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　就職活動において求人の内容はもちろんのこと、産業界の技術動向などの情報収集は非常に重
要です。
　当センターでは、求人企業説明会の開催を随時開催しています。
　受講者は積極的に参加することにより、企業の方より直接話を聞くことで、多くの企業情報を知
ることができます。
　また、就職支援コーナーには、求人検索用のパソコンが設備してあり、また求人票やパンフレッ
ト・説明会などの案内を掲示しています。お気軽に利用が可能です。

01-24_CC2020_R4受講者募集.indd   1501-24_CC2020_R4受講者募集.indd   15 2021/12/24   20:36:322021/12/24   20:36:32



　就職活動において求人の内容はもちろんのこと、産業界の技術動向などの情報収集は非常に重
要です。
　当センターでは、求人企業説明会の開催を随時開催しています。
　受講者は積極的に参加することにより、企業の方より直接話を聞くことで、多くの企業情報を知
ることができます。
　また、就職支援コーナーには、求人検索用のパソコンが設備してあり、また求人票やパンフレッ
ト・説明会などの案内を掲示しています。お気軽に利用が可能です。

01-24_CC2020_R4受講者募集.indd   1601-24_CC2020_R4受講者募集.indd   16 2021/12/24   20:36:322021/12/24   20:36:32



利用者の声

溶接クラフト科

女性（30代）（令和3年9月修了）

「女性も一生の
仕事がみつけられる！」

　就職するための受講であり、訓練を受けたことにより、正社員として新た
なスタートをきれました。非常に感謝しています。受講期間（6ヶ月）訓練内
容が厳選されていたと思います。溶接クラフト科を受講できて良かったで
す。

　訓練内容だけでなく、就職支援アドバイザーのおかげで、一生の武器とな
る履歴書、職務経歴書を作ることができました。卒業後も、また何年後も不安
を感じずに転職活動ができる糧となります。ポリテクセンターでは熱意のあ
る指導員がいるため、自分の思い次第で大きな収穫を得ることができます。

設備メンテナンス科

男性（50代）（令和3年8月修了）

「資格取得への近道！」

　電工2種や消防設備士など資格取得に結びつく知識や実技が学べて良かったです。特に電工2種の
実技は何度も練習させて頂き感謝しております。（材料代だけでもたくさんかかったはず）また、高圧受
電やエアコン取付け、CAD、シーケンス回路など、これまで経験したことのない事を経験させていただ
き基礎知識の向上に役立ちました。

　設備メンテナンスに関心はあるが、経験がなく躊躇されている方には是非受講をお勧めします。関係
する様々な作業を学べるだけでなく、電工２種等の資格取得に必要な知識・実技もしっかり教えても
らえます。また、単に学習するだけでなく、就職のサポートもあり、一人で就職活動をするより有利にな
る事は間違いありません。採用企業側も職業訓練校に通っていることでやる気があるとプラスに考え
てもらえる可能性があります。

男性（令和3年9月修了）

「製造未経験でもO.K.!」

　私は製造未経験でした
が分かりやすく学ぶ事が
できました。製図やプロ
グラム、加工と幅広く体験できたので就職した後の仕事をイメージしや
すいので仕事探しをする上でも役立つ事を多く知る事ができたので良
かったです。

　測定や製図、加工と学ぶ事は多いので大変ですがそれだけ身に付くこ
とも多いのでCADやNC加工に興味のある方は是非受けてみて下さい。

デジタルものづくり技術科

女性（30代）（令和3年9月修了）

「やってみたいという
気持ちが大切！」

　今まで3DCADのソフト
を触った事がありませんで
したが、先生が丁寧に教えて
下さったので、とても楽しく
作ることができました。

　個人で使用するにしては高額で難しいソフ
トや機材を利用できるので貴重な体験になる
と思います。是非やってみたいと思ったら動い
て下さい。

電気設備技術科

男性（20代）（令和3年8月修了）

「現場で働く
イメージが分かる！」

　電気技術については未経験でしたが、先生方
の指導もあり知識と技術を学ぶ事ができまし
た。CADを使用して製図を学ぶ訓練もあり、
技術関連の知識も学ぶ事ができました。企業実
習付きのコースなので、実際の現場も見る事が
できるので、具体的に働くイメージを掴むこと
ができました。

