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目指せ！再就職
ものづくりでスキルアップ
未経験ＯＫ！
女性大歓迎！！
ポリテクセンター佐世保は、ものづくりに特化した職業訓練で
あなたの再就職をサポートします。

令和 4 年度 ハロートレーニング募集計画一覧
★印の日は訓練体験ができます
科

４
月
入
所
コ
│
ス

定員

ＣＡＤ・生産サポート科

１５名

溶接施工科

１５名

電気設備技術科

１６名

住環境コーディネイト科

１６名

科 名
６
月 ＣＡＤ・生産サポート科
入
所
電気設備技術科
コ
住環境コーディネイト科
ス
テクニカルメタルワーク科
（企業実習付き）

定員

7
月
入
所
コ
│
ス

６月生と７月生を
※
合わせた人数

導
入
講
習
付
き
訓
練

名

ＣＡＤ・生産サポート科

１５名※

電気設備技術科

１６名※

住環境コーディネイト科

１６名※

テクニカルメタルワーク科
（企業実習付き）

１２名※

施設見学会
訓練体験会

募集期間

１/２０（木）
～
３/ １（火）

選考日

訓練期間

合格発表

（６か月）

R３ １２/１５（水）
１/１９（水）
★ １/２６（水）
２/１６（水）
★ ２/２２（火）

３/ ９(水）

３/１８(金）

４/ ５（火）
～
９/３０（金）

施設見学会
訓練体験会

選考日

合格発表

訓練期間

募集期間

（１か月）＋（６か月）
３/２２(火）
～
４/２５(月）

３/１６（水）
★４/ ８（金）
４/２０（水）

５/１１(水）

５/２０（金）

６/ ３(金）
～
１２/２６（月）
（６か月）

４/２１(木）
～
５/２７(金）

４/２６（火）
★５/１０（火）
５/１８（水）

６/ ８（水）

６/１７（金）

選考日

合格発表

７/ ５(火）
～
１２/２６（月）

注）６月生の入所状況により７月生の定員は変動します。
科

10
月
入
所
コ
│
ス

名

定員

ＣＡＤ・生産サポート科

１５名

溶接施工科

１５名

電気設備技術科

１６名

住環境コーディネイト科

１６名

科

名

定員

ス

1
月
入
所
コ
│
ス

テクニカルメタルワーク科
（企業実習付き）

※月生と１月生を
合わせた人数

１２
月 ＣＡＤ・生産サポート科
入
電気設備技術科
所
コ 住環境コーディネイト科

導
入
講
習
付
き
訓
練

募集期間

施設見学会
訓練体験会

７/１９（火）
～
８/２６（金）

６/２３（木）
７/２０（水）
★７/２７（水）
★８/ ８（月）
８/１７（水）

募集期間

施設見学会
訓練体験会

９/２０(火）
～
１１/ １(火）

９/２１（水）
９/２８（水）
★１０/ ６（木）
１０/１３（木）

１５名※

電気設備技術科

１６名※

１０/２０（木）
～
１１/２５（金）

１０/２６（水）
★１１/ ４（金）
★１１/１６（水）
１１/２２（火）

住環境コーディネイト科

１６名※

テクニカルメタルワーク科
（企業実習付き）

１２名※

（６か月）
９/７(水）

９/１６(金）

選考日

合格発表

１０/４（火）
～
Ｒ５ ３/２９（水）

訓練期間

（１か月）＋（６か月）
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ＣＡＤ・生産サポート科

訓練期間

１１/ ９(水）

１１/１８（金）

１２/２（金）
～
Ｒ５ ６/２９（木）
（６か月）

１２/ ７（水）

１２/１６（金）

Ｒ５ １/５（木）
～
６/２９（木）

注）１２月生の入所状況により１月生の定員は変動します。

12月以降の見学会・体験会の日程
施設見学会（各科説明、各科見学）

訓練体験会（各科説明、訓練体験）★印の日

日程：１２/21
（水）
、
１/25
（水）
、
２/1
（水）
時間：13：00～15：00（10分前集合）

日程：★2/6
（月）
、★２/15
（水）
時間：14：00～16：30（10分前集合）

『見学会・体験会』の詳細については、P2 を、『導入講習付き訓練』については P9 をご覧ください

施設見学、訓練体験のお申し込み・お問い合せは
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ポリテクセンター佐世保

☎0956-58-3118

訓練内容が詳しくわかる

「施設見学会」＆「訓練体験会」
当センターの訓練内容について、より正しく知っていただくために、施設見学会、訓練体験会を開催
しています。また、仕事の種類や内容を知る、希望する仕事を選ぶ等の就職活動に向けた情報収集に
も役立ちます。ぜひ一度ご参加ください。

施設見学会

★開催時間／13：００～15：００

見学する訓練内容は時期によって異なります。

各 訓 練 科 の 訓 練 内 容 、関 連 する就 職 職 種や
資格等についてテクノインストラクター ※1 が
説 明を行 います。また、実際に訓練受講風景
を見学し、授業で使用する機器や施設の雰囲
気等を確認することができます。
※1 職業訓練指導員の愛称

※携行品／筆記具、キャップ（帽子）
※動きやすい服装、靴でお越しください。
（半ズボン・サンダルは不可）

訓練体験会

★開催時間／14：００～16：3０

電話でのお申し込みの際に、体験を希望する
訓練科名をお伝えください。

職業訓練の一部を体験します。
１回 の 参 加 で２コー スまで 体 験 できます の
で 、受 けた い 訓 練コースの 選 択に役 立 ちま
す。
※携行品／筆記具、キャップ（帽子）
※動きやすい服装、靴でお越しください。
（半ズボン・サンダルは不可）

参加者の声
見学会参加者の声
全ての訓練コース
を見学できたの
で、具体的なイ
メージがつかめて
よかったです。

訓練内容や授業
の風景を見学する
ことで、パンフレット
に書かれていたこと
をより深く理解する
ことができました。

訓練体験参加者の声
訓練を体験す
ることで、自分に
合っているか確
かめることがで
きました。

○施設見学会、訓練体験会の開催日はＰ１に掲載しています。
○参加申込みは、ポリテクセンター佐世保に電話でお申し込みください。
※施設見学は、開催日以外でも随時対応いたします。お気軽に当センターへご相談ください。

初めての内容で緊
張しましたが、職員の
皆さんがとても親切
で、説明もわかりやす
く体験会に参加して
本当によかったです。

お申し込み・お問合せは

ポリテクセンター佐世保

☎0956-58-3118
まで
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“就きたいしごと”を
！
う
ょ
し
ま
み
て
し
イメージ
STEP

