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ポリテクセンター富山の受講メリット
受講無料
受講料は、無料です。

（

テキスト代、
作業服代等は

）

基礎から
学べる

ものづくりの専門知識、
技能・技術が習得できる

90.7％（令和2年度入所生）の方が、

法律で定める認定基準を満た

受講コースと関連がない

職種から入所しています。

した「テクノインストラクター」が
専門的な知識や

技能・技術を教えます。

自己負担です。

一部、外部講師による
授業があります。

充実した
設備

一緒に学ぶ
仲間がいます

実際に企業で使用している

就職を
サポートします

1コースの最大定員は20名程度。

機器、個人では購入が

就職率は86％

老若男女の方々が学んでいます。

（過去３年間平均）です。

みんなで助け合い、

就職支援アドバイザーが皆様の

難しいような大きな機械や

１人で学んだり、就活するよりも

受講中に使用をすることが

励まし合いながら就活できます。

女性受講生も
学んでいます

女性受講生の
就職率87.5％

子育て中の方も
受講中です

令和２年度入所の女性受講生は47人、

多くの企業等で女性が活躍していま

受講時間は9：00（1限目）から15：45

高価な設備も、
できます。

全体の４人に１人が女性です。

す。ものづくりでも女性の方が向いて

実施していませんので、

採用企業からは、「職場の雰囲気が

富山で学んでいます。

聞かれます。

男性にしかできないような実習は
多くの女性がポリテクセンター

いる仕事もありますし、

テクノインストラクターや
就職をサポートします。

（6限目）です。（カリキュラムの都合に
より7限目（終了時間は16：30）を

より良くなった！」という声も

実施することがあります。）
お子さんの送迎にも
間に合います。

その他託児サービスがあります。
無料の託児サービスがあります（食事代、おむつ代等は実費）。なお、託児サービスは当センターが委託する託児施設で行うため、
ご自身での送迎が必要になる他、いくつか条件があります。検討される方は、下記連絡先にお問い合わせください。

お問い合わせ先

ポリテクセンター富山

訓練課受講者第一係

TEL：0766-28-6902（9：00 ～ 17：00） https://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/
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求職者の方々に対して
ハロートレーニング（公共職業訓練）
と
受講案内

1 受講の目的
求職者の方々が再就職するために必要な技能や知識を
習得し、職業に就くことを目的としています。

2 対象者
求職者の方であって、再就職を希望し、職業に必要な
技能・知識 を習得する熱意のある方。

3 受講コース
令和４年度ポリテクセンター富山 ハロートレーニン
グ実施計画（６ページ）のとおり

4 受講日・受講時間
●月～金曜日（土・日・祝日を除く平日）

就職活動の支援
テクノインストラクターや就職支援アドバイザー等
の専任スタッフが、再就職の支援をします。

1開

講

ジョブカードの作成を通じて、自己分析の実施

授業に集中し、技能・技術を身につける

2 ４か月目
就職活動準備
●就職活動レポートの作成
●就職活動事前セミナー
●求職票の作成
●履歴書・職務経歴書の準備
●模擬面接の実施

●９時00分（1限目）～ 15時45分（6限目）
（カリキュラムの都合により７限目を実施すること
があります、終了時間は16時30分です。その他、
授業等の都合により時間を変更する場合がありま
す。）

5 申込先
住居地を管轄するハローワークにお申し込みくださ
い。

6 選考場所
ポリテクセンター富山

7 特典及び経費
●受講料は無料です。
テキスト代及び作業服代等は自己負担となります。
●雇用保険受給資格者の方で、公共職業安定所長の受
講指示を受け入所された場合、修了するまで失業給
付が支給されます。（ただし条件を満たされた方の
み）
●雇用保険受給資格のない方で、求職者支援制度の一
定要件を満たし、公共職業安定所長の支援指示を受
け入所された場合、修了まで職業訓練受講給付金が
支給されます。詳細については、住居地を管轄する
ハローワーク（公共職業安定所）へお問い合わせく
ださい。
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3 ５か月目～
就職活動の本格始動
●就職促進講話の実施、採用の好事例
就職実現のポイント 等
●求職者情報（※1）を企業等へ配布
●履歴書・職務経歴書等の添削アドバイス
●実践面接トレーニング
●個別就職相談
※1

受講生の希望職種等をまとめ、県内約1,000社の
企業に送付し企業からのリクエストに応じ早期
就職へ進めます。

熱意のある方を求めています！

就職に関する様々な支援を行います。
4 ～６か月目
5 就職決定（受講期間中）
6修

了

7 修了後フォロー
修了後の就職支援
●未就職者相談会
●求人等の情報提供(電話連絡等)
●実践面接トレーニング
●履歴書・職務経歴書等の添削アドバイス
●個別就職相談

8 就職決定
（修了後）

就職実績

（修了後３か月以内）
平成30年度…………………………89％
令和元年度…………………………86％
令和２年度…………………………84％

就職率
86％以上!!
ポリテクセンター富山 |
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◆ ハロートレーニング実施計画 ◆
ポリテクセンター富山では求職者の方々が、早期に再就職するための基礎的な
技能・知識や応用性を加味した幅広い技能・技術を習得できます。