　未経験でも自分から学ぼうという意思があ
れば必ず自分の糧になると思います。電気設備
技術に興味があればお勧めです。

組込みIoT技術科

男性（30代）（令和3年6月修了）

「就職するための
土台が築ける！」

　IT関連する基礎知識やプログラミングに関
連した知識や応用について幅広い技術を習得
できて、就職するための土台をしっかりと築け
た。とても良かったです。

　受講をどういう姿勢で受けるかによって、習
得できる技術は雲泥の差だと感じました。分か
らない事はすぐに聞き、分かるまですぐに調べ
ないとついていけなくなる可能性がとても大
きいので、日ごろからコミュニケーションを取
るのも大事だと思いました。

ICTエンジニア科

女性（30代）（令和3年5月修了）

「繰返しの復習が
ポイント！」

　Javaやプログラミング言語が全く分から
ない所からのスタートでも修了する頃には、何
を意味しているのか分かるまで成長できまし
た。カリキュラムは簡単ではありませんが取り
組み次第でいくらでも上達できると思います。

　復習をしっかり行うことが覚えるコツです。
何度も繰り返して身に付けていきましょう。

CAD・NC技術科
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受験をしたい場合どうすればいいですか
居住地を管轄するハローワークにご相談ください。

受験に際して、年齢制限などはありますか
企業実習つきコースにつきましては、概ね55歳未満とさせていただいております。その他のコースについては特に制限はございません。

施設見学をすることはできますか
募集期間に合わせて実施している「訓練コース説明会」において見学できます。（P2と裏表紙にご案内があります。）

訓練コース説明会に参加できなかったのですが、受験することはできますか
可能です。パンフレット等でぜひ訓練内容をご確認ください。

雇用保険受給資格者ではないのですが、訓練を受講することはできますか
可能です。なお、雇用保険の受給資格者以外の方で一定の要件を満たす方は職業訓練受講給付金が支給される場合があります。
詳しくは居住地を管轄するハローワークにご相談ください。

複数の訓練コースを併願することはできますか
同じ入所月の中で第２希望まで選ぶことができます。入所月が異なるコースについては同時に申し込むことはできません。

自己負担で用意するものはありますか
事前に用意が必要なものは、合格通知の際に連絡いたします。（教科書で一部事前に振り込んでいただくものがあります。その他の教
科書は、入所式当日に現金で購入していただきます。※必要な金額は合格通知の際にご連絡いたします。）
実技用の作業服を訓練開始後に用意していただく科もありますが、詳しくは入所後に指導員が説明しますので、事前に購入していただ
く必要はありません。またポリテクセンター埼玉では、作業服等の斡旋は行っておりません。

通所にかかる費用は自己負担ですか
雇用保険受給資格者の方がハローワークの「受講指示」を受けて訓練を受講する場合は、「基本手当」、「受講手当」、「通所手当」が
支給されます。雇用保険を受給できない方が、ハローワークの「支援指示」を受けて訓練を受講する場合は、一定の要件を満たすと「職
業訓練受講手当」、「通所手当」、「寄宿手当」が支給されます。
詳しくはご自分の住所を管轄するハローワークにご相談ください。

応募倍率はどのくらいですか
過去の実績は以下のとおりです。参考にしてください。
※本人が受験される年度の選考に係る応募倍率については、お答えしておりません。

＜令和３年度実績（11月末現在）＞
溶接技術科 0.92 倍
デジタルものづくり技術科 1.45 倍
CAD・NC技術科 0.89 倍
※CAD・NC技術科（企業実習付コース）は令和４年度新科のため実績がありません。
設備メンテナンス科 1.58 倍　
電気設備技術科（企業実習付コース） 1.21 倍
組込みIoT技術科 1.17 倍
組込み ものづくり科 1.35 倍
ICTエンジニア科（導入訓練付コース） 2.63 倍　
ICTエンジニア科（企業実習付コース） 2.08 倍　（※令和 2 年度実績）
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訓練コース説明会は在職中でも参加できますか
在職中でも参加できます。