※再就職に向けた“次の一歩”をイメージ
す る た め の ツ ー ル で す 。必 ず ハ ロ ー
ワークの職業相談を経てあなたにあっ
た"職業"に就くための訓練科を選択し
てください。

興味のあるしごとのグループを選びましょう！
企画・設計に興味がある

グループ

グループ

グループ

A

C

B

D

「建物」を建てるしごとに興味がある

「製品」を造るしごとに興味がある

グループ

ものづくり
は楽しそう
だけど…

加工・施工に興味がある

STEP
グループ

A

各グループから就きたいしごとを選びましょう！
イメージをカタチに！

製造業 （設計・管理関連）

カタチにしたいのは ①形状？②利益？

①CAＤを使ってNC工作機械でイメージ
を形状にするしごとがしたい！

CAD・生産サポート科
03

②生産管理・品質管理で利益を上げる。ものづくり
をサポートするしごとがしたい！

詳しくは P11 ～ 12 へ

グループ

B

暮らしを提案！建設業 （改修計画・提案関連）
提案したいのは ①希望？②安心？

①“住む人の希望”を聴き、新しい暮らしを
提案・実現するしごとがしたい！

②いつまでも安心して住むことのできる“
福祉住環境”を提案するしごとがしたい！

住環境コーディネート科

グループ

C

技を極める！

詳しくは P17 ～ 18 へ

製造業 （技術・技能系職種関連）

極めたいのは ①鉄を切って繋げてものをつくる？
①車や船の製造現場、橋やビルの建設現場、オールラ
ウンドに活躍できるしごとがしたい！

溶接施工科 詳しくは P13 ～ 14 へ
②実際の職場環境を体感し、現場でのしごとの体験
がしたい！

テクニカルメタルワーク科（企業実習付き）
詳しくは P19 ～ 20 へ

グループ

D

環境を創り出す！

設備工事業 （電気・設備関連）

創りたいのは ①便利な環境？ ②快適な環境？ ③プログラム制御？

①動かす・照らす・温める。み
んなの暮らしに便利をつく
るしごとがしたい！

②“なんだかここにいると、心
地いい”。みんなの快適を創
るしごとがしたい！

電気設備施工科

STEP

③家電や設備などを配線や専
用マイコン等で制御するし
ごとがしたい！

詳しくは P15 ～ 16 へ

“就きたいしごと” がイメージできたら、ハローワーク
職業相談窓口で必要な訓練について相談しましょう！
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ハロートレーニングとは
再就職を目指す求職者の方を対象に、キャリアアップや希望する仕事に就くために
必要な職業スキルや知識を習得することができる公的な制度です。
ポリテクセンター佐世保は、企業での生産現場の実態に即した「ものづくり分野」で
早期再就職をするための６か月又は７か月の公共職業訓練を実施しています。

コース種類

一般コース
ＣＡＤ・生産サポート科 …Ｐ11へ
溶接施工科 …………………Ｐ13へ

電気設備技術科 ……………Ｐ15へ
住環境コーディネイト科 …Ｐ17へ

導入講習付きコース
対象時期：６月・12月入所

詳しくはP9へ

企業実習付きコース
対象コース：テクニカルメタルワーク科

詳しくはP10へ

受講のメリット
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受講料が無料です

スキルアップできます

受講対象と認められた方は、専門技術を持っ
たテクノインストラクターのもと、無料で訓
練を受けることができます。
（ただし、テキス
ト代、作業服、靴及び資格試験受験料等は自
己負担です。）

初めての方でも基礎から応用までじっくり
学ぶことができます。実践的な実習が中心
のカリキュラムで、再就職を目指してスキ
ルアップできます。

手厚い就職支援が受けられます

仲間がいます

経験豊かなテクノインストラクターや就職
支援アドバイザーによるジョブ・カード、履
歴書・職務経歴書の作成指導や、模擬面接
等、個々に対応した手厚い就職支援が受け
られます。

同じ目標を持つ仲間と情報交換しながら、再
就職活動を進めることができます。さまざま
な年齢層の方と一緒に学ぶことは、コミュニ
ケーション能力の形成にも役立ちます。

訓練受講の一日
午前

午後

8：55 ラジオ体操

12：40 ラジオ体操

朝の始まりは体操から！

9：00 朝礼・午前の訓練開始

今日の課題は何だろう？
気合を入れて頑張ろう

午後の始まりも体操から！

12：45 午後の訓練開始

お腹いっぱいで眠いけど、安全に
気をつけて頑張ろう！

14：30／15：25／16：20 清掃

11：45 お昼休み

お昼は訓練生ホールで楽しく食事

今日も一日頑張った。
清掃も仲間と一緒だと楽しい！

14：35／15：30／16：25 放課後

※訓練終了時間は５時限、
６時限、
７時限授業によって違います。
それぞれ、授業終了後、清掃時間が５分程度あります。
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再就 職 を目 指す女性へ
ものづくりというと男性の仕事なのでは…と思われる方が多い
ですが、企業の生産性向上にむけ、女性が活躍できるものづくり
の場がどんどん増えています。ポリテクセンター佐世保で、長く
使える技能をプラスして就職先の幅を広げてみては？

40名
5人に1人が女性

・令和2年度の女性受講者は
・受講者の

ものづくりに
興味があるけど、
女性でも大丈夫かな？

女性でも
就職できるの？

大丈夫です！男女比はコースにより

女性に人気の事務職でも、ポリテ

差がありますが、
どのコースでも男

クセンターで一連の流れを学ぶと

性にしかできない実習は実施して

「現場のことがわかる事務職」
とし

いません。

て採用しやすいという声をいただ
き ま す 。ポリテ ク セ ン タ ー で は
様々な職種のリクエスト求人をい
ただき、採用に繋がっています。

女性が少ないと
なじめるか心配です。
女性が少なくてもすぐに打ち解け
る雰囲気です。男性・女性、年代に
関係なく皆さん再就職を目指して
頑張っています。担当する先生も親