入所月

4

コース

定員

■ CAD/CAM技術科（導入講習付）

10

■ 電気設備技術科（企業実習付）

12

■ CAD/CAM技術科

5

20※

■ CAD/NC技術科

15

■ IoT生産システム科（導入講習付）

20

6

■ テクニカルメタルワーク科

12

7

■ CAD/CAM技術科（導入講習付）

10

■ 電気設備技術科

15

■ 組込みソフトウェア科

20

■ ものづくり機械加工科（企業実習付）

12

8

■ CAD/CAM技術科

9
10

11

12
1

2

2/ 1㈫～ 3/11㈮

選考日

受講期間

ページ

3/18㈮

4/7㈭～ 10/28㈮

■ 14
■ 20

3/ 7㈪～ 4/15㈮

4/25㈪

5/10㈫～ 10/28㈮

■ 14
■ 12

5/10㈫～ 11/25㈮
4/ 4㈪～ 5/13㈮

5/23㈪

5/ 9㈪～ 6/17㈮

6/27㈪

■ 22

6/3㈮～ 11/25㈮

■

7/7㈭～ 1/31㈫

■ 18

6/ 6㈪～ 7/15㈮

7/22㈮

■ 16

8/2㈫～ 1/31㈫

■ 10
■ 14

■ テクニカルメタルワーク科

12

7/ 4㈪～ 8/12㈮

8/22㈪

9/1㈭～ 2/28㈫

■ CAD/CAM技術科（導入講習付）

10

8/ 8㈪～ 9/16㈮

9/26㈪

10/6㈭～ 4/28㈮

■ 電気設備技術科

15

■ CAD/CAM技術科

20※

■

9/ 5㈪～10/14㈮

15

■ IoT生産システム科（導入講習付）

20

■ テクニカルメタルワーク科

12

10/ 3㈪～11/11㈮

■ CAD/CAM技術科（導入講習付）

10

11/ 7㈪～12/16㈮

■ 電気設備技術科

15

■ 組込みソフトウェア科

20

■ ものづくり機械加工科（企業実習付）

12

■ 14

10/24㈪

11/1㈫～ 4/28㈮

■ 14
■ 12

11/1㈫～ 5/31㈬

■ 22

11/21㈪

12/1㈬～ 5/31㈬

■

12/26㈪

1/6㈮～ 7/28㈮

■ 18

12/ 5㈪～ 1/13㈮

1/23㈪

■ 16

2/2㈭～ 7/28㈮

■ 10
■ 14

1/10㈫～ 2/10㈮

2/20㈪

3/2㈭～ 8/29㈫

■

※ 導入講習付コースの受講生とあわせて20名

導 入 講 習とは？
約1か月間の講習で、パソコンの基礎やIT倫理、ものづくりに欠かせないチーム力について身に付けることができます。そして、ポリテクセン
ターの環境に慣れた頃、6か月コースに移行するといった流れになりますので、余裕をもって取り組むことができます。

対象科：CAD／CAM技術科（導入講習付）、IoT生産システム科（導入講習付）
スムーズに移行！

受講
イメージ

導入講習の詳細
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入所

導入講習 約１か月

項目

対象となる科のカリキュラム ６か月間

修了・
就職

内容

就職のための職業能力開発の導入

受講意義、受講内容の把握、仕事理解、これまでの自分の棚卸し及び今後の活動計画についてなど

チームで働く力

企業が求める能力、ヒューマンスキルの重要性、コミュニケーション能力、傾聴の基本、チームビル
ディングの重要性など

IT倫理

ITを安全に活用する方法及び ITを活用する上でのコンプライアンスなど

パソコンの基礎

コンピュータの基礎知識や Word、Excel の基本操作について

| ポリテクセンター富山
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■ 14

20※
12

8

■ 18

■ CAD/NC技術科

■ テクニカルメタルワーク科

8

■ 14

20※

■ CAD/CAM技術科

3

募集期間

8

コース説明会

13：30開催

入所月

コース

各科の内容をより詳細にご紹介する「コース説明会」を開催しております。
受講をお考えの方は、ぜひご参加ください。

4

開催日

3/ 7㈪

選考日

■ CAD/CAM技術科（導入講習付）

3/18㈮

コース体験は人数に限りがあります。

■ 電気設備技術科（企業実習付）

5

4/ 6㈬

■ CAD/CAM技術科

4/25㈪

■ CAD/NC技術科
■ IoT生産システム科（導入講習付）

6

5/ 9㈪

■ テクニカルメタルワーク科

5/23㈪

7

6/ 6㈪

■ CAD/CAM技術科（導入講習付）

6/27㈪

■ 電気設備技術科

8

7/ 6㈬

■ 組込みソフトウェア科

7/22㈮

■ ものづくり機械加工科（企業実習付）
■ CAD/CAM技術科

9

8/ 8㈪

■ テクニカルメタルワーク科

8/22㈪

10

9/ 8㈭

■ CAD/CAM技術科（導入講習付）

9/26㈪

■ 電気設備技術科

11

10/ 7㈮

コース
体験で
!!
実感UP

■ CAD/CAM技術科

10/24㈪

■ CAD/NC技術科

お早目にお申込みください。

（コース体験無しの参加も可能）

スケジュール

受 付
説明会

1
2
3
4
5

内

13：15 ～
13：30 ～ 16：30頃
容

当センターの概要
募集科の受講内容解説
日程と募集要項等説明
質疑応答・個別相談
コース体験

■ IoT生産システム科（導入講習付）

12

11/ 7㈪

■ テクニカルメタルワーク科

11/21㈪

1

12/ 6㈫

■ CAD/CAM技術科（導入講習付）

12/26㈪

1/11㈬

■ 組込みソフトウェア科
■ ものづくり機械加工科（企業実習付）

1/23㈪

2/ 6㈪

■ テクニカルメタルワーク科

2/20㈪

他コースを含む校内の全体的雰囲気を知りたい方は、次にご紹介する
「施設見学会」にご参加ください。

施設見学会
第３金曜日を除く、金曜日開催
開始14：30 ～終了15：30（予定）
施設内の全体的な雰囲気を知りたい方、
これからコースを検討してみたい方に
最適です！

☎0766-28-6902 訓練課
平日9：00 ～ 17：00受付

■ CAD/CAM技術科

3

当センターへ直接お電話ください

（その際、お名前、生年月日、電話番号、
管轄ハローワークなどを伺います）。

■ 電気設備技術科

2

申込方法

、
は感じきれない
パンフレットで
ったことが、
今まで知りたか

る!!
これで良くわか

予約不要です！
普段着のまま、当日14：30までに直接お越しください。実習場に
入りますので、歩きやすい靴でお越しください（サンダル不可）。
【内容】 ＊ポリテクセンター概略説明
＊施設内一巡：見学時間40 ～ 50分程度
（授業中でご覧いただけない場所もあります）
4/1、5/6、7/22、8/12、10/28、12/30、3/31は開催いたしません。
※コース説明会、施設見学会ともに、求職活動の実績になります。
ポリテクセンター富山 |
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テクニカルメタルワーク科

求人職種
ガス溶接工、ガス切断工、電気溶接工、
製缶工、組立工、仕上げ工、フォーク
リフト運転士 等

過去の就職実績
㈱高木内張、佐藤鉄工㈱、新日本海重
工㈱、㈱本堂精工 他 順不同

取得可能な資格
●※ガス溶接技能講習（カリキュラムに
含む）

※都道府県労働局長の登録を受けた教育機関
（富
ガ第94号）登録有効期間満了日：令和6年3月
30日

●※フォークリフト運転技能講習（カリ
キュラムに含む）
※都道府県労働局長の登録を受けた教育機関
（富
フォーク第10号）登録有効期間満了日：令和
6年3月19日

●アーク溶接特別教育（カリキュラムに
含む）
●自由研削砥石の取り換え等の業務に
係る特別教育（カリキュラムに含む）
※合格を保証するものではありません。

90.6

就職率（3年平均）

%
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溶接はあらゆる産業で使われています。テクニカルメタルワー

ク科では主に３つの溶接技術（炭酸ガスアーク溶接・TIG溶接・

被覆アーク溶接）についての知識・技能を習得できます。また、
授業では資格取得もでき、中でもフォークリフトの運転技能講
習は受講生から好評をいただいております。3つの溶接の特徴
や、資格を活かし様々な業界への就職を目指します。