食堂はありますか
食堂はありませんが、委託業者によるお弁当の販売を行っております。昼食は別館１館訓練生ホールまたは各科で定められた場所でとっ
ていただくことができます。

自動車、バイク、自転車での通所は可能ですか
交通安全の観点から、原則として公共交通機関を利用しての通所となります。（特段の事情がある方は別途ご相談ください。）

訓練受講中の服装に決まりはありますか
当センターでは、作業服を着用しない訓練でも、安全上及びビジネスマナーの観点から、①動きやすい靴（ヒール・サンダル等不可）、
②長ズボンでの受講をお願いしています。また、安全を確保する上で、作業着の着用を義務付けているコースもありますので、各コー
スの紹介ページ「入所後必要なもの」をご確認ください。

訓練受講中に就職が内定した場合、訓練途中であっても退所することはできますか
可能です。なお、一定の要件（総訓練時間の80％以上を受講している等）を満たせば、早期修了として、修了証書が発行されます。

訓練期間中、就職活動を行うことはできますか
訓練を受講しながら就職活動を行うことができます。昼休みや訓練終了後などに就職支援コーナーでの求人検索や就職支援アドバイ
ザーとの相談などできますので、ぜひご利用ください。

訓練内容の違いを教えてください

CAD（製図～３次元）とデザインを中心とした訓練内容となっており、女性におすすめの内容となっています。また、３Ｄプリンタに
より、ものを作ることも特徴です。

CAD（製図～３次元）とCAM、ワイヤ放電加工の訓練を行います。また、NC加工の時間を多く設定していることも特徴です。

機械図面の作成と、補修部品の製作加工をすることが多いコースとなっています。手作業が好きな方や、職人肌に憧れる方に向いて
います。また、訓練の後半に企業実習を行います。※３次元CADの訓練はございません。

【デジタルものづくり技術科／CAD・NC技術科／CAD・NC技術科（企業実習付コース）】
デジタルものづくり技術科

企業で業務に使用されるようなソフトウェアの開発と、その動作に必要とされるネットワーク・サーバ等の構築に係る技能・技術を
習得し、システムを構築することを目指します。

【ＩＣＴエンジニア科／組込みIoT技術科／組込み ものづくり科】
ＩＣＴエンジニア科

コンピュータの動作原理を中心に、各種家電や産業ロボット等の「もの」を動かすソフトウェア開発に係る技能・技術を習得し、コ
ンピュータを組み込んだ機器の制御を目指します。最後の課題では、Androidアプリの制作を行います。

組込みIoT技術科

組込みに必要なソフトウェアとハードウェアの開発技術をバランスよく学びます。実験と実習に重きを置き、一人一台の自走ロボット
を製作し、ソフトウェアを開発して自在に制御します。本科では実践的なものづくりの習得を目指します。

組込み ものづくり科

ＣＡＤ・ＮＣ技術科

ＣＡＤ・ＮＣ技術科（企業実習付コース）
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訓練コース説明会は在職中でも参加できますか
在職中でも参加できます。

食堂はありますか
食堂はありませんが、委託業者によるお弁当の販売を行っております。昼食は別館１館訓練生ホールまたは各科で定められた場所でとっ
ていただくことができます。

自動車、バイク、自転車での通所は可能ですか
交通安全の観点から、原則として公共交通機関を利用しての通所となります。（特段の事情がある方は別途ご相談ください。）

訓練受講中の服装に決まりはありますか
当センターでは、作業服を着用しない訓練でも、安全上及びビジネスマナーの観点から、①動きやすい靴（ヒール・サンダル等不可）、
②長ズボンでの受講をお願いしています。また、安全を確保する上で、作業着の着用を義務付けているコースもありますので、各コー
スの紹介ページ「入所後必要なもの」をご確認ください。