いっしょに
う！
がんばりましょ

託児サービス

切でとてもやさしい人ばかりです。

子育て中の方も安心して訓練を受講できるよう、訓練受講
中にお子様を周辺の託児施設に預けることができます。

対象者

対象コース

未就学児の保護者で求職中の方。また、訓練の受
講に際し託児サービスの利用が必要であるとハロー
ワークが認めた方。

託児サービス利用料
無料（食事代、おやつ代、おむつ代、慣らし保育代等
は実費です。）

ポリテクセンター佐世保で実施する全てのコース。

申込み
訓練申込と併せてハローワークで相談の上「託児サー
ビス利用申込書」をハローワークへ提出してください。

※ご注意
・託児サービスはポリテクセンター佐世保が委託する委託施設で
行うため、託児施設へのお子様の送迎が必要です。
・託児施設は、利用される方のお住まいやお子様の年齢等をもとに
その都度決定します。託児サービスの内容や利用条件等は託児
施設により異なります。
・受入れ可能な託児施設が確保できない場合や申込者多数の場
合、利用できないことがありますのでご了承ください。

託児サービスに関する お問い合わせ
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ポリテクセンター佐世保

TEL 0956－58－3118

充 実 し た 就職支援
就職に向けて、職員一同全 力 で サ ポ ー ト し ま す ！
受講生の就職希望をまとめた
「人材情報」の発行

企業 見学・説明会の実施
就職支援アドバイザーが
求人企業の見学や説明会
を企画し、ミスマッチが
ないよう、求人企業との
仲介をします。

企業約600社への配布ととも
に当センターのホームペー
ジに公開し、求人企業との
マッチングを支援します。

就職 支援

マンツーマンによる就職相談

就職支援を実施しています。
■ジョブ・カードの作成
■履歴書・職務経歴書の作成
■面接のトレーニング
■オンライン面接に対応する
環境も整備しています。

テクノインストラクターや就職支援アドバイザーによる
個別相談を実施しています。
■自己分析、
キャリアの棚卸し
■ジョブ・
カードの作成指導
（履歴書、職務経歴書の作
成相談）
■模擬面接

その 他

ジョブ・カード

■最新の求人情報を提供

ジョブ・カードは、職業生活等で
経験した職務履歴、取得した資
格や、職業に対する考え方等を
整理できるキャリア形成支援ツ
ールで、幅広く就職活動などに
活用できます。

■合同就職面接会等の

情報提供
■企業情報の提供
■就職支援用図書等の閲覧
■求人検索をするための
パソコンを設置しています。

就職支援の流れ
就職支援
1ヶ月目
ステップ1
ジョブ・カード説明

2ヶ月目
ステップ2
応募書類の作成

・ジョブ・カードの概要説明 ・応募書類の作成
・面接の心得
・自分自身の強み
・面接の受け方
・アピールポイント

3ヶ月目
ステップ3
人材情報の作成
・就職活動の心構えと
準備
・人材情報の作成説明

4ヶ月目

5ヶ月目

就職講話

ビジネスマナー

6ヶ月目

・企業人事担当者に
・ビジネスマナー
よる講話
・情報化社会のマナー
・ハローワークによる講話 （SNS等でのマナー）
・具体的な行動、手続き等

フォローアップ
未就職者には修了後も個別相談を行います！
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導 入 講習 付き訓練の概要
これまでと違った業界を知りたい方、職業経験が少ない方等を対象に、6月または12月の1か月間、将来の
働き方について考えるとともに、基礎的なコミュニケーション等のヒューマンスキルを習得します。
導入講習付き訓練を受講される方は、ハロートレーニング（本訓練）のいずれかを選択したうえで、導入講習
修了後は、引き続きハロートレーニングの7月・1月入所生として、6か月間の訓練を受講していただきます。

訓練の流れ
1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

① 導入講習

4ヶ月目

5ヶ月目

6ヶ月目

7ヶ月目

②本訓練

①導入講習（1か月間）
コミュニケーション能力やビジネスマナーなど、就職能力と訓練コースの基礎的能力を習得します。
就職のための
職業能力開発の導入

18時間

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、計画的な職業能力開発

チームで働く力

18時間

企業が求める能力を知る、
自身の振り返り、
自身を表現する、
コミュニ
ケーションの基本、
ビジネスマナー、チームビルディング

考え行動する力

18時間

仕事を見つける力

18時間

職業に対する興味と職業探索、就職先に求める条件の整備、仕事に
必要な能力、会社が求める人材、仕事のマッチング

ITリテラシー

18時間

PCを使いこなせる能力開発
（文書作成、表計算など）
、
プレゼンテーション実践技術

自分と相手を尊重する表現技法、
自己表現方法、
トラブル解決

ビジネスマナーの様子

②本訓練（６か月間）
導入講習修了後に、次のいずれかの訓練コースを受講していただきます。
★ＣＡＤ・生産サポート科

★電気設備技術科

★住環境コーディネイト科

★テクニカルメタルワーク科（企業実習付き） ※企業実習付きコースは概ね５５歳未満の求職者を対象
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企業 実習付き訓練の概要
この訓練は、概ね55歳未満の方を対象に、企業での実習を約1か月間組み込んだハロートレーニングです。
企業実習後は実習先での課題や訓練内容についてのフォローアップ訓練（施設内）を行います。

施設内訓練（４か月）
対象科：テクニカルメタルワーク科

1

個別面談
希望する仕事の相談
企業実習は、受講者が希望する仕事にスムーズに
就くための方法の一つです。そのために、まずど
の仕事を希望するのか、テクノインストラクター
と面談や話し合いを重ねて絞り込んでいきます。

2

企業探し
希望する実習先の開拓

企業実習

フォローアップ訓練

（１か月）

（１か月）

受講生のメリット
①自分の適性を見極めることができ、就職が
有利に！
②実践力が高められるため、就職が有利に！
③企業実習後の能力評価により、採用の際
に企業から適正な評価を得ることができ、
実習企業への就職が有利に！

希望する仕事に応じた企業実習先を受講者の皆さ
んとともに開拓します。実習に必要な書類の手続
きや、必要な道具の確認など実習先と連絡を取り
ながら、滞りなく準備を進めていきます。

3

企業実習

巡回指導
企業実習中もサポート

企業実習中にそのまま内定をいただく方も！

4

企業実習中はテクノインストラクターが
巡回指導を行い、企業と連携を取りなが
ら受講者をサポートします。

職業能力証明
訓練成果の評価
企業実習先から訓練成果を総括した評価書類を受け取ります。客観的な評価があることにより、
実習の振り返りや自分自身のキャリアの自信につながります。