こんな人にオススメ
・溶接に興味がある人
・フォークリフトを使った仕事に興味のある人
・自分の手で物を作るのが好きな人

■スケジュール
入所月

定員

選考日

受講期間

6月

12人

5月23日㈪

6月 3日㈮～11月25日㈮

9月

12人

8月22日㈪

9月 1日㈭～ 2月28日㈫

12月

12人

11月21日㈪

12月 1日㈭～ 5月31日㈬

3月

12人

2月20日㈪

3月 2日㈭～ 8月29日㈫

1金属加工基本

2炭酸ガスアーク溶接

3フォークリフト運転技能講習・非破壊検査

4被覆アーク溶接

5TIG溶接

6アルミニウム合金溶接・溶接施工管理

■入所にあたって必要な物

■担当テクノインストラクターから

溶接製品の前工程に係る知識や技能を習得します。金属工作法と仕上
げ測定、ボール盤（穴あけ）作業、自由研削砥石取替えと安全教育並
びにガス溶接・切断作業等に関する安全教育の資格を習得します。

フォークリフト運転技能講習に関する安全教育と溶接製品の検査に
使用される非破壊検査（超音波探傷試験、磁粉探傷試験、放射線透
過試験）に関する技能と知識を習得します。

プラント産業や精密板金に使用される溶接法です。主にステンレス
鋼の溶接を行います。機器の取り扱いからＴＩＧ溶接を行う上での
安全についての技能、知識から応用的な溶接手法まで習得します。

◆テキスト代／約5,000円
◆作業服、帽子、安全靴
※作業服は長袖長ズボン（つなぎは禁止）、綿100％のもの
単色であること
※帽子も綿100％のもの

※安全靴は先端にプレートが入っているものが望ましい

製造業全般で使用されている溶接手法であり、多くの工場で使われ
ております。機器の取り扱いから応用的な溶接作業、炭酸ガスアー
ク溶接作業をする上での安全にかかる技能、知識を習得します。

建設業やプラント産業など主に現場で使用される溶接方法です。また
アーク溶接に関する安全教育の資格も習得します。基本的な溶接方法
であり、溶接と言えばこの溶接手法をイメージする方が多いと思います。

アルミニウム合金のTIG溶接・MIG溶接の技能と知識を習得します。
また、異なる材質の金属を溶接したり、溶接する上での作業手順の
決め方など溶接施工管理に関する技能や知識を習得します。

当科では溶接についてはもちろん、特に現場での安全作業を第
一に日々勉強をしております。溶接経験がない初心者の方でも、
修了までに溶接技術の向上を身につけるこ
とができます。溶接はどうやるんだろう？
フォークリフトってどんなものだろう？気に
なる、と少しでも興味を持っていただいた
方々をお待ちしています。再就職に向けて
の選択肢の一つとなれば幸いです。共に就
職に向けて頑張りましょう！
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ものづくり機械加工科

（機械加工技術科）若年者コース 企業実習付

求人職種
工作機械オペレータ、機械組立工、設
計補助、機械技術者、生産・品質管理
技術者 等

過去の就職実績
㈱三和製作所、佐藤鉄工㈱、津根精機
㈱、アイシン軽金属㈱ 他 順不同

取得可能な資格
●自由研削といしの取替え等の業務に
係る特別教育（訓練カリキュラムに含
む）
※合格を保証するものではありません。

機械、車等は多くの部品から構成されています。
その部品を作るためには専門の知識や技術が必

要です。その基礎力を身につける科がものづくり
機械加工科です。部品を加工するために必要な図

面の読み方や書き方の規則を学び、製作物を測定するための各

種測定器の使い方や工作機械の基本的な加工方法を習得できま
す。さらに、１か月企業実習を行うことで、再就職へ有利に導く
ことができます。

企業実習とは？
6か月の受講期間中に、約1か月の企業実習を行います。実習

先については、ご本人の希望を配慮した上で、受け入れ可能
企業の中から適性等を考慮して決定していきます。最終的に
実習先に就職される方もたくさんいます。
施設内 約 4 か月

企業実習 約 1 か月

施設内（フォロー
アップ）約 1 か月

修了・
就職

こんな人にオススメ

100%

就職率（3年平均）
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希望するコースの受講内容に興味があり、パソコンの基本操
作ができる方。（マウス操作・キーボード文字入力等）

■スケジュール
入所月

定員

選考日

受講期間

8月

12人

7月22日㈮

8月 2日㈫～ 1月31日㈫

2月

12人

1月23日㈪

2月 2日㈭～ 7月28日㈮

1機械製図・機械工作基本

2旋盤加工方法

3フライス盤加工方法

4NC※2旋盤・マシニングセンタ加工

5企業実習

6フォローアップ

■入所にあたって必要な物

■担当テクノインストラクターから

機機械製図の読み描きに必要な図面の知識（２次元CAD※1の基本操作含む）、機械
加工時に使用する測定器の取り扱い方、やすりがけ、ボール盤作業等の機械工作基
本作業を習得します。※１CADは機械、図面をパソコンで作成するツールのことです。

手動により代表的な工作機械の汎用フライス盤の基礎を習得します。
正しい操作と点検作業をはじめ、工具の種類や使用方法、、基本的
な段取りや加工方法及び切削条件に関する技能・知識を習得します。

企業の工場等に赴いて、実習という形で実際の製造現場を経験しま
す。それまでに身につけた内容を製造現場の機器を使用した実習を
行いながら確認し、工場内の業務知識を習得します。

◆テキスト代：約5000円
◆作業服等（指定事項あり、詳細は入所選考時に説明）
※若年者コース企業実習付
を受講される方は、職業
訓練総合保険に必ず加入
していただきます
（保険料4,800円）

手動による代表的な工作機械の普通旋盤の基礎を習得します。正し
い操作と点検作業をはじめ、工具の種類や使用方法、基本的な段取
りや加工方法及び切削条件に関する技能・知識を習得します。

ＮＣ※２旋盤・マシニングセンタを使用したプログラムによる加工を行います。機械操作
やプログラムの作り方、材料・工具の段取り及び加工シミュレーションや実機を使用し
た加工に関する技能・知識を習得します。※２ＮＣとは汎用機械を自動化したものです。

企業実習で実際の製造現場を経験することにより得られた課題や疑
問点について、実務で活かせるよう改善を図ります。課題の解決に
より円滑な実務への移行を目指します。

ものづくりに必要な知識や技能を習得し、目標とする企業へ就
職を目指してみませんか。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
で実際の現場を経験したい方にお勧めで
す。
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CAD/NC 技術科

（テクニカルオペレーション科）

求人職種
機械加工技術者、CADオペレータ、機
械設計補助、マシニングセンタオペレー
タ 等

過去の就職実績
カナヤママシナリー㈱、㈱小谷製作所、
㈱広上製作所、ＢＢＳジャパン㈱ 他
順不同

多くの工業製品はCAD※１で設計し、そのCADデータや図面を基

使用するCAD/CAM アプリケーション

び、CADによる図面作成、NC※2工作機械のプログラムと機械操

●２次元CAD AutoCAD®
●３次元CAD SOLIDWORKS®
●CAM SolidCAM®

に工作機械で加工を行い製造されています。CAD/NC技術科で

はJIS規格に準じた機械製図の読み方・描き方や加工の知識を学
作、さらに3Dプリンタを使った造形技術を学びます。
※１／ CADは機械図面をパソコンで作成するツールです。
※２／ NCとは汎用機械を自動化したものです。

