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スキルアップを考えている求職者の皆さまへ 

  群馬労働局・ハローワーク LL300215群馬169 

スキルアップを考えている求職者の皆さまへ 

 

ハローワークでは、職業訓練制度の周知及び職業訓練に関する 
情報を提供するため、「職業訓練説明会」を開催しています。 

 

・知識・技能を習得して就職をお考えの方の参加をお待ちしています。 
・募集概要、訓練概要、訓練内容の他、訓練施設の立地条件及び修了者の就職 
 状況等、訓練コースの特徴を訓練施設の方から幅広く説明を受けられます。 
・掲載の職業訓練は受講料が無料です。（教科書代は自己負担となります。） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

開催安定所   住所  電話番号  開催日  

前橋  前橋市天川大島町130-1  027(290)2111 3/14（水） 

高崎  高崎市北双葉町5-17  027(327)8609  3/16（金） 

安中 安中市安中1-1-26  027(382)8609  3/ ６（火） 

桐生  桐生市錦町2-11-14  0277(22)8609  3/13（火） 

伊勢崎 伊勢崎市太田町554-10  0270(23)8609  3/12（月） 

太田 太田市飯田町893  0276(46)8609  3/13（火） 

館林 館林市大街道1-3-37  0276(75)8609  3/14（水） 

沼田 沼田市薄根町3167-4  0278(22)8609  3/20（火） 

富岡  富岡市富岡1414-14  0274(62)8609  3/15（木） 

藤岡  藤岡市上大塚368-1 0274(22)8609  3/ 2（金） 

渋川  渋川市渋川1696-15  0279(22)2636  3/15（木） 

中之条 吾妻郡中之条町西中之条207  0279(75)2227  3/22（木） 

                   
         ・職業訓練説明会に参加を希望する場合は、ハローワークで申込手続きを行ってください。 
         ・職業訓練の受講を希望する場合は、ハローワークで相談を行ってください。 
         ・職業訓練を受講するには、ハローワークの受講あっせんを受ける必要があります。 
                   

ご注意 

全国の公的職業訓練の情報が見られます 
http://course.jeed.or.jp/onestop/ 



3月職業訓練説明会スケジュール 

日付 ハローワーク 訓練実施施設 
訓練実
施場所 

訓練科目 ※区分 募集期間 訓練期間 

3/2(金） 

ハローワーク
藤岡 

 
１４：３０～ 

   １５：３０ 
 

2階会議室 

中央総合学院 前橋校 前橋 ビジネスパソコン基礎科 

支援 

2/27 ～ 3/19 4/19 ～ 8/17 

中央総合学院 高崎校 

高崎 

パソコン・医療事務科 2/27 ～ 3/26 4/25 ～ 8/24 

ビジネスパソコン基礎科 3/14 ～ 4/11 5/16 ～ 9/14 

学校法人大原学園             
  大原簿記情報ビジネス             
医療福祉保育専門学校 

介護福祉士コースD（２年コース） 

委託 2/9 ～ 3/12 
4/5 ～ H32.3  

保育士コースD（２年コース） 
 

専門学校高崎福祉医療カレッジ 介護福祉士コースE（２年コース） 4/7 ～ H32.3 

（公財）介護労働安定センター 群馬支所 前橋 
介護労働講習 

（実務者研修を含む） 
介護労働
講習 

3/1 ～ 5/15 6/1 ～ 11/12 

3/6(火) 

ハローワーク
安中 

 
 

１０：００～ 
   １１：３０ 

 
 

2階会議室 

専門学校高崎福祉医療カレッジ 高崎 介護福祉士コースE（２年コース） 

委託 2/9 ～ 3/12 

4/7 ～ H32.3 

明和学園短期大学 前橋 

保育士コースB（２年コース） 

4/2 ～ H32.3 

栄養士コースA（２年コース） 

学校法人大原学園              
 大原簿記情報ビジネス             
医療福祉保育専門学校 

高崎 

介護福祉士D（２年コース） 

4/5 ～ H32.3 

保育士D（２年コース） 

ポリテクセンター群馬 

電工テクノサポート科 

施設内 

1/29 ～ 3/9 4/4 ～ 9/27 

CADものづくりサポート科 

2/26 ～ 4/13 5/15 ～ 11/1 

デジタルエンジニア科 

3/12(月) 

ハローワーク
伊勢崎 

  
９：３０～ 

   １１：３０ 
 

3階大会議室 

さくらカルチャーセンター 伊勢崎校 伊勢崎 介護職員初任者育成科 

支援 

3/1 ～ 3/19 4/19 ～ 7/18 

タカラビジネススクール 本町校 太田 ビジネスパソコン基礎科 2/27 ～ 3/23 4/24 ～ 8/23 

プライマリー介護職員初任者養成校 桐生 介護職員初任者養成科 2/27 ～ 3/23 4/24 ～ 7/23 

中央総合学院 前橋校 前橋 ビジネスパソコン基礎科 2/27 ～ 3/19 4/19 ～ 8/17 

中央総合学院 高崎校 
高崎 

パソコン・医療事務科 2/27 ～ 3/26 4/25 ～ 8/24 

ビジネスパソコン基礎科 3/14 ～ 4/11 5/16 ～ 9/14 

日建学院 群馬校 不動産ビジネススキル養成科 2/27 ～ 3/22 4/23 ～ 10/22 

（公財）介護労働安定センター 群馬支所 前橋 
介護労働講習 

（実務者研修を含む） 
介護労働
講習 

3/1 ～ 5/15 6/1 ～ 11/12 

3/13(火) 