5

フォローアップ
企業実習後もしっかりサポート

よくある質問

就職に向けた就職活動を円滑にできるよう
サポートします。求人情報の提供をはじめ、
きめ細かく丁寧に支援を行います。

Q 企業実習は必須科目なのでしょうか？
（企業実習を受講しない場合は修了できません。）
A 企業実習は必須科目です。

就職活動をして就職

Q 実習先の企業は選択できるのでしょうか？
A 企業実習先は、本人の希望を考慮いたしますが、必ずしも希望どおりに
ならないこともあります。

Q 企業実習先への就職は可能ですか？
A 可能です。就職する受講者も多くいます。
Q 企業実習中に企業の設備を破損したらどうなりますか？
A 企業実習中の事故による負傷や損害賠償に備えるため、職業訓練生
総合保険に加入する必要があります。保険料は4,900円です。
（導入講習付き訓練は5,550円）
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就職率

.7％
85
CAD・生産サポート科
ものづくり分野に必要な人材へ

令和2年度実績

入 所月 4月／7月／10月／1月

受講期間 6か月訓練又は7か月訓練

定員

15名

機械図面をCADで作成するための技能や知識、NC工作機械の加工プログラム作成、原価計算
のための経理の知識や品質管理の知識など、生産補助（サポート）する業務につくための技能及
び関連知識を習得します。

受験により取得可能な資格

カリキュラム構成

● 機械・プラント製図技能検定 ※1
● 普通旋盤、フライス盤技能検定
● 簿記検定
● CAD利用技術者試験（機械）
● 品質管理検定(QC検定）
※1
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技能検定とは、働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベ
ルを評価する国家検定制度です。試験に合格すると「技能士」と名乗ることが
できます。

活用・測定

ＣＡＤ・生 産 サ ポ ー ト 科

この3か月で製造業における原価計算や品質管理、NC工作機械の
プログラミング及び加工を学ぶ！
4月･10月

製造業の会計
企業における経理事務に必要な取引の
仕訳や記帳、現金管理や固定資産の管
理、減価償却の方法等一連の会計処理
に関する知識を習得します。

5月･11月

6月･12月

製造業の原価計算・品質管理

NC旋盤・マシニングセンタ

受注生産や見込み生産により製品を製
造する企業における原価計算の会計手
法 を 習 得 し ま す 。表 計 算 ソ フ ト 等 を
使ったデータ処理方法や測定、品質管
理手法を習得します。

NC旋盤※1やマシニングセンタ※2のプロ
グラム作成や、実際に加工するための段
取り作業など、基本操作を習得します。
※1) NC旋盤：円筒形状の金属を自動的に削る機械
※2) マシニングセンタ：プロック形状の金属を自動的に削る機械

この3か月で機械製図を理解し、CADシステムにより様々な機械
図面の作成を学ぶ！
7月･1月

8月･2月

9月･3月

機械製図

2次元CAD

3次元CAD・CAM

設計・製造業務を行ううえで最も重要な
JIS規格に基づく機械製図の基礎知識
を理解し、機械に関する図面の読解と
製図手法について習得します。

2次元CAD※3の概要を理解し、CADに
よる図面作成に関する技能及び関連知
識を習得します。
※3）2次元CAD：パソコソで図面を描くためのソフト
使用ソフト：AutoCAD

3次元CAD ※ 4 における機械部品の作
成、部品同士の組み立て、2次元への図
面展開に関する知識及び操作技術につ
いて習得します。CAD／CAMの概要と
それに関わる機器の操作を習得します。
※4) 3次元CAD：立体形状が描けるCAD
使用ソフト：Solid Works

テクノインストラクターからのコメント
機械加工 ・ 機械設計 ・ 製品検査 ・ 原価管理等の
生産をサポートする様々な職種で活用できます。

主な仕事
●
●
●
●
●

CADオペレーター
設計補助
工場事務
生産管理・品質管理
NCオペレータ等

必要経費
テキスト代：1,100円程度
訓練生総合保険（任意）：4,900円
く導入講習付き訓練＞
テキスト代：3,800円程度
訓練生総合保険（任意）：5,550円
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就職率

84.6％

溶接と板金の生産実務者へ

溶接施工科
入 所月 4月／10月

受講期間 6か月訓練

令和2年度実績

定員

15名

金属の溶接作業を中心に、金属の切断、研削、曲げ、穴あけ等の各種加工に関する技能及び関
連知識を習得します。

訓練期間中に取得可能な資格
● ガス溶接技能講習(4月・10月実施）※1
長崎労働局長登録教習機関 第014-1号

登録有効期間満了日 2024年3月30日

● アーク溶接等の業務に係る特別教育 ※2 (5月・11月実施）
● 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育(4月・10月実施）※3
※1
※2
※3

可燃性ガス、酸素を使用する金属の溶接、溶断、加熱の業務に従事するために必要な資格です。
被覆アーク溶接、半自動アーク溶接などのアーク溶接の業務に従事するために必要な資格です。
自由研削用といしの交換・試運転の業務に従事するために必要な資格です。

受験により取得可能な資格
● 溶接技能者評価試験（被覆・半自動・TIG) ※4
く試験＞6月・10月・2月

※4
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く受験申込＞試験月の約2か月前

外部団体主催のため、別途受験料が必要になります。

カリキュラム構成

溶接施工科

この 3 か月で被覆アーク溶接及び炭酸ガスアーク溶接作業を学ぶ！
4月･10月

金属加工基本
図面を理解するために必要な製図の
基本を学び、ケガキ、切断、穴あけ、測
定方法等を習得します。自由研削用と
いし特別教育、ガス溶接技能講習の安
全教育を実施します。

6月･12月

5月･11月

被覆アーク溶接

炭酸ガスアーク溶接

安全教育として、アーク溶接等の業
務に係る特別教育を実施します。屋
外現場等で利用される被覆アーク溶
接の技能及び関連知識を習得します。

一般に半自動溶接やCO 2 溶接と呼ば
れ、製造現場で広く使用されている炭
酸ガスアーク溶接の技能及び関連知
識を習得します。

この 3 か月でTIG溶接、鉄鋼材の加工及び機械板金作業を学ぶ！
7月･1月

8月･2月

9月･3月

TIG溶接

機械板金・プレス作業

鉄鋼材加工

アルゴン溶接とも呼ばれ、薄板の溶接
を得意とするTIG溶接に関する技能及
び関連知識を習得します。

プレス機械などを用いて薄板を加工
し製品を作る作業は機械板金作業も
しくはプレス作業と呼ばれます。
機械板金作業・プレス作業に必要な技
能及び関連知識を習得します。