こんな人にオススメ

84.2%

就職率（3年平均）
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希望するコースの受講内容に興味があり、パソコンの基本操
作ができる方。（マウス操作・キーボード文字入力等）

■スケジュール
入所月

定員

選考日

受講期間

5月

15人

4月25日㈪

5月10日㈫～10月28日㈮

11月

15人

10月24日㈪

11月 1日㈫～ 4月28日㈮

1製図基本

22次元CAD

33次元CAD

4プロダクトデザイン（試作・評価）

5３次元形状測定(リバースエンジニアリング)

6NCワイヤカット放電加工機

■入所にあたって必要な物

■担当テクノインストラクターから

製造業に携わるために必要となる基本知識です。機械製図基本（製
図一般、機械製図及び関連規格、機械要素）に関する技能・知識を
習得します。

様々な活用ができる、３次元ＣＡＤの扱い方を習得します。３次元
ＣＡＤを使用した機械部品のモデリング技術、組立情報（アセンプ
リ）の作成、２次元図面への展開に関する技能・技術を習得します。

製品の立体的な形状を正確に測定する方法を習得します。さらに、
３次元ＣＡＤで設計したデータと、実物製品との比較・評価を行う
ために必要となる技能・技術を習得します。

◆テキスト代／約4,000円
◆作業服等（指定事項あり、
詳細は入所選考時に説明）

製造現場で製品をつくるために必要な図面を作成します。機械設計、
製図に必要な２次元ＣＡＤを使用した図面作成に関する技能を習得
し、部品図、組立図の製図法を習得します。

製品の試作と評価に関する知識を習得します。ＣＡＭによるプログ
ラム作成と、マシニングセンタによる加工及び３Ｄプリンタによる
試作と評価に関する技能・技術を習得します。

放電によって金属を溶かすことで加工をする機械の扱い方を習得し
ます。ＮＣワイヤカット放電加工機の基礎とプログラムの作り方及
び加工に関する技能・技術を習得します。

CAD/NC技術科は3Dプリンタのカリキュラムを導入しました。
他の科と比べパソコン操作が多いため、パソコンの扱いが好き
な方にお勧めです。ポリテクセンターで
機械加工とCADの技術を身につけ、一緒
に就職を目指しましょう。

ポリテクセンター富山 |
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CAD/CAM 技術科

求人職種
ネットワークエンジニア、システムエン
ジニア、プログラマ、スマートフォン/タ
ブレットアプリ開発 等

過去の就職実績
三協立山㈱、㈱中村機械、戸出化成㈱、
キタムラ機械㈱、㈱本堂精工 他 順
不同

使用するCAD/CAM アプリケーション
●２次元CAD AutoCAD®
●３次元CAD SOLIDWORKS®
●CAM SolidCAM®

IT化された「ものづくり」に対応できる人材を養成
します。前半の3か月では、機械製図、2次元CAD
※１、3次元CADの技能・技術と知識を習得し、機
械設計、金型設計などの設計分野に対応できるこ
とを目標とします。後半の3か月では、CAD/CAM※2技術を中心
として、機械加工法、マシニングセンタ、NC※3旋盤、ワイヤカッ
ト放電加工などのNC工作に関する技能・技術と知識を習得し、
製造分野で活躍できることを目標とした内容を実施します。
※１ CADは機械図面をパソコンで作成するツールです。
※２ CAMはCADモデルからコンピュータを利用してNCプログラムを作成するツールです。
※３ NCとは汎用機械を自動化したものです。

こんな人にオススメ

希望するコースの受講内容に興味があり、パソコンの基本操作がで
きる方。（マウス操作・キーボード文字入力等）

■スケジュール

86.5%

就職率（3年平均）

入所月

定員

選考日

受講期間

4月

10人

3月18日㈪

4月 7日㈭～10月28日㈮

4月25日㈪

5月10日㈫～10月28日㈮

6月27日㈪

7月 7日㈭～ 1月31日㈫

7月22日㈮

8月 2日㈫～ 1月31日㈫

9月26日㈪

10月 6日㈭～ 4月28日㈮

10月24日㈪

11月 1日㈫～ 4月28日㈮

12月26日㈪

1月 6日㈮～ 7月28日㈮

1月23日㈪

2月 2日㈭～ 7月28日㈮

5月

20人

7月

10人

8月

20人

10月

10人

11月

20人

1月

10人

2月
14
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20人

※

※

※

※

■は導入講習付コースです ※導入講習付コースの受講生と合わせて20名

1機械製図と2次元CAD

2３次元CAD基本

32次元CAD応用と3次元CAD応用

4機械加工・マシニングセンタ

5CAD/CAM

6NCワイヤカット放電加工機・NC旋盤

■導入講習とは？

■担当テクノインストラクターから

ものづくりに携わるにあたって、図面を読み描きする作業は欠かせません。
機械図面を読み描きするのに必要な図面の知識や描く際の決まり事を学んだ
のち、２次元ＣＡＤを使用して効率よく図面を描く技術・技能を習得します。

２次元ＣＡＤを使用してより加工現場で必要とされる図面の作成や
３次元ＣＡＤ、射出成型機を使用して金型の構造の把握やプラスチッ
クの成形性の評価など金型設計に関する技能・技術を習得します。

ＣＡＤで作成した立体的な製品形状をもとにＣＡＭを使用して自動
の工作機械で加工するためのＮＣデータを作成する方法を学び、マ
シニングセンタで立体的な形状を作成するために要する技能・技術
を習得します。

約1か月間の講習で、パソコンの基礎やIT倫理、ものづくりに欠か
せないチーム力について身につけることができます。そして、ポリ
テクセンターの環境に慣れた頃、6か月コースに移行するといった
流れになります。
（詳しくは６ページをご覧ください。）

■入所にあたって必要な物
◆テキスト代／約5,000円 （導入講習付は約7,000円）
◆作業服等（指定事項あり、詳細は入所選考時に説明）

３次元ＣＡＤを使用して立体的に機械部品の形状を作成するモデリン
グ技術、作成した部品データを組み立てた情報（アセンプリ）の作成、
３次元形状を２次元図面へ展開する技能・技術を習得します。

手動の工作機械で加工に関する基礎知識を習得したのちに、自動化した
機械であるマシニングセンタを使用して、汎用の工作機械では難しく、時
間がかかる加工に必要となる技能・技術を実機の使用とともに習得します。