ハローワーク
桐生 

 
 
 

１３：３０～ 
   １５：３０ 

 
 
 

2階会議室 

プライマリー介護職員初任者養成校 桐生 介護職員初任者養成科 

支援 

2/27 ～ 3/23 4/24 ～ 7/23 

さくらカルチャーセンター 伊勢崎校 伊勢崎 介護職員初任者育成科 3/1 ～ 3/19 4/19 ～ 7/18 

タカラビジネススクール 本町校 太田 ビジネスパソコン基礎科 2/27 ～ 3/23 4/24 ～ 8/23 

（公財）介護労働安定センター 群馬支所 前橋 
介護労働講習 

（実務者研修を含む） 
介護労働
講習 

3/1 ～ 5/15 6/1 ～ 11/12 

ポリテクセンター群馬 高崎 

ＣＡＤものづくりサポート科 

施設内 

2/26 ～ 4/13 5/15 ～ 11/1 
デジタルエンジニア科 

マシニングＣＡＤ科 
(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/22 ～ 5/11 6/6 ～ 12/25 
電気設計技術科 

(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 



日付 ハローワーク 訓練実施施設 
訓練実
施場所 

訓練科目 ※区分 募集期間 訓練期間 

3/13(火) 
 

ハローワーク
太田 

 
 

１４：００～ 
   １６：００ 

 
2階大会議室 

さくらカルチャーセンター 伊勢崎校 伊勢崎 介護職員初任者育成科 

支援 

3/1 ～ 3/19 4/19 ～ 7/18 

日建学院 群馬校 高崎 不動産ビジネススキル養成科 2/27 ～ 3/22 4/23 ～ 10/22 

タカラビジネススクール 本町校 太田 ビジネスパソコン基礎科 2/27 ～ 3/23 4/24 ～ 8/23 

（公財）介護労働安定センター 群馬支所 前橋 介護労働講習（実務者研修を含む） 
介護労働
講習 

3/1 ～ 5/15 6/1 ～ 11/12 

ポリテクセンター群馬 高崎 

ＣＡＤものづくりサポート科 

施設内 

2/26 ～ 4/13 5/15 ～ 11/1 
デジタルエンジニア科 

マシニングＣＡＤ科 
(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/22 ～ 5/11 6/6 ～ 12/25 
電気設計技術科 

(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/14(水) 

ハローワーク
前橋 

 
 
 

１３：３０～ 
   １５：３０ 

 
 
 

2階会議室 

日建学院 群馬校 高崎 不動産ビジネススキル養成科 

支援 

2/27 ～ 3/22 4/23 ～ 10/22 

中央総合学院 前橋校 前橋 ビジネスパソコン基礎科 2/27 ～ 3/19 4/19 ～ 8/17 

中央総合学院 高崎校 高崎 
パソコン・医療事務科 2/27 ～ 3/26 4/25 ～ 8/24 

ビジネスパソコン基礎科 3/14 ～ 4/11 5/16 ～ 9/14 

（公財）介護労働安定センター 群馬支所 前橋 
介護労働講習 

（実務者研修を含む） 
介護労働
講習 

3/1 ～ 5/15 6/1 ～ 11/12 

ポリテクセンター群馬 高崎 

ＣＡＤものづくりサポート科 

施設内 

2/26 ～ 4/13 5/15 ～ 11/1 
デジタルエンジニア科 

マシニングＣＡＤ科 
(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/22 ～ 5/11 6/6 ～ 12/25 
電気設計技術科 

(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

ハローワーク
館林 

 
１４：００～ 

   １５：３０ 
 

2階会議室 

アイ・アカデミー アネックス 館林 OA事務基礎科 
支援 

3/14 ～  4/10 5/15 ～  9/14 

タカラビジネススクール 本町校 太田 ビジネスパソコン基礎科 2/27 ～ 3/23 4/24 ～ 8/23 

ポリテクセンター群馬 高崎 

ＣＡＤものづくりサポート科 

施設内 

2/26 ～ 4/13 5/15 ～ 11/1 
デジタルエンジニア科 

マシニングＣＡＤ科 
(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/22 ～ 5/11 6/6 ～ 12/25 
電気設計技術科 