テクノインストラクターからのコメント

溶 接 や板 金は 幅 広い 業 務 で必 要とされる技 術・技
能です。溶 接を含めた金属加工の職 業を目指す方、
訓練で加工作業を練習してみませんか。

鋼材加工や組立溶接等の製缶作業に
関する技能及び関連知識を習得しま
す。構造物図面を見ながら、切断、穴あ
け、バリ取り、現図、組立溶接等の一連
の作業を習得します。

主な仕事
●
●
●
●
●
●

溶接工
船舶造修工
製缶工
板金工
機械器具組立工
配管工

必要経費
テキスト代：4,500 円程度
訓練生総合保険（任意）：4,900 円
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就職率

82.1％

暮らしを支える電気技術者へ

電気設備技術科
入 所月 4月／7月／10月／1月

令和2年度実績

受講期間 6か月訓練又は7か月訓練

定員

16名

一般用電気設備の設計・保守管理及び電気工事士に必要な技術・技能を習得します。また、太陽
光発電システム、消防設備、制御盤、配電盤の設計・製作・施工及び保守点検の技能・関連知識を
習得します。

受験により取得可能な資格
● 電気工事士の資格 ※1
■第二種電気工事士
＜試

験＞上期：筆記5月・技能7月
下期：筆記10月・技能12月

＜受験申込＞上期：3月下旬～4月上旬
下期：8月中旬～9月上旬
＜受 験 料＞9,600円

■第一種電気工事士
＜試

験＞筆記10月・技能12月

＜受験申込＞6月中旬～7月上旬
＜受 験 料＞11,300円
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カリキュラム構成
● 消防設備士の資格
■消防設備士第四類（甲、乙）
＜試

験＞前期：8月頃（佐世保市）
後期：1月頃（長崎市）

※1 ビル、工場、商店、一般住宅などの電気設備
の安全を守るために工事の内容によって、一定の資
格のある人でなければ電気工事を行ってはならない
ことが、法令で定められています。その資格のある
人を電気工事士といいます。電気工事士の資格には、
第一種と第二種の2種類があります。
■第二種電気工事士：一般住宅や店舗等の600ボル
ト以下で受電する設備の工事に従事できます。
■第一種電気工事士：第二種の範囲と最大電力500キ
ロワット未満の工場、ビル等の工事に従事できます。
注）第一種電気工事士は受験できますが、免状交付に
は3年以上の実務経験が必要です。

電気設備技術科

この 3 か月で電気設備工事を学ぶ！
4月･10月

一般用電気設備工事
電気の基礎、電気工事に必要な技能
及び関連知識を習得します。

5月･11月

6月･12月

電灯配線工事・CAD活用技術
CAD ※1 を利用した電気図面作成及
び一般住宅の電気工事施工方法を習
得します。

電気設備設計施工
配管工事（金属管、合成樹脂管等）に必
要な性能及び関連知識を習得します。

※1）CAD：パソコンによる図面作成
使用ソフト：JWCAD

この 3 か月で自動制御及び消防設備、太陽光システムの施工技術
を学ぶ！
7月･1月

8月･2月

9月･3月

シーケンス制御

シーケンス制御技術・
防災設備工事

情報活用技術・
太陽光システム工事

シーケンス制御 ※2 の技能及び関連知
識を習得します。
※2）シーケンス制御：主に工場等のラインを動かすための
自動制御技術

【シーケンス制御技術】PLC ※3 のプロ
グラミング及び配線の技能及び知識
を習得します。
※3）PLC制御：専用のマイコン機器を利用Lたシーケンス制御

【防災設備工事】消防設備（自動火災報
知設備）に関する知識•技術及び工事
ならびに点検方法等を習得します。

テクノインストラクターからのコメント
電気の基本から指導します。初心者の方もしっかり
学べます。電気技術者を目指して頑張りましょう。

【情報活用技術】IT関連の基本操作及
び関連知識を習得します。
【太陽光システム工事】太陽光システ
ムの計画・工事に関する技能及び関連
知識を習得します。

主な仕事
●
●
●
●

電気工事
消防設備技術者
設備管理・ビル管理
製造（配電盤・制御盤線立）等

必要経費
テキスト代：8,900 円程度
訓練生総合保険（任意）：4,900 円
＜導入講習付き訓練＞
テキスト代：11,600 円程度
訓練生総合保険（任意）：5,550 円
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就職率

88.9％

住まいの環境を多角的にアドバイスできる人材へ

令和2年度実績

住環境コーディネイト科
入 所月 4月／7月／10月／1月

受講期間 6か月訓練又は7か月訓練

定員

16名

室内のレイアウトや内装、家具、照明などインテリア施工、住環境計画の提案ができるまでの
技能及び関連知識を習得します。

受験により取得可能な資格
● インテリアコーディネーター ※1
＜試

験＞一次：10月

二次：12月

● 福祉住環境コーディネーター ※2
＜試

験＞3級・2級：ともに7月・11月

● カラーコーディネータ一 ※3
＜試

験＞スタンダード・アドバンス：
ともに6月・12月

● 色彩検定
＜試

験＞3級・2級：ともに6月・11月

● 建築CAD検定試験

17

カリキュラム構成
※1 インテリアコーディネーターとは、さまざ
まな顧客の要望に応えて室内のレイアウトや内装
材、家具、照明等を選び、
「快適な住空間」を創造
するインテリアのスペシャリストです。
※2 福祉住環境コーディネーターとは、高齢者
や障害者に対して住みやすい住環境を提案するア
ドバイザーです。
※3 カラーコーディネーター とは、主に住宅や
ホテルに加えてレストラン等のインテリア、
ファッション、商品デザインやディスプレイ、建
築・土木景観等の色彩や配色等について助言をす
る専門家のことです。カラーアドバイザーもしく
はカラーコンサルタントともいいます。

住環境コーディネイト科

この 3 か月で住宅建築工法、住環境を理解し、顧客に最適な
住環境計画の提案を学ぶ！
5月･11月

4月･10月

住環境改善計画
建築物や住環境の概要、建築関係法
規、高齢者及び身障者向け住宅への改
修、住環境整備技術及び住環境計画の
作成に関する技能及び関連知識を習
得します。