訓練受講中に就職が内定した場合、訓練途中であっても退所することはできますか
可能です。なお、一定の要件（総訓練時間の80％以上を受講している等）を満たせば、早期修了として、修了証書が発行されます。

訓練期間中、就職活動を行うことはできますか
訓練を受講しながら就職活動を行うことができます。昼休みや訓練終了後などに就職支援コーナーでの求人検索や就職支援アドバイ
ザーとの相談などできますので、ぜひご利用ください。

訓練内容の違いを教えてください

CAD（製図～３次元）とデザインを中心とした訓練内容となっており、女性におすすめの内容となっています。また、３Ｄプリンタに
より、ものを作ることも特徴です。

CAD（製図～３次元）とCAM、ワイヤ放電加工の訓練を行います。また、NC加工の時間を多く設定していることも特徴です。

機械図面の作成と、補修部品の製作加工をすることが多いコースとなっています。手作業が好きな方や、職人肌に憧れる方に向いて
います。また、訓練の後半に企業実習を行います。※３次元CADの訓練はございません。

【デジタルものづくり技術科／CAD・NC技術科／CAD・NC技術科（企業実習付コース）】
デジタルものづくり技術科

企業で業務に使用されるようなソフトウェアの開発と、その動作に必要とされるネットワーク・サーバ等の構築に係る技能・技術を
習得し、システムを構築することを目指します。

【ＩＣＴエンジニア科／組込みIoT技術科／組込み ものづくり科】
ＩＣＴエンジニア科

コンピュータの動作原理を中心に、各種家電や産業ロボット等の「もの」を動かすソフトウェア開発に係る技能・技術を習得し、コ
ンピュータを組み込んだ機器の制御を目指します。最後の課題では、Androidアプリの制作を行います。

組込みIoT技術科

組込みに必要なソフトウェアとハードウェアの開発技術をバランスよく学びます。実験と実習に重きを置き、一人一台の自走ロボット
を製作し、ソフトウェアを開発して自在に制御します。本科では実践的なものづくりの習得を目指します。

組込み ものづくり科

ＣＡＤ・ＮＣ技術科

ＣＡＤ・ＮＣ技術科（企業実習付コース）
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参加ご希望の方は、電話またはメールでお申し込みください。（【訓練第一課】048-882-4138）

溶接クラフト科、ＣＡＤ・ＮＣ技術科、
デジタルものづくり技術科

①8/1（月） ②8/8（月）
③8/22（月） ④8/29（月）

①9/5（月） ②9/12（月）
③9/20（月）

①10/3（月） ②10/11（火）
③10/17（月）

①10/31（月） ②11/7（月）
③11/14（月） ④11/21（月）

①12/5（月） ②12/12（月）
③12/19（月）

①R5/1/10（火） ②R5/1/16（月）
③R5/1/23（月）

①1/31（月） ②2/7（月）
③2/14（月）

①2/28（月） ②3/7（月）
③3/14（月）

①4/4（月） ②4/11（月）
③4/18（月）

①5/9（月） ②5/16（月）
③5/23（月） ④5/30（月）

①6/6（月） ②6/13（月）
③6/20（月）

①7/4（月） ②7/11（月）
③7/19（火） ④7/25（月）

ＣＡＤ・ＮＣ技術科（企業実習付コース）、
ICTエンジニア科（導入訓練付コース）

溶接クラフト科、ＣＡＤ・ＮＣ技術科、
組込みＩｏＴ技術科

電気設備技術科（企業実習付コース）、
ＩＣＴエンジニア科（導入訓練付コース）

ＣＡＤ・ＮＣ技術科（企業実習付コース）、
設備メンテナンス科

設備メンテナンス科

溶接クラフト科、ＣＡＤ・ＮＣ技術科、
デジタルものづくり技術科、組込み ものづくり科

ＩＣＴエンジニア科（導入訓練付コース）

溶接クラフト科、ＣＡＤ・ＮＣ技術科、
組込みＩｏＴ技術科

電気設備技術科（企業実習付コース）、
ＩＣＴエンジニア科（企業実習付コース）

設備メンテナンス科

設備メンテナンス科

４
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