自動の工作機械の取り扱いに必要な、ＮＣプログラム作成方法の基
礎を学び、ＮＣワイヤカット放電加工機とＮＣ旋盤を使用した加工
を通して技能・技術を習得します。

CAD/CAM技術科では図面を読み描きするためのスキルを始め
として、実際に製品加工を行うまでの流れを、受講を通して習
得していきます。パソコン使った設計分
野に興味がある方、自動の工作機械等を
使用した加工の分野に一歩を踏み出そう
としている方はぜひ就職という同じ目標
を志す仲間たちや私たち指導員とともに
頑張っていきましょう！
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組込みソフトウェア科

（組込みマイコン技術科）

求人職種
組込みソフトウェア開発技術者、アプ
リケーション開発、プログラマ、開発・
設計技術者（電気・電子・ソフトウェ
ア） 等

過去の就職実績
㈱アセンサ、㈱ＨＣＳプラス、㈱北陸ソ
フタス、㈱アイティ・イット 他 順不
同

取得可能な資格
●組込みソフトウェア技術者試験クラス
２【一般社団法人組込みシステム技
術協会】
●Ｃ言語プログラミング能力認定試験
【株式会社サーティファイ】
※合格を保証するものではありません。

70.0%

就職率（3年平均）
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家電製品、産業用機器、医療用機器などのほとんどにはコン

ピュータが入っています。このコンピュータを用いて様々な機能

を実現させる技術が「組込みソフトウェア」です。 電子回路など

のハードウェアとプログラミングによるソフトウェアの両面から、
組込みソフトウェアに必要な知識を学びます。各種実習を通し
て、組込み技術者に必要な技能 ･ 技術と知識を習得します。

こんな人にオススメ
・コンピュータの仕組みを知りたい方
・プログラマになりたい方
・電子部品を使った回路を作りたい方
・自分で作成したプログラムでロボットを動かしたい方

■スケジュール
入所月

定員

選考日

受講期間

8月

20人

7月22日㈮

8月 2日㈫～ 1月31日㈫

2月

20人

1月23日㈪

2月 2日㈭～ 7月28日㈮

1マイコン周辺回路

2Ｃ言語プログラミング

3組込みマイコン開発

4RTOSを用いたリアルタイム処理プログラミング

5RTOS対応デバイスドライバ開発

6制御機器製作

■入所にあたって必要な物

■担当テクノインストラクターから

電気の基礎から簡単な電子回路までを実習を通して習得します。マイコン※１には、スイッチ
やセンサ、LED、モータなどを接続するための回路が必要です。回路知識だけでなく、回路
作成方法についても習得します。※１マイクロコンピュータの略で、小型のコンピュータの名称

マイコンの仕組みや動作、C言語で作成したプログラムの組込み方法に
ついて習得します。スイッチ操作によるLED点灯プログラムや温度計測
プログラム、シリアル通信機能を活用したプログラム等を作成します。

RTOSを使用して、入出力機器を制御するためのプログラム（デバイス
ドライバ）の開発方法について習得します。汎用的なRTOSアプリケー
ションを作成するために、巧みなデバイスドライバは必要不可欠です。

◆テキスト代／約9,000円
※作業服、安全靴は
必要ありません。

マイコンを制御するためのプログラミング言語として、C言語を学習します。
C言語は組込みソフトウェア分野でよく利用されています。また、多くのプロ
グラミング言語のベースとなっているため、他の言語学習でも活用できます。

RTOS（μITRON）についてシミュレーション実習を通して習得します。RTOSは、複雑
な実時間制御を簡潔なプログラムにする効果を発揮します。RTOSが備える各種機能
の利用方法を理解するとともに、アプリケーションの設計手法についても学習します。

総合課題として、ライントレースロボットを作成します。ラインを検出するためのセンサ回
路やロボットを動かすためのモータ回路、制御するためのRTOSアプリケーション等をグ
ループ作業で作成します。役割分担や工程管理なども含めた総合的な能力を習得します。

電子回路、プログラミング言語、ソフトウェア開発などの経験
がない方が多数入所されますが、組込みソフトウェア開発技術
者として必要な基礎知識を習
得されて修了しています。

我々指導員は、皆様が新しい
知識と技術を習得し、就職に

役立てられるように様々な面
で支援いたします。
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電気設備技術科

求人職種
電気工事、電気設備保守、ビル設備管
理、電気機器の配線・組立・設計 他

過去の就職実績
㈱でんそく、西森電気㈱、森山電機製
作所 ㈱、㈱ホクタテ、㈱アイビックス
他 順不同

取得可能な資格
●低圧電気取扱業務に係る特別教育
【訓練カリキュラムに含む】
●第二種電気工事士【（財）電気技術者
試験センター】申し込み月 3月／ 8月

●第4類消防設備士【（財）消防試験研
究センター】申し込み月 富山県 6月下
旬頃／ 11月下旬頃
※合格を保証するものではありません。

86.4

就職率（3年平均）

%
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電力会社から送られてくる電気を安全に使用するための「電気工

事」に必要な技能と知識を習得します。また、電気設備機器※1
の施工・保守・点検方法により「電気設備管理※2」に必要な技
能と知識を習得します。

※1 分電盤・照明器具・コンセント・エアコン等の電気を使用する機械・器具
のこと
※2 施設内の電気設備が問題なく使用できるように保守・点検する仕事のこと

こんな人にオススメ
電気設備技術科では他の科に比べて実習の時間が多いです。
ずっと座っているのが苦手な方、体を動かすのが好きな方に
向いています。また、指先を使う作業も多く、細かい作業が
得意な方にもオススメです。

■スケジュール
入所月

定員

選考日

受講期間

8月

15人

7月22日㈮

8月 2日㈫～ 1月31日㈫

11月

15人

10月24日㈪

11月 1日㈫～ 4月28日㈮

2月

15人

1月23日㈪

2月 2日㈭～ 7月28日㈮

1電気の知識と測定

2電気設備配線工事

3電気設備 CAD と電灯配線工事

4有接点シーケンス制御

5PLC※3 制御と消防設備

6高圧受変電設備と太陽光発電

電気に関する基礎知識を学び、電気工事で必要な知識を習得します。
また、一般電気工作物の工事、試験、検査に関する基本作業や機器
の測定方法も習得します。

CAD（Jw_cad）の基本操作から建物の設備配線図の作成方法を習
得します。
また、模擬家屋を使い実践的な電灯配線工事方法を習得します。

PLC制御による回路設計方法を習得します。 消防設備（自動火災報
知設備）の設計・施工・点検方法を習得します。
※3 Programmable Logic Controller の略で、内蔵された コンピュータを用いて工場など
の生産ライン（ベルトコンベアやロボットなど）を制御するための装置

■入所にあたって必要な物
◆テキスト代／約10,000円
◆上下作業服
（ライトグリーン）
◆作業帽
◆作業手袋

電気設備の配管・配線方法を習得します。電気工事に欠かせない各
施工方法について総合的な実習を通して学んでいきます。
低圧電気取扱業務に係る特別教育（修了証）も取得します。

自動制御（信号機、エレベーター等）の基礎となる、シーケンス制
御の配線・設計方法を習得します。各実習を通して理論や配線・設
計方法、電動機の運転方法、液面制御などの技術を身につけます。