住環境改善提案

6月･12月

インテリアコーディネート

顧客の価値を理解し、相応しい住環
境改善提案に係る実務に必要な技
能・知識及び建築CAD ※1を利用した
提案技術を習得します。

家具・カーテン・照明器具等のインテ
リアコーディネートや、ITによる顧客
獲得プレゼンテーションの技能及び
関連知識を習得します。

※1）立体形状が描けるCAD
使用ソフト：マイホームデザイナー

この 3 か月で住宅の省エネルギー化と住環境に対応した
インテリア施工及び給排水・衛生設備施工を学ぶ！
7月･1月

8月･2月

9月･3月

インテリア施工

給排水施工・積算

住宅エコ電気設備施工・
設備CAD

木造住宅の省エネ対策や、床の張替・
クロス張り等のインテリア施工、併せ
て大工道具や電動工具の取扱い等の
技能及び関連知識を習得します。

トイレや洗面所周りを中心とした住
宅の給排水設備に関する技能及び関
連知識を習得します。また、工程計画・
積算の技能及び関連知識を習得しま
す。

住宅の電気配線及びエコ電気設備の
施工に関する技能及び関連知識を習
得します。また、設備CAD※2による設
備図の作成に関する技能及び関連知
識を習得します。
※2）平面図形が描けるCAD

住宅アドバイザーやインテリア施工関連職種等への
就職に向けて、新たな可能性への挑戦を応援します。

主な仕事

テクノインストラクターからのコメント

●
●
●
●
●
●
●
●

使用ソフト：JWCAD

住宅アドバイザー
住宅営業
インテリアコーディネーター
リフォームアドバイザー
CADオペレーター
住宅設備ショールームアドバイザー
福祉用具アドバイザー
不動産紹介事務 等

必要経費

テキスト代：7,800円程度
訓練生総合保険（任意）：4,900円
く導入講習付き訓練＞
テキスト代：10,500円程度
訓練生総合保険（任意）：5,550円
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就 職率

0（ゼロ）から溶接技術者へ

企業実習付き

100％
令和2年度実績

テクニカルメタルワーク科
入 所月 7月／1月

受講期間 6か月訓練又は7か月訓練

定員

12名

企業実習を併用した訓練により、金属加工分野における必要な知識と各種金属の溶接法（被覆
アーク溶接、炭酸ガスアーク溶接、TIG溶接）に関する技能及び関連知識を習得します。

訓練期間中に取得可能な資格
● ガス溶接技能講習(7月・1月実施）※1
長崎労働局長登録教習機関 第014-1号

登録有効期間満了日 2024年3月30日

● アーク溶接等の業務に係る特別教育 ※2 (8月・2月実施）

● 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育(7月・1月実施）※3
※1
※2
※3

可燃性ガス、酸素を使用する金属の溶接、溶断、加熱の業務に従事するために必要な資格です。
被覆アーク溶接、半自動アーク溶接などのアーク溶接の業務に従事するために必要な資格です。
自由研削用といしの交換・試運転の業務に従事するために必要な資格です。

受験により取得可能な資格
● 溶接技能者評価試験（被覆・半自動・TIG) ※4
く試験＞6月・10月・2月

※4
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く受験申込＞試験月の約2か月前

外部団体主催のため、別途受験料が必要になります。

カリキュラム構成

この6か月で鉄鋼材の加工及び溶接作業を学ぶ！
8月･2月

7月･1月

金属加工基本
図面を理解するために必要な製図の
基本を学び、ケガキ、切断、穴あけ、測
定方法等を習得します。自由研削用と
いし特別教育、ガス溶接技能講習の安
全教育を実施します。

10月･4月

TIG溶接
アルゴン溶接とも呼ばれ、薄板の溶接
を得意とするTIG溶接に関する技能及
び関連知識を習得します。

9月･3月

被覆アーク溶接

炭酸ガスアーク溶接

安全教育として、アーク溶接等の業
務に係る特別教育を実施します。屋
外現場等で利用される被覆アーク溶
接の技能及び関連知識を習得します。

一般に半自動溶接やCO 2 溶接と呼ば
れ、製造現場で広く使用されている炭
酸ガスアーク溶接の技能及び関連知
識を習得します。

11月･5月

12月･6月

フォローアップ訓練

企業実習
企業において実習指導を受けながら、
生産活動を理解し、生産現場での実務
を体験します。施設内訓練では習得で
きない現場での“ものづくり”を体験
し、製品製造の知識・技能・安全につい
て習得します。

テクノインストラクターからのコメント

溶 接は幅広い業種で必要とされる技術です。鉄 工、
溶接関係等での就職を目指している方を待っていま
す。製造現場で必要な技術の習得をサポートします。

テクニカルメタルワーク科

企業実習付き訓練

企業実習で得られた経験を通じて、訓
練内容を復習しながら不足していた
技能及び関連知識についてのフォ
ローアップ訓練を実施します。

主な仕事
●
●
●
●
●
●

溶接工
船舶造修工
製缶工
板金工
機械器具組立工
配管工

必要経費
テキスト代：4,500円程度
訓練生総合保険（必須）：4,900円
く導入講習付き訓練＞
テキスト代：7,200円程度
訓練生総合保険（必須）：5,550円
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訓練に関する資格関係一覧
資格等の名称
技能検定
機械加工
普通旋盤

C
A
D
・
生
産
サ
ポ
ト
科

技能検定
機械加工
普通旋盤

手続きする機関

電話番号

3級
汎用フライス盤
3級

長崎県職業能力
開発協会

095-894-9971

簿記検定

各商工会議所

最寄りの商工会議所

CAD利用技術者試験（機械）

一般社団法人
コンピュータ
教育振興協会

03-3560-8435

日本規格協会
ＱＣ検定センター

03-4231-8595

アーク溶接等の業務に
係る特別教育

第二種電気工事士

電
気
設
備
技
術
科

住
環
境
コ
デ
ネ
イ
ト
科
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当センター

0956-58-3118

インテリア
コーディネーター
福祉住環境
コーディネーター
2級/3級
カラーコーディネーター
スタンダード/アドバンス
色彩検定
2級/3級
建築ＣＡＤ検定試験
2級/3級

