入社しましたが、職業訓練を受講していたこと

もあり

入社後の研修もスムーズに理解していました。半年経った今では開発チームの一

員として業務に取り組んでいます。

　今後も沖縄県の需要に合わせた職業訓練の展開を期待しております。

82. 4% 83.8%
90.0%

82.1% 77.4%

55.6%

78.6%

64.5%
52.8%

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

就職状況

就職率 関連

就職率

正社員

就職率
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(株)パラミックス琉球 情報サービス 那覇市

(株)シスマック 情報サービス 浦添市

(株)フューテックシステム 情報サービス 那覇市

(株)ジーエヌエー 情報サービス うるま市

(株)リンクテック 情報サービス 東京都

(株)ステラ 情報サービス 東京都

(株)アイティメル沖縄 情報サービス 浦添市

(株)シナジー 情報サービス 宜野湾市

(株)アンビシャス沖縄 情報サービス 浦添市 ※プログラマ・SE等計27名、インフラ等計2名、他IT関連計2名、非IT関連計6名、未就職5名

Androidアプリ等

・すごろくアプリ

・ポモドーロタイマー

・ToDoリストアプリ

Webアプリ等

・掲示板アプリ

・チャットアプリ

・簡単予約Webサイト

システム構築等

・Raspberry PiによるWebサイト構築

情報サービス プログラマ (前職: 医療事務、20代)

令和３年度　訓練実施状況 「ITサポート科」 ※令和2年1月新設

写真

就職状況 令和 3年度実績 確定値

主な就職先 就職先の職種・職務名

情報サービス プログラマ (前職: 小売販売、20代)

情報サービス プログラマ (前職: テストエンジニア、30代)

(前職: 宿泊業・フロント、30代)

Webプログラマ (前職: カスタマーサポート、20代)情報サービス

情報サービス プログラマ (前職: 清掃員、20代)

リゾート開発・企画運営 システム開発 (前職: 自転車製造、30代)

情報サービス プログラマ (前職: 電気工事補助、20代)

修了者の声 総合システム開発実習作品例

事業主の声

・技量が優れている。
・勤務態度が優れている。
・仕事ぶりもすばらしい。仕事に対する意欲が120%。
・今回採用した様な優秀な方がいる学校なので今後も採用したいと思います。
・今まで通り良い人材を育成してください。

情報サービス SE/プログラマ

　訓練が始まったばかりの頃は、ITの知識が全然無く不安もありましたが、毎日新しい知識が増
え、レベルアップしている感覚で、不安が楽しみに変わっていきました。訓練の内容も、プログラミン
グだけでなく、ネットワーク構築やサーバー構築など幅広い分野を学ぶことができたので、IT業界と
言っても様々な分野があるという事にも気づくことができました。
　転職活動や新しい事に挑戦するのは、焦りや不安に押し倒されそうになりますが、一度立ち止
まって「学ぶ」ことはとても良い経験だと思います。半年間、ポリテクセンター沖縄でその経験が出
来たのは、私の財産であり、貴重な時間でした。
　IT業界のことや未経験からの転職について不安に思うことを担任の先生に相談できることは大
きな支えになりましたし、就職支援アドバイザーに相談できる環境もあり、苦手だった履歴書や職
務経歴書の作成、面接時の応対など、たくさんのサポートを行っていただきました。内定をいただく
までにかなり時間がかかりましたが、訓練校からの支援があったため、安心して就職活動を行うこ
とができました。

0.0%

85.0% 88.1%

0.0%

79.4%
86.5%

0.0%

52.9%

70.3%

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

就職状況

就職率 関連

就職率

正社員

就職率

令和元年度の

修了者はいません。
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設備系　訓練分野比較表 2021/6/17

               　　科名
　訓練分野 ビル管理技術科 ビル管理技術科

(企業実習付き) 電気設備技術科

入所月 4月/ 7月/ 10月/ 1月 7月 / 1月 4月/ 7月/ 10月/ 1月

低圧電気設備
(第二種電気工事) ○ ○ ○
高圧電気設備
(第一種電気工事) － － ○

太陽光発電設備 － － ○
シーケンス制御
(有接点) ○ ○ ○
シーケンス制御
(PLC) － － ○
消防設備
(１類: 消火設備) ○ ○ －
消防設備
(4類: 警報設備) ○ ○ ○

給排水設備 ○ ○ －
空調設備
(冷凍機械) ○ ○ －

ボイラー ○ － －
CAD
(jw-cad) ○ － ○

情報活用技術 ○ － ○
企業実習
(55歳未満対象) － ○ －

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部 

沖縄職業能力開発促進センター
ポリテクセンター沖縄
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設備系　関連資格等比較表 2021/6/17