高圧受変電設備の保守・点検方法を習得します。太陽光発電設備の
据付及び、家庭用ルームエアコンの据付方法を習得します。

■担当テクノインストラクターから
電気設備技術科では、大きく分けて「電気工事」と「設備管理」
の仕事に就くことができ、実習を通して技能・技術を身につけ
ることができます。電気は私

たちが生活する上で必要不可
欠なものであり、仕事におい

て社会貢献度の高さはこの仕
事ならではと思います。

ポリテクセンター富山 |
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電気設備技術科

若年者コース 企業実習付

求人職種

電力会社から送られてくる電気を安全に使用する

電気工事、電気設備保守、ビル設備管
理、電気機器の配線・組立・設計 他

ます。また、電気設備機器※１の施工・保守・点検

過去の就職実績
新しい科なので過去の就職実績はあり
ません。

ための「電気工事」に必要な技能と知識を習得し
方法により「電気設備管理※２」に 必要な技能と知
識を習得します。

※１ 分電盤・照明器具・コンセント・エアコン等の電気を使 用する機械・器具
のこと
※２ 施設内の電気設備が問題なく使用できるように保守・点検する仕事のこと

企業実習とは？

取得可能な資格

6か月の受講期間中に、約1か月の企業実習を行います。実習

●低圧電気取扱業務に係る特別教育
【訓練カリキュラムに含む】

企業の中から適性等を考慮して決定していきます。最終的に

●第二種電気工事士【（財）電気技術者
試験センター】申し込み月 3月／ 8月

先については、ご本人の希望を配慮した上で、受け入れ可能
実習先に就職される方もたくさんいます。
施設内 約 4 か月

企業実習 約 1 か月

※合格を保証するものではありません。

施設内（フォロー
アップ）約 1 か月

修了・
就職

こんな人にオススメ
電気設備技術科では他の科に比べて実習の時間が多いです。

就職率
新しい科なので過去の
就職実績はありません。
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ずっと座っているのが苦手な方、体を動かすのが好きな方に

向いています。また、指先を使う作業も多く、細かい作業が
得意な方にもオススメです。

■スケジュール
入所月

定員

選考日

受講期間

5月

12人

4月25日㈪

5月10日㈫～10月28日㈮

1電気の知識と測定

2電気設備配線工事

3電気設備 CAD と電灯配線工事

4有接点シーケンス制御

5企業実習

6フォローアップ

■入所にあたって必要な物

■担当テクノインストラクターから

電気に関する基礎知識を学び、電気工事で必要な知識を習得します。
また、一般電気工作物の工事、試験、検査に関する基本作業や機器
の測定方法も習得します。

CAD（Jw_cad）の基本操作から建物の設備配線図の作成方法を習
得します。また、模擬家屋を使い実践的な電灯配線工事方法を習得
します。

実際の電気工事現場に携わり、現場で必要とされている技能・技術
を習得します。

◆テキスト代／約10,000円
◆上下作業服（ライトグリーン）
◆作業帽
◆作業手袋
※若年者コース企業実習付を受講される方は、職業訓練総合保
険に必ず加入していただきます（保険料4,800円）

電気設備の配管・配線方法を習得します。電気工事に欠かせない各
施工方法について総合的な実習を通して学んでいきます。
低圧電気取扱業務に係る特別教育（修了証）も取得します。

自動制御（信号機、エレベーター等）の基礎となる、シーケンス制
御の配線・設計方法を習得します。各実習を通して理論や配線・設
計方法、電動機の運転方法、液面制御などの技術を身につけます。

企業実習を行ったときに自身が感じた課題や疑問点、実務に対する
問題点の解決手法を習得します。

企業実習付のコースでは実際の企業に行くことで理解が深まる
だけでなく、就職したときのご自身のイメージを持つことがで
き、将来像が描けると思いま
す。企業実習先にも就職され

る方もおり、ご好評いただい
ております。
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IoT 生産システム科
導入講習付

求人職種
ネットワークエンジニア、システムエン
ジニア、プログラマ、スマートフォン/タ
ブレットアプリ開発 等

過去の就職実績
㈱富山フォーム印刷、有限会社北ト、
㈱北陸ソフタス、㈱ヨシケイライフスタ
イル、㈱ＨＣＳプラス 他 順不同

取得可能な資格
●情報処理技術者試験（ITパスポート
試験、基本情報技術者試験）
【情報
処理推進機構】
●P検
（ICTプロフィシエンシー検定試験）
【P検協会（ICTプロフィシエンシー検
定協会）】
●情報検定（情報活用試験、情報シス
テム試験）
【一般財団法人 職業教
育・キャリア教育財団 検定試験セ
ンター】
●Javaプ ログラミング 能 力 認 定 試 験
【サーティファイ情報処理能力認定委
員会】
※合格を保証するものではありません。

68.0

就職率（3年平均）

%
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ものづくりを行う製造現場の生産活動を支援するシステムやア
プリケーション開発などを構築する、ICT※１技術者として求めら
れる基本的な技術を習得できます。情報処理に必要な技術
（ネッ
トワーク構築、サーバ構築、Javaプログラミングなど）および、
PLC※２による生産ラインやタブレット端末を活用した生産支援シ
ステムの技術を、実習を通して身につけることができます。
※1 information and Communication Technology（情報通信技術）の略で、通
信技術を活用したコミュニケーションを指し、インターネットのような通信技
術を利用した産業やサービスなどの総称
※2 Programmable Logic Controller の略で、内臓されたコンピュータを用いて工
場などの生産ライン（ベルトコンベアやロボットなど）を制御するための装置

こんな人にオススメ
・新しい技術に興味を持ち、常に自ら挑戦し続けることができる方
・パソコンを扱うのが得意な方
・プログラミングが好き・興味がある方
・工場の自動化や効率化、IoTなどのICT分野に興味がある方

■スケジュール
入所月

定員

選考日

受講期間

5月

20人

4月25日㈪

5月10日㈫～11月25日㈮

11月

20人

10月24日㈪

11月 1日㈫～ 5月31日㈬

1ネットワーク構築技術

2サーバ構築技術

3PLC制御技術査

4Javaプログラミング技術

ネットワークの仕組みについて、中心的な役割を担うTCP/IPやLAN
の知識はネットワークの基礎になります。ここでは、ネットワーク
環境の構築に必要な技能・技術及び関連知識を習得します。

生産ラインにおいて、ベルトコンベアや電動機（モータ）などを制
御する制御装置PLCと、モータやセンサ、タッチパネル等の入出力
機器を制御するための技能・技術及び関連知識を習得します。

5Android™アプリ開発技術

モバイル端末（スマートフォンやタブレット）から生産ラインを監
視・制御するために必要なアプリケーション開発に関する技能・技
術及び関連知識を習得します。
AndroidはGoogleLLC.の商標です。