3月、9月
該当カリキュラムを履修かつ
学科試験合格により取得可能

5月、11月
該当カリキュラムの全てを
履修により取得可能
4月、10月

一般社団法人
長崎県溶接協会

一般財団法人
電気技術者
試験センター

0957-52-1146

03-3552-7691
9：00～17：15
平日のみ

申込みは試験の約2か月前
６月、10月、２月 【基本級】15歳以上で実務
経験が1か月以上必要

上期【筆記】 5月
【技能】 7月
下期【筆記】10月
【技能】12月

【筆記】10月
【技能】12月

第一種電気工事士

消防設備士
第四類（甲、乙）

6月、11月、2月

4月、10月

自由研削用といしの取替え等
業務に係る特別教育
溶接技能者評価試験
（被覆・半自動・ＴＩＧ）

12月～1月

1月

ガス溶接技能講習

溶
接
施
工
科

備考

7月～8月

技能検定
機械・プラント製図 3級
（機械製図ＣＡＤ作業）

品質管理検定（ＱＣ検定）

実施時期

一般財団法人
消防試験研究
センター

03-3597-0220
095-822-5999
（長崎県支部）

03-5379-8600
インテリアコーディ
ネーター資格試験運営 公益社団法人インテリア産業協会
9：30～17：45 平日のみ
事務局

東京商工会議所
検定センター

03-3989-0777
10：00～18：00
土日・祝日・年末年始
を除く

前期 : 8月頃
後期 ：2月頃

一次試験
二次試験

10月
12月

7月～ 8月
11月～12月
6月～ 7月
10月～11月

公益社団法人
色彩検定協会

03-5510-3737
9：30～17：30 平日のみ

６月、11月

一般社団法人
全国建築ＣＡＤ連盟

052-962-5544

４月、10月

受験申込期間は
上期（長崎）
３月下旬～４月上旬
下期（長崎）
８月中旬～９月上旬

受験申込みは
６月中旬～７月上旬

免状の種類によって対象
設備が異なる
甲種のみ受験資格あり

手続きする機関

資格等の名称

電話番号

テクニカルメタルワーク科

ガス溶接技能講習
アーク溶接等の業務に
係る特別教育

当センター

0956-58-3118

備考

7月、1月

該当カリキュラムを履修かつ
学科試験合格により取得可能

8月、2月
該当カリキュラムの全てを
履修により取得可能

自由研削用といしの取替え
等業務に係る特別教育
溶接技能者評価試験
（被覆・半自動・ＴＩＧ）

実施時期

7月、1月
一般社団法人
長崎県溶接協会

0957-52-1146

申込みは試験の約2か月前
6月、10月、２月 【基本級】15歳以上で実務
経験が1か月以上必要

最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）
所在地

資格等の名称

電話番号

佐世保公共職業安定所

〒857-0851

佐世保市稲荷町2-30

0956-34-8609

ハローワークプラザ佐世保

〒857-0052

佐世保市松浦町2-28 JAながさき西海会館3F

0956-24-0810

江迎公共職業安定所

〒859-6101

佐世保市江迎町長坂182-4

0956-66-3131

長崎公共職業安定所

〒852-8522

長崎市宝栄町4-25

095-862-8609

〒857-2303

西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷412

0959-22-0033

大村公共職業安定所

〒856-8609

大村市松並1-213-9

0957-52-8609

諫早公共職業安定所

〒854-0022

諫早市幸町4-8

0957-21-8609

島原公共職業安定所

〒855-0042

島原市片町633

0957-63-8609

五島公共職業安定所

〒853-0007

五島市福江町7-3

0959-72-3105

対馬公共職業安定所

〒817-0013

対馬市厳原町中村642-2

0920-52-8609

〒811-5133

壱岐市郷ノ浦町本村触620-4

0920-47-0054

伊万里公共職業安定所

〒848-0027

伊万里市立花町通谷1542-25

0955-23-2131

武雄公共職業安定所

〒843-0023

武雄市武雄町昭和39-9

0954-22-4155

鹿島公共職業安定所

〒849-1311

鹿島市高津原二本松3524-3

0954-62-4168

長崎公共職業安定所

対馬公共職業安定所

西海出張所

壱岐出張所
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修了生からのメッセージ
ＣＡＤ・生産サポート科
（50代男性）

ＣＡＤ・生産サポート科
（60代女性）

私はパソコンが苦手でＣＡＤ、簿記

ＣＡＤを覚えたいと思い受講しまし

も全く初めてでしたが、知識を広める

た。難しくて苦労しましたが、ＣＡＤで

ことで就職にプラスになると思い受講

描くだけでなく、物の見方等も変わっ

しました。就職活動はキャリア支援室の協力がなければ成

てきました。色々なことを学び経験することができます。何

立しなかったと思います。お陰様で正社員として就職する

事もチャレンジしていくことで、知識と教養が身について

ことができました。

いくと思います。様々な年代の方と学ぶこともいい経験に
なりました。

溶接施工科
（40代男性）

溶接施工科
（30代男性）

溶接の基本を学べたことはとても将

受講して不安な気持ちもありました

来に役立つと思いました。先生方も丁

が、先生方は親切丁寧にゼロから指導

寧でわかりやすく教えてくださるの

してくださり、安心して学ぶことができ

で、本当に自分のためになったと思います。努力は無駄に

ました。溶接をするにあたって、最低限必要な資格が取得

なることはないし、自分の目標をあきらめずに頑張ってほ

できるので、就職後は即戦力として働けます。訓練受講は

しいです。

遠回りではなく近道です。

電気設備技術科
（20代男性）

電気設備技術科
（40代女性）

手に職をつけて働きたいと思い、電

授業を受けていくなかで電気の仕

気工事士を目指して職業訓練を受講

組みの面白さに魅了され、第二種電気

しました。ゼロから専門知識を学ぶこ

工事士も無事合格しました。資格を取

とができ、また、様々な人との出会いがあり価値観が広が

得することで多少なり自信を持てるようになり、まだまだ

りました。再就職というみんなが同じ目標を持っていたの

頑張れるなと思いました。気になる訓練科目があれば受

で、日々の訓練にもモチベーション高く取り組むことがで

講してみるのもいいと思います。

きました。

住環境コーディネイト科
（40代女性）

住環境コーディネイト科
（30代女性）

以前から興味のあった建築関係の

ハローワークで紹介されて受講しま

知識を身につけ、自身のステップアッ

した。建築系に興味があったので、す

プになればと思い受講しました。座学

ごく楽しい６か月でした。就職支援もと

や実習で設計や施工の基礎を学び、建築設計の仕事に就

ても親身に相談に乗ってもらえて、活力をいただきまし

くことができました。訓練を通して目標や方向性を見つけ

た。

ることができ、次への足掛かりになると思います。

テクニカルメタルワーク科
（30代男性）
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テクニカルメタルワーク科
（40代男性）

