
令和 5 年 1 月

令 和 5 年 度

離転職者訓練のご案内

静岡県立浜松技術専門校

各コース共通事項

対 象 者 公共職業安定所（ハローワーク）へ職業相談をした上で就職
のために職業訓練の受講が必要と認められた方。
かつ、就職への意欲が高く、訓練修了が見込まれる方。

申 込 先 お住まいの住所を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）

訓練場所 県立浜松技術専門校（浜松テクノカレッジ）
(選考会場)

訓練時間 月～金曜日の午前 8 時 35 分から午後 3 時 40 分まで
（土・日曜日及び祝日は休み）

受 講 料 無料（教材費等の自己負担金は各コース参照）

そ の 他 施設見学を随時実施していますので、ご希望の方は当校まで
お問い合わせください。

各コースの詳しい募集チラシは受講申込開始日までに各公
共職業安定所（ハローワーク）の案内棚に置きます。

ホームページ http：//www.hamamatsu-tech.ac.jp からもご
覧いただけます。

応募者が少数の場合は中止することがあります。



１ 通常訓練計画

【機械＋溶接加工科】
機械加工 3ヶ月と溶接加工 3ヶ月を組み合わせた訓練です。

計 6ヶ月または機械加工と溶接加工のどちらか 3ヶ月を選択できます。

〔訓練内容〕

機械加工科：旋盤、フライス盤、NC 旋盤、マシニングセンタ等

研削といしと低圧電気の特別教育修了証の取得が可能

溶接加工科：手溶接、半自動溶接、TIG 溶接、ガス溶接、板金加工等

ガス溶接技能講習、プレス機械とアーク溶接の特別教育修了証の取得が可能

〔訓練期間・募集期間〕

〔入校選考〕

筆記試験（一般常識（例）） 適性試験 (簡単な紙工作等)

次の問題の（ ）に答えを記入しなさい。

(１） 直径 130mm の円周の長さは（ ） mm である。

(２） 6.53m =（ ） mm

〔自己負担金〕(機械＋溶接加工科 6ヶ月訓練)

教科書等：20,000 円程度、 職業訓練生総合保険(任意)：4,900 円

コース名 訓練コース番号 定員 訓練期間 訓練月数 訓練日数
訓練

時間数
募集期間 選考日 発表日

機械加工科①
5-05-22-041-

17-0015
10 4/6～6/22 3 51 350

2/22～3/22 3/24 3/30
機械＋溶接

加工科①

5-05-22-041-

17-0016
10 4/6～9/25 6 102 700

溶接加工科①
5-05-22-041-

17-0017
10 7/5～9/25 3 51 350

5/22～6/22 6/27 6/29
溶接＋機械

加工科②

5-05-22-041-

17-0018
10 7/5～12/20 6 102 700

機械加工科②
5-05-22-041-

17-0019
10 10/6～12/20 3 51 350

8/22～9/22 9/27 9/29
機械＋溶接

加工科③

5-05-22-041-

17-0020
10 10/6～3/22 6 102 700

溶接加工科②
5-05-22-041-

17-0021
10 1/9～3/22 3 51 350

11/20～12/20 12/22 12/26
溶接＋機械

加工科④

5-05-22-041-

17-0022
10 1/9～6/21 6 102 700



【造園科】
〔訓練内容〕

基礎的な造園知識を学び、造園業への就労を目指します。

また、庭木の整枝剪定、日本庭園などの庭作りや庭園管理に必要な知識と技能学びます。

〔訓練期間・募集期間〕

〔入校選考〕

筆記試験（一般常識（例）） 適性試験 (石の持ち上げ等)

(１） 「かきね」を漢字で書きなさい。

(２） 半径２．５ｍの円の面積は、何㎡か。

〔自己負担金〕

教科書等：6,000 円程度、 職業訓練生総合保険(任意)：4,900 円

技能講習等受講料(任意)：120,000 円程度 (高所作業車・小型移動式クレーン・玉掛け・フルハーネス)

【電気工事科】
〔訓練内容〕

電気工事に必要な知識と技能を習得し、電気工事業への就労を目指します。

また屋内配線工事、電気機器制御、CAD 設計等幅広く学び建築設備(電気工事)分野への就労を目指します。

〔訓練期間・募集期間〕

〔入校選考〕

筆記試験（一般常識（例）） 適性試験 (ケーブル切断作業等)

（１） 次の比例式で、Ｘを求めよ。

３：５ ＝ ０．４５：Ｘ

（２） 右の図形において

Ｖ＝Ｕ＝１のときＷの値を求めよ。

〔自己負担金〕

工具・教科書等：72,000 円程度、 職業訓練生総合保険(任意)：7,950 円

資格試験受験料：23,200 円程度 (第一種電気工事士・消防設備士 4類・2級電気工事施工管理技術検定)

技能講習等受講料(任意)：120,000 円程度 (高所作業車・小型移動式クレーン・玉掛け・フルハーネス)

コース名 訓練コース番号 定員 訓練期間 訓練月数 訓練日数
訓練

時間数
募集期間 選考日 発表日

造園科
5-05-22-041-

06-0023
12 6/21～12/20 6 101 700 4/10～6/2 6/8 6/12

コース名 訓練コース番号 定員 訓練期間 訓練月数 訓練日数
訓練

時間数
募集期間 選考日 発表日

電気工事科
5-05-22-041-

15-0014
10 4/25～3/8 11 194 1351 2/22～3/22 3/27 3/30



２ ハロートレーニング見学、セミナー＆相談会
l 毎週金曜日(祝祭日除く)13:30～15:30 に実施します。

l 参加当日は求職活動の実績として認定されます。

l 事前申込は不要です。

３ 訓練体験
l ハロートレーニング見学、セミナー＆相談会終了後、30 分程度の「訓練体験」を行います。

l 「訓練体験」を希望される方は、前日の木曜日（祝祭日の時はその前日）の 17:15 までに電

話にて当校へお申込ください。

l 訓練体験は無料です。

l 訓練体験の実施場所は県立浜松技術専門校（浜松テクノカレッジ）各実習場になります。

l 定員は各科先着３人程度になります。

l 作業のできる服装でお気軽にご参加ください。

l 職業訓練体験内容(予定)
機械加工科 ：工作機械作業

溶接加工科 ：板金加工

電気工事科 ：電気配線

造園科 ：四つ目垣根イボ結び

４ 受講申込先

５ お問合わせ先

６ 交通のご案内

浜松技術専門校（浜松テクノカレッジ） 訓練課
〒 435-0056 浜松市東区小池町 2444-1
TEL：053-462-5602 FAX：053-462-5604
E_ｍａｉｌ hamamatsutc_kyomu@pref.shizuoka.lg.jp
ホームページ http://www.hamamatsu-tech.ac.jp

機 関 名 所 在 地 電 話

ハローワーク 浜松 〒432-8537 浜松市中区浅田町 50-2 053-457-5159

ハローワーク 細江 〒431-1302 浜松市北区細江町広岡 312-3 053-522-0165

ハローワーク 浜北 〒434-0037 浜松市浜北区沼 269-1 053-584-2233

ハローワーク 磐田 〒438-0086 磐田市見付 3599-6 0538-32-6181

ハローワーク 掛川 〒436-0073 掛川市金城 71 0537-22-4185

電車： 遠鉄自動車学校前駅から徒歩 15 分

バス： ＪＲ浜松駅から遠鉄バス

「イオン市野ショッピングセンター」

下車徒歩 5分

車： ＪＲ浜松駅から約 20分

東名高速道路「浜松インター」

から約 15 分