(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/15（木） 

ハローワーク
富岡 

 
１４：００～ 

   １５：００ 
 

2階会議室 

日建学院 群馬校 高崎 不動産ビジネススキル養成科 支援 2/27 ～ 3/22 4/23 ～ 10/22 

（公財）介護労働安定センター 群馬支所 前橋 介護労働講習（実務者研修を含む） 
介護労働
講習 

3/1 ～ 5/15 6/1 ～ 11/12 

ポリテクセンター群馬 高崎 

ＣＡＤものづくりサポート科 

施設内 

2/26 ～ 4/13 5/15 ～ 11/1 
デジタルエンジニア科 

マシニングＣＡＤ科 
(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/22 ～ 5/11 6/6 ～ 12/25 
電気設計技術科 

(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

ハローワーク
渋川 

 
１０：３０～ 

   １１：３０ 
 

会議室 

日建学院 群馬校 高崎 不動産ビジネススキル養成科 

支援 

2/27 ～ 3/22 4/23 ～ 10/22 

中央総合学院 前橋校 前橋 ビジネスパソコン基礎科 2/27 ～ 3/19 4/19 ～ 8/17 

中央総合学院 高崎校 高崎 
パソコン・医療事務科 2/27 ～ 3/26 4/25 ～ 8/24 

ビジネスパソコン基礎科 3/14 ～ 4/11 5/16 ～ 9/14 

（公財）介護労働安定センター 群馬支所 前橋 
介護労働講習 

（実務者研修を含む） 
介護労働
講習 

3/1 ～ 5/15 6/1 ～ 11/12 

ポリテクセンター群馬 高崎 

ＣＡＤものづくりサポート科 

施設内 

2/26 ～ 4/13 5/15 ～ 11/1 

デジタルエンジニア科 

マシニングＣＡＤ科 
(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/22 ～ 5/11 6/6 ～ 12/25 
電気設計技術科 

(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 



※ 区分     委託  ： 群馬県が民間教育機関等に委託して実施する委託訓練です。 
          支援  ： 求職者支援制度により認定を受けた民間教育機関等が実施する訓練です。 
          施設内 ： 国（ポリテクセンター群馬）や、群馬県（産業技術専門校）が実施する訓練です。 
いずれの訓練も、一定の要件を満たす方には訓練中に給付金の支給があります。    

日付 ハローワーク 訓練実施施設 
訓練実
施場所 

訓練科目 ※区分 募集期間 訓練期間 

3/16（金） 

ハローワーク
高崎 

 
 

１３：３０～ 
   １５：３０ 

 
 
 

３階会議室 

日建学院 群馬校 高崎 不動産ビジネススキル養成科 

支援 

2/27 ～ 3/22 4/23 ～ 10/22 

中央総合学院 前橋校 前橋 ビジネスパソコン基礎科 2/27 ～ 3/19 4/19 ～ 8/17 

中央総合学院 高崎校 高崎 

パソコン・医療事務科 2/27 ～ 3/26 4/25 ～ 8/24 

ビジネスパソコン基礎科 3/14 ～ 4/11 5/16 ～ 9/14 

（公財）介護労働安定センター 群馬支所 前橋 
介護労働講習 

（実務者研修を含む） 
介護労働
講習 

3/1 ～ 5/15 6/1 ～ 11/12 

ポリテクセンター群馬 高崎 

ＣＡＤものづくりサポート科 

施設内 

2/26 ～ 4/13 5/15 ～ 11/1 

デジタルエンジニア科 

マシニングＣＡＤ科 
(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/22 ～ 5/11 6/6 ～ 12/25 
電気設計技術科 

(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/20(火) 

ハローワーク
沼田 

                                     
１４：００～ 

   １６：００ 
                                      

2階会議室 

（公財）介護労働安定センター 群馬支所 前橋 
介護労働講習 

（実務者研修を含む） 
介護労働
講習 

3/1 ～ 5/15 6/1 ～ 11/12 

ポリテクセンター群馬 高崎 

ＣＡＤものづくりサポート科 

施設内 

2/26 ～ 4/13 5/15 ～ 11/1 

デジタルエンジニア科 

マシニングＣＡＤ科 
(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/22 ～ 5/11 6/6 ～ 12/25 
電気設計技術科 

(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/22(木) 

ハローワーク
中之条 

 
１４：４５～ 

   １６：００ 
 

2階会議室 

日建学院 群馬校 高崎 不動産ビジネススキル養成科 支援 2/27 ～ 3/22 4/23 ～ 10/22 

（公財）介護労働安定センター 群馬支所 前橋 介護労働講習（実務者研修を含む） 
介護労働
講習 

3/1 ～ 5/15 6/1 ～ 11/12 

ポリテクセンター群馬 高崎 

ＣＡＤものづくりサポート科 

施設内 

2/26 ～ 4/13 5/15 ～ 11/1 

デジタルエンジニア科 

マシニングＣＡＤ科 
(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 

3/22 ～ 5/11 6/6 ～ 12/25 

電気設計技術科 
(橋渡し訓練付き若年者向けコース） 