ガス溶接技能講習など資格を取得

キャリア支援室の方には大変お世話

できたことがよかったです。仕事でも

になりました。就職のことだけではなく

役立ちますので、受講をおすすめしま

いろんなことを親身になって聞いてく

す。

ださり感謝しています。

ポリテクセンター佐世保 の

受講料はどうなりますか？
無料です。ただし、訓練で使用するテキスト代や作業
服代及び訓練中の怪我等に対する「職業訓練生総合
保険」料は自己負担となります。必要経費については、
各科のページ(ｐ11～ｐ20)をご覧ください。

選考はどのように行われるのでしょうか？

訓練期間中、就職活動を行うことは
できますか？
可能です。昼休みや訓練終了後などに、キャリア支援
室での求人検索、就職支援アドバイザーとの相談など
ができますので、ぜひご活用ください。

訓練期間中に就職が決まった場合、訓練途中
であっても退所することはできますか？

訓練の受講要件をすべて満たしているか確認するため、
筆記試験及び面接を実施し、ハローワークと協議のうえ
で受講決定いたします。
くわしくは、
ｐ25「申し込みにあ
たって」をご覧ください。また、
ｐ26に筆記試験問題の参
考例を掲載していますので、併せてご覧ください。

している等)を満たせば、早期修了として修了証書が

年齢制限はありますか？

マイカーで通所可能ですか？

年齢制限があるコースは「テクニカルメタルワーク科」の

可能です。無料の駐車場を完備しておりますのでご

みです。概ね５５歳未満を対象としています。詳しくはハ

可能です。入社日に合わせて退所することができま
す。なお、一定の要件(総訓練時間の８０％以上を受講
発行されます。

利用ください。また、自転車やバイクの駐輪場なども

ローワークもしくは当センターまでお問合せください。

完備しておりますのでご安心ください。

訓練期間中に欠席したらどうなりますか？

訓練の途中で、ほかのコースに編入する
ことはできますか？

訓練は休まず受講することが前提ですが、やむを得ず
欠席する場合は届を提出していただきます。欠席した

訓練の途中でコースを変更することはできません。

訓練の補完については、自習した上で、不明な点は担
当指導員にご質問ください。理由の如何にかかわら
ず、
８０％以上の出席が修了の要件です。また、雇用保
険受給者の方、職業訓練受講給付金受給者の方は、や
むを得ない理由による欠席と認められる場合(証明書
類などの提出が必要)は手当が支給されます。詳しくは

昼食をとる食堂はありますか？
昼食を提供する食堂はありませんが、お弁当などを持
参して食べていただける場所として「訓練生ホール」

当センターもしくはハローワークへお尋ねください。

を開放しておりますのでご自由にご利用ください。

訓練を受講することで、何か資格が
取れますか？

生活を維持するためにアルバイトを
することは可能ですか？

「溶接施工科」及び「テクニカルメタルワーク科」では、
「ガス溶接技能講習」
「アーク溶接等の業務に係る特
別教育」
「自由研削用といしの取替え等の業務に係る

可能ですが、必ずハローワークにご相談ください。
(申告書等が必要です。)

特別教育」の資格が取得できます。実習の中に資格取
得につながるカリキュラムを用意しておりますので、
無料で資格取得が可能です。また、ほかのコースにお
いても、訓練期間中や修了後に、任意で資格試験を受
験することが可能です。多くの方が挑戦し、資格を取
得しています。

訓練中はどんな服装をしていますか？
訓練に適した作業服、安全靴等で受講していただき
ます。詳しくは入所式のオリエンテーションで各科担
当指導員がご説明します。
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申し込みにあたって
申込みから入所までの流れ

①相談

②入所申込み

③入所選考

④入所

受講要件
（1）公共職業安定所に求職の申込みを行っており、職業訓練に関連する職種への再就職を希望している方
（2）職業訓練受講及び修了に支障がない方（健康状態等）
（3）公共職業安定所の受講指示等を受けることができる方
※（企業実習付き）テクニカルメタルワーク科は概ね５５歳未満の方が受講対象となります。

入所申込み方法
（1）受講希望者は、 最寄りのハローワークで求職の申込みをし、 必ず職業相談を受けてください。
（2）職業相談後、所定の「入所申込書」を受け取り、必要事項を記入の上、最寄りのハローワークへ募集期間内に
提出してください。この際、本人確認のための写真(横３㎝×縦４㎝)を１枚貼付してください。
※【個人情報の取扱いについて】入所申込書に記入された個人情報は、独立行政法人等の所管する個人情報の保護
に関する法律を遵守し適切に管理いたします。

選考時間・場所
※受験票は発行しませんので、ハローワークでの申込み後、選考日に直接会場までお越しください。

受付

08：45～09：15

選考に係る説明

09：15～09：45

筆記試験

09：45～10：30

面接会場への移動

10：30～10：40

面接試験

10：40～

※選考の時間は、進捗により多少前後することがあります。
※面接時間は、最初と最後の方で終了時刻が大きく異なりますので、
あらかじめご了承願います。

選考方法
（1）面接及び筆記試験の総合判定により選考します。
（2）筆記用具(鉛筆、消しゴム、ボールペン)をお持ちください。
（3）応募者が定員に満たない場合でも、選考の結果により職業訓練を受講できない場合があります。

その他
（1）受講料は、無料です。
※ただし、テキスト代及び作業服代等の経費の自己負担があります。
（2）テクニカルメタルワーク科を受講される方は、職業訓練生総合保険への加入が必要です。
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筆記試験問題の参考例

26

施設案内図

車庫

バイク
駐輪場

140

ポリテクセンターまでのアクセス
■車でお越しの場合

<佐世保方面から>
針尾バイパスをハウステンボス方面へ直進、道路
標識に従って「長崎・西海・西海パールライン」方
面へ「和泉屋」手前から左側側道に降り、江上交
差点を右折してすぐ。
（西九州自動車道使 用の際
は大塔ICで下車）
<ハウステンボス方面から>
早岐瀬戸を越えた先の道路標識に従って「長崎・
西海・西海パールライン」方面へ、左側側道に降り、
江上交差点を左折してすぐ。

■バスでお越しの場合

小島寺下及び深谷バス停での乗下車は、バスの
運行本数が少ないため、大手原バス停のご利用
をお勧めします。時刻表等の詳細につきまして
は、西肥バスのHPでご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 長崎支部

ポリテクセンター佐世保
〒859-3242 長崎県佐世保市指方町668番地
TEL : 0956-58-3118 FAX : 0956-58-3120
https://www3.jeed.go.jp/sasebo/poly/

自転車駐輪場

身障者用

トイレ