■導入講習とは？

生産ラインの管理を行うWebシステムなどを構築するためにはプログラ
ミングに関する技術が必要です。ここでは、プログラミング言語のひとつ、
Javaプログラミングに関する技能・技術及び関連知識を習得します。
JavaはOracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

6生産支援システム開発実習

情報処理技術やPLC制御技術など、習得した技術・技能を活かして、
生産支援システムの仕様検討から設計・開発・テストの方法を、実
習を通して習得します。

■担当テクノインストラクターから

約1か月間の講習で、パソコンの基礎やIT倫理、ものづくりに欠か
せないチーム力について身につけることができます。そして、ポリ
テクセンターの環境に慣れた頃、6か月コースに移行するといった
流れになります。
（詳しくは６ページをご覧ください。）

■入所にあたって必要な物
◆テキスト代／約19,000円

ネットワークを利用して様々な情報やサービスを提供するものを
「サー
バ」といいます。生産ラインにおいて多種多様な情報を処理・共有す
るためのサーバを構築する技術や、運用管理に関する技能・技術及
び関連知識を習得します。

◆上着

※作業服、安全靴は必要ありません。

現代社会においてインターネットやパソコン

などは切り離せないものとなっており、今

後様々な「もの」がネットワークを通じて動
かすことができる時代になっています。そ
の仕組みを理解して利用することで、これ

からの時代に向けた就職に役立てるように
技能・技術を身につけることができます。

ポリテクセンター富山 |
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CAD/NC技術科と
CAD/CAM技術科で迷っている方へ
CAD/NC技術科とCAD/CAM技術科で迷っている方をよく見かけます。ものづくり機械加工科を合わせた
３コースは、どれも金属の塊から工業部品を削り出す技術を学びます。就職先として目指す業界は同じですが、
重点的に身につける技術とそれによって目指す仕事についてはコースによって違いがあります。

CAD/NC 技術科 〉〉〉12 ページへ

CAD/CAM技術科

3D プリンタはここだけ！

CAD、CAD/CAM が半分以上を占める！

マシニングセンタ（コンピュータ制御で動作する

CAD/CAMオペレータの仕事をしたい方、パ

機械）を操作して製品を製造する仕事をしたい

ソコンを使った仕事をしたい方、幅広く知識や

方、３Ｄプリンタの知識を用いた仕事をしたい方。

技術を習得して仕事をしたい方。

重点カリキュラム

・マシニングセンタ
・３Ｄプリンタ

・汎用フライス盤

ものづくり機械加工科

重点カリキュラム
・CAD／CAM
・２次元CAD

〉〉〉10 ページへ

職人の仕事がしたい方は、ここ！
自分の手で機械を操作して製品を作る仕事をしたい方、
企業の仕事現場で実習して仕事をしたい方。
重点カリキュラム
・企業実習
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・普通旋盤

・汎用フライス盤

・３次元CAD

ポリテクセンター富山

ここが気になる
1

ポリテクセンター富山って
どんなところですか？

次の就職先に「ものづく
り」を目指している方
を全力でサポートしてい
ます。「ものづくり」に
必要な技能・技術の習得
をはじめ就職に必要な力
を身につけられる施設で
す。

2

初心者でも受講できますか？

未経験者の方でも技能・
技術が身につけられます
ので前職にこだわらず
チャレンジしてくださ
い！未経験者が持つ丁寧
さや学ぶ意欲はものづく
りの現場に求められてい
ます。

3

どのような方が受講していますか？

当センターは、下は10代から上は60代と様々な年齢
の方が一緒に受講しています。ものづくりは男性のイ
メージが強いと思いますが、女性の受講生も増えてい
ます。女性の方の受講については、ぜひこちらをご覧
ください！→2ページ

4

駐車場と食堂はありますか？

どちらもあります。ラン
チセットや麺類小鉢等そ
ろえています。ご利用く
だ さ い。 平 成30年 に リ
ニューアルしました。

5

通所・実習の事故が心配です。

当センターは「安全第一」
を合言葉にしています。
また、事故等に備えて「訓
練生総合保険」に加入で
きます。

Q&A
6

受講期間中に就職が決まった場合は
途中でやめることができますか？

できます。受講期間中に就職が決まり、修了を待たずに
退所している方もいらっしゃいます。

7

受講条件の「パソコンの基本操作が
できる方」とはどの程度の
レベルが求められるんですか？

おおむね、次の6点の操
作を開始前までに覚えて
いただければ大丈夫で
す。
①パソコンの立ち上げ、
シャットダウン
②左クリック、右クリッ
クの使い分け
③ フ ァ イ ル の コ ピ ー、
ペースト、削除
④ファイルの移動（ドラッグ＆ドロップ）
⑤日本語入力、漢字変換、アルファベット入力、半角、
全角の切り替え
⑥保存（名前を付けて保存、上書き保存）を使い分け、
所定の場所に保存ができる

8

筆記試験はどんな問題が
出題されますか？

筆記試験は、受講内容を理解するために必要な基礎学
力や安全上求められる注意力を確認するため次の分野
を出題します。
①言語・文章力
②計算力
③形状把握力
④安全に係る注意力
下記URLのポリテクセンター富山のサイトにて公開しており
ますので、ご参考にしてください。
http://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/kyushoku/center/
doc/howabout-ability-sample.pdf

アプリを起動して２次元バーコードを
撮影すれば、ホームページを閲覧できます。

ポリテクセンター富山 |

25

修了した皆さまからたくさんの感想を

活躍する

お寄せいただきました。

修了生の声

その一部をご紹介します。

（ ）内は前職

■テクニカルメタルワーク科

■IoT生産システム科

職業訓練を受講して、しっかり知識や技術を身につけ、

技術的な専門知識を習得してから転職したいと考えてい

ク科を希望しました。想像以上に難しく、上手くできな

生産システム科の受講を決めました。ネットワーク構築、

50代男性 （飲食業）

溶接工として就職したいと思い、テクニカルメタルワー

い時もありましたが、各自の習得度に応じた適切、親切、
丁寧な指導のおかげで溶接工として就職する自信と技術
が身につきました。

たところ、IoT技術やプログラミングに興味を持ち、IoT
JavaScript、PLC技術などを通して基礎的な知識、考え方

を身につけることができました。また、幅広く学んでい
く中で自ら極めていけそうな分野を見つけることもでき
ました。

■CAD/CAM技術科

■電気設備技術科

なかなか就職先が見つからなかった時にハローワークで

もともと電気の職に興味がありましたが、未経験で知識

興味があり、CADは年齢的にも長く勤められる仕事だと

得するために電気設備技術科の受講を決めました。「電

20代女性 （派遣業）

ポリテクセンターの職業訓練を紹介され、ものづくりに

思い、受講を決めました。毎日新しいことを勉強するの
で大変でしたが、今までできなかったことが、できるよ
うになったりして、とても成長することができた時間
だったと思います。