科名 ビル管理技術科 ビル管理技術科
(企業実習付き) 電気設備技術科

入所月 4月/ 7月/ 10月/ 1月 7月 / 1月 4月/ 7月/ 10月/ 1月

関連資格

第二種電気工事士 ○ ○ ○

第一種電気工事士 － － ○

高所作業車運転
特別教育 － － ○

消防設備士
(甲・乙種１類) ○ ○ －

消防設備士
(甲・乙種4類) ○ ○ ○

第三種冷凍機械
責任者 ○ ○ －

2級ボイラー技士 ○ ○ －

危険物取扱者
乙種4類 ○ ○ －

ガス溶接技能講習 － ◎ －

小型車両系建設機械
特別教育 － ◎ －

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部 

沖縄職業能力開発促進センター
ポリテクセンター沖縄

◎ : 訓練カリキュラム内で取得可能
○  : 任意で取得可能
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2022/11/1

建築施工技術科
（企業実習付き）

住宅リフォーム
技術科

入所月 4月 / 10月 4月 / 7月 / 10月 / 1月

訓練内容 概要

建築一般構造・法規
・建築図面の読図

建物のしくみ・建築に関する
法律・建築図面の読み書き ○ ○

色彩・インテリア
・住宅設計

色彩やインテリア、住宅の設計
に関する知識・パースの作成 ― ○

Microsoft系ソフト Word・Excel・PowerPoint
の操作 ― ○

２次元CAD Jw_cadの操作及び図面作成 ○ ○
３次元CAD

・プレゼンテーション
3次元CADソフトの操作及び
プレゼンテーションに関する知識 ― ○

DTP操作 DTPソフトの操作・
プレゼンボードの作成 ― ○

木造に関する施工 木材の加工・組立て等
の技能 ○ ○

鉄筋コンクリート造に
関する施工

鉄筋や型枠の加工・組立て等
の技能 ○ ―

内装に関する施工 壁紙やフローリング施工等
の技能

△
企業実習先によっては実施

○

企業実習 企業ごとでの実習
（約1ヶ月） ○ ―

積算 設計図から様々な数量を
拾い出すための知識 ○ ○

玉掛け技能講習 玉掛けの技能 ○ ―
小型移動式クレーン

運転技能講習
小型移動式クレーンの技能 ○ ―

足場組立て等の
業務に係る特別教育

足場の組立て・解体・変更等
に関する知識 ○ ○

携帯用丸のこ盤作業
従事者安全教育

携帯用丸のこ盤等に関する
知識・技能 ○ ○

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部 

沖縄職業能力開発促進センター
ポリテクセンター沖縄

建築・住宅系　訓練内容比較表

科名

○：訓練カリキュラムに含まれているもの
―：訓練カリキュラムに含まれていないもの
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2022/11/1
建築施工技術科

（企業実習付き）
住宅リフォーム

技術科

入所月 4月 / 10月 4月 / 7月 / 10月 / 1月

関連資格 概要
（試験時期）

カラー
コーディネーター

色彩に関する知識の証明
（6月・12月） ○

インテリア
コーディネーター

インテリアの販売・技術
に関する知識の証明

（学科：10月・実技：12月）
○

福祉住環境
コーディネーター

高齢者・身障者の住む
住宅に関する知識の証明

（7月・11月）
○

建築CAD検定 CADの利用技術の証明
（4月・7月・10月・1月） ○ ○

建築大工
技能検定3級

建築大工（木造）
の技術の証明

（前期:4月頃・後期:10月頃)
○

型枠施工
技能検定3級

型枠大工（鉄筋コンクリー
ト造）の技術の証明

（後期:10月頃)
○

建築積算士補
設計図から様々な数量を

拾い出す技術の証明
（訓練日により決定）

◎ ◎

玉掛け技能講習 ◎
小型移動式クレーン

運転技能講習 ◎
足場組立て等の業務に
係る特別教育修了書 ◎ ◎
携帯用丸のこ盤作業

従事者安全教育修了書 ◎ ◎
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部 

沖縄職業能力開発促進センター
ポリテクセンター沖縄

建築・住宅系　関連資格比較表
科名

◎：訓練カリキュラム内で取得可能
○：任意で取得可能

建設現場で必要な
作業技術の証明

（訓練日により決定）

建設現場で必要な
機械の操作資格

（訓練日により決定）
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訓練科 組込みシステム
エンジニア科 ITサポート科

⼊所⽉ 4月/ 10月 7月/ 1月

定　 員 各24名 各24名

C⾔語 〇 ー

マイコン 〇 △

2D基板CAD & 3D CAD 〇 ー

プロジェクトマネジメント&統合開発 〇 ー

ネットワーク & Linuxサーバ構築 ー 〇

データベース △ 〇

Webアプリ開発 ー 〇

総合システム開発 ー 〇

Java⾔語 〇 〇

Androidアプリ開発 〇 〇

IoT 〇 〇

組込みソフトウェア技術者 〇 ー

LinuC (Linux技術者認定資格) ー 〇

ITパスポート 〇 〇

基本情報技術者 〇 〇

OCJP (Java認定資格) 〇 〇
※IT系の仕事では資格は必須ではありません。資格取得は任意です。

独⽴⾏政法⼈⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構沖縄⽀部 

沖縄職業能⼒開発促進センター
ポリテクセンター沖縄

情報系　訓練内容&関連資格⽐較表

関
連
資
格

訓
練
内
容
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