公共職業訓練施設 ポリテクセンター香川

電気工事
電気設備技術科

消防・空調設備

太陽光発電設備

シーケンス制御

電気設備技術科を受講すると・・・

住宅の電気設備（照明・コ

電気に興味があれば初めての方でも電気工事ができる技術を習得できます！

ンセント・空調等）及びビ

一般住宅やビル・工場で電気工事を行うため、電気配線の基礎知識から学び、様々な実
習を行いながら即戦力になれるよう電気設備工事の技能・技術を習得します

ル・工場などにある高圧受
変電設備や防災設備のほ

就 職 率 90%

第２種電気工事士 合格率 90%

か、太陽光発電設備や電気
製図・CAD に関する知識・

90%!!

90%!!

技術を習得します。
※訓練は基本からスター
ト。初めての方でも安心し
て受講できます。

主な就職

手に職つけよう!

・電気工事
・高圧工事

技術は一生の宝物

・電気 CAD オペレーター
・サービスエンジニア

電気工事

・家電販売員
・電気関連事務職

太陽光発電設備
・独立開業
・その他電気関連会社
etc

ポリテクセンター香 川

消防・空調設備
シーケンス制御
低圧電気取扱特別教育

求職者の方々の早期再就職
に向けたものづくり分野に

高圧電気取扱特別教育
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特化した職業訓練を実施し
ています。

主な就職先

電気工事士 サービスエンジニア 電気 CAD オペレーター
家電販売員 電気関連事務職 独立開業 その他電気関連会社

※ハロートレーニング：公的職業訓練の愛称です。

選考については裏面をご参照ください

受講案内
募集期間

平成２９年３月１日(水)

～

平成２９年３月３１日(金)

訓練期間

平成２９年５月９日(火)

～

平成２９年１０月２７日(金)

定

員

１５名

申

込

入所願書（ハローワークに設置）に記入の上、お住まいの住所を管轄するハローワークで
お申し込みください。
＊入所願書には、写真（縦 30 ﾐﾘ×横 25 ﾐﾘ）が必要となります。

受講料

無料 （ただし、教科書・作業服代等は自己負担となります。）

応募資格

公共職業安定所に求職登録している求職者の方で、公共職業安定所長の訓練受講指示又は
推薦を受けることができる方。

その他

雇用保険受給資格者で受講指示を受けた方は、訓練期間中は雇用保険基本手当、受講手当
(４０日限度)、該当者には通所手当が支給されます。

選考案内
◆日時

平成２９年４月７日（金）
受付 ９：００～９：２０
選考開始９：２０～

◆内容

筆記試験(一般常識)、面接

◆会場

香川職業能力開発促進センター
(ポリテクセンター香川)

◆結果通知

平成２９年４月１７日（月）

◆持参物

筆記用具、雇用保険受給資格者証（雇用保険受給者の方のみ）

ポリテクセンター香川

※当日欠席・遅刻（選考開始１０分を経過した場合）した方は、選考を辞退したものとして
取扱います。
※遠方の方は当センターの駐車場を利用できます。（但し駐車場には限りがあります）
当日はなるべく公共交通機関をご利用ください。
教科書等必要経費一覧表 約 8,850 円（予定）

お問い合わせ先
●各ハローワーク及びしごとプラザ
●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構香川支部
香川職業能力開発促進センター（ポリテクセンター香川）
訓練課 TEL:０８７－８６７－６７１６
高松市花ノ宮町２丁目４番３号

教科書

作業服
上着

ズボン

作業帽 安全靴

5,000

合計

5,000
3,100

750

(注)上記金額は変更になる場合があります。
赤字はお持ちでない方のみ購入してください。

3,850

公共職業訓練施設 ポリテクセンター香川

ものづ くり溶 接 加 工 科
（ 導 入 講 習 付 き 若 年 者 コ ース ）

炭酸ガスアーク溶接

被覆アーク溶接

ＴＩＧ溶接

アーク溶接特別教育

ものづくり溶接加工科（導入講習付き若年者コース）を受講すると・・・

１ヶ月の導入講習と代表的な３
種類の溶接（炭酸ガスアーク溶

“モノ”づくりに欠かせない溶接・板金加工技術を習得する事で就職のチャンスが広がります！

接・被覆アーク溶接・ＴＩＧ溶

建築産業、電気産業、自動車産業など、幅広く日本の基盤産業を支える溶接及び鉄鋼材加工技術等を習得し

接）の基本を施設内訓練（５ヶ
月）で習得し、企業実習（１ヶ
月）を通してより実践的な知
識・技能を習得する７ヶ月の訓
練です。

【ものづくり】の世界への就職につなげます。また企業実習を通して実践的な知識・技術を習得します。

就職率
90%

溶接技能者評価試験（JIS 検定）
合格率 9０%以上!!

導入講習では、ビジネスマナー
やパソコン（ワード・エクセル）
スキル等を習得します。

※訓練は基本からスタート。
初めての方でも安心して受
講できます。

主な就職
・船舶製造・修理業

手に職つけよう!
技術は一生の宝物

・各種輸送設備の設計・製作
・機械部品の製造、修理
・建設・建築業

炭酸ガスアーク溶接

ガス溶接技能講習

被覆アーク溶接

アーク溶接・自由研削砥石
特別教育

ＴＩＧ溶接

企業実習

・製缶工
・機械板金

etc

ポリテクセンター香 川
求職者の方々の早期再就職
に向けたものづくり分野に
特化した職業訓練を実施し
ています。

導入講習（パソコン[Word・Excel]等）

※ハロートレーニング：公的職業訓練の愛称です。

選考については裏面をご参照ください

受講案内
募集期間

平成２９年３月１日(水)

～

平成２９年３月３１日(金)

訓練期間

平成２９年５月９日(火)

～

平成２９年１１月２８日(火)

定

員

５名

申

込

入所願書（ハローワークに設置）に記入の上、お住まいの住所を管轄するハローワークでお
申し込みください。
＊入所願書には、写真（縦 30 ﾐﾘ×横 25 ﾐﾘ）が必要となります。

受講料
応募資格
その他

無料 （ただし、教科書・作業服代等は自己負担となります。）
公共職業安定所に求職登録しているおおむね４５歳未満の求職者の方で、公共職業安定所長
の訓練受講指示又は推薦を受けられる方。
雇用保険受給資格者で受講指示を受けた方は、訓練期間中は雇用保険基本手当、受講手当
(４０日限度)、該当者には通所手当が支給されます。

選考案内
◆日時

平成２９年４月７日（金）
受付 ９：００～９：２０
選考開始

９：２０～

◆内容

筆記試験(一般常識)、面接

◆会場

香川職業能力開発促進センター
(ポリテクセンター香川)

ポリテクセンター香川

◆結果通知

平成２９年４月１７日（月）

◆持参物

筆記用具、雇用保険受給資格者証（雇用保険受給者の方のみ）

※当日欠席・遅刻（選考開始１０分を経過した場合）した方は、選考を辞退したものとして
取扱います。
※遠方の方は当センターの駐車場を利用できます。（但し駐車場には限りがあります）
当日はなるべく公共交通機関をご利用ください。
教科書等必要経費一覧表 約 19,350 円（予定）

お問い合わせ先
●各ハローワーク及びしごとプラザ
●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構香川支部
香川職業能力開発促進センター（ポリテクセンター香川）
訓練課 TEL:０８７－８６７－６７１６
高松市花ノ宮町２丁目４番３号

教科書

作業服
上着

10,000 3,100

ズボン
2,600

作業帽
750

安全靴

合計

2,900

19,350

(注)上記金額は変更になる場合があります。