20代女性 （金融業）

もなかったので、職業訓練で基礎を身につけ、資格を取
気」の基礎から学ぶことができ、実技を通して基本を学

ぶことができました。また、就職に向けての履歴書や面
接等のサポートもいただき、訓練に集中して取り組めま
した。

■CAD/NC技術科

■ものづくり機械加工科

研磨工の求人で知識不足で不採用となり、ポリテクセン

退職を考えていた時、インターネットで職業訓練につい

受講しようと思いました。科目が変わるたびに訓練につ

職したいと考え、ものづくり機械加工科を受講しました。

30代女性 （製造業）

ターの説明会でNC機械やCADのことを聞き、職業訓練を

いていくことが大変でしたが、先生や他の受講生の方に
聞き、理解することができました。また、就活もサポー

トが手厚く、受講生のみんなと励まし合いながらできた
ので、心強かったです。

若年者コース

企業実習付

20代男性 （小売業）

て知り、現場で機械を動かす「ものづくり」の企業へ就
今まで知らなかった製図の知識や機械の使い方をしっか
り学べました。

基礎を学び、次につなげたい方にはおすすめのコースだ
と思います。

■組込みソフトウエア科

■託児サービス利用者

未経験での転職に自信を持てずにいたところ、知り合い

妊娠を機に前職を辞めましたが、子どものために手に職
をつけて長く働きたいと思いポリテクセンターに入所を
決めました。１歳の娘をポリテクセンターが連携してい
る託児所に預けての訓練であったので、再就職に向けて
家庭との両立の方針を立てられたことも大変よかったで
す。小さな子どものいる母親の就活は大変ですが、子ど
もを預けながら訓練を行っていることがかえって就活時
のアピールポイントになり、希望職種にて採用を頂けま
した。

20代女性 （栄養士）

からポリテクセンターのことを教えてもらい、転職した

い分野の訓練を見つけ、受講を決めました。最初は思っ
た通りにプログラムが動かなかったりするときもありま
したが、訓練を通してプログラミングや電気回路の土台
を身につけることができ、プログラムが上手く動くよう
になり、すごく嬉しかったです。
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20代男性 （製造業）

| ポリテクセンター富山

30代女性 （製造業）

受講生募集要項
応募から入所までの流れ

応募資格

受講にあたってのご相談・お問い合わせは、
最寄りのハローワーク（公共職業安定所）へ
お尋ねください。

◆雇用保険受給資格者等の求職者で、強く再就職を希望される
方及び知識・技能・技術の習得する意欲のある方で、公共職
業安定所長の受講指示又は受講推薦等を受けた方、受ける予
定の方。

離

職

⬇
ハローワーク
（公共職業安定所）で
求職申込み・職業相談

⬇
ご希望の方はコース説明会への参加

⬇
受講申込書提出
（住居地を管轄する公共職業安定所へ）

⬇
選考（筆記・面接）

⬇
受講の内定通知（郵送）

⬇
ハローワーク
（公共職業安定所）
での受講指示・推薦等

⬇
ポリテクセンター富山
へ入所

コース説明会
◆７ページをご確認のうえ、ポリテクセンター富山へ直接お電
話ください。

受講申込
◆申込先は住居地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）
です。
◆所定の ｢受講申込書｣ に必要事項を記入し、ハローワーク（公
共職業安定所）の職業訓練相談窓口へ提出してください。「受
講申込書」はハローワーク（公共職業安定所）に備え付けて
あります。
◆「受講申込書」には、印鑑および写真１枚（縦3.0cm×横2.4cm）
が必要です。

選

考

◆選考日
６ページに記載しています。受講を申し込まれた方は、選考
日には必ず出席してください。
（改めて当センターから選考日等の案内はいたしません。）
◆場 所
ポリテクセンター富山 電話：0766-28-6902〈訓練課〉
◆時 間
午前９時15分から実施。
（午前９時10分までに受付を済ませてください｡）
◆方 法
筆記（基礎学力等）および面接。
（筆記問題の参考例は、25ページのQ＆Aに概要を載せている
他、ホームページから閲覧できます。
◆持参品
筆記用具（鉛筆２～３本、消しゴム、ボールペン）
◆その他
当日欠席の場合は、その旨速やかに当センター訓練課まで連
絡してください。

合否通知
◆合否はすべて文書で通知します。（選考日の翌週末までに自
宅あて郵送）電話、来所等による お問い合わせはご遠慮く
ださい。

ポリテクセンター富山 |
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Fax.0766-28-6931 北陸新幹線
8
新高岡駅
江尻
［公式サイト］http://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/
農協
会館

昭和町

至
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矢
部

羽広

越中中川駅
古城
公園

千
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高岡駅
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至富山
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公共交通機関のご案内

庄川

商工ビル

至
金
沢

北陸新幹線

新高岡駅

■バス 高岡駅より
「富大高岡キャンパス経由
城光寺運動公園行」
（乗車約20分）
「富大高岡キャンパス」バス停下車
（徒歩１分）
■電車 高岡駅より万葉線電車
（乗車約20分）「米島口」下車
（徒歩約15分）

ハローワーク（公共職業安定所）連絡先
■富山公共職業安定所…………………………
■高岡公共職業安定所…………………………
■魚津公共職業安定所…………………………
■砺波公共職業安定所…………………………
■砺波公共職業安定所 小矢部出張所…………
■滑川公共職業安定所…………………………
■氷見公共職業安定所…………………………

〒930-0857
〒933-0902
〒937-0801
〒939-1363
〒932-0833
〒936-0024
〒935-0023

富山市奥田新町45
Tel. ０７６－４３１－８６０９
高岡市向野町3-43-4
Tel. ０７６６－２１－１５１５
魚津市新金屋1-12-31
Tel. ０７６５－２４－０３６５
砺波市太郎丸1-2-5
Tel. ０７６３－３２－２９１４
小矢部市綾子5185
Tel.・０７６６－６７－０３１０
独立行政法人高齢・障害
求職者雇用支援機構 富山支部
滑川市辰野11-6
Tel.
富山職業能力開発促進センター
独立行政法人高齢・
障害０７６－４７５－０３２４
・求職者雇用支援機構 富山支部
氷見市朝日丘9-17富山職業能力開発促進センター
Tel. ０７６６－７４－０４４５
［住

ポリテクセンター富山
ポリテクセンター富山

所］〒933-0982

富山県高岡市八ヶ55

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 富山支部
［住
所］〒933-0982 富山県高岡市八ヶ55
［お問い合せ］Tel.0766-28-6902（訓練課受講者第一係）
富山職業能力開発促進センター
［お問い合せ］Te l.0766-28-6902（訓練課受講者第一係）

Fax.0766-28-6931
Fax.0766-28-6931
ポリテクセンター富山 ［公式サイ
ト］
http://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/
［公式サイ
ト］http://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/

［住
所］〒933-0982 富山県高岡市八ヶ55
［お問い合せ］Te l.0766-28-6902（訓練課受講者第一係）
Fax.0766-28-6931

