スキルアップガイドのご案内

就職（正規雇用）への第一歩！
あなたにあったスキルアップを探してみませんか？

（スキルアップとは、仕事で必要な技能や技術を身につけたり、レベルアップすること）

現在、高知県内ではいろいろなスキルアップメニューが公的職業訓練コースとして用意されて
います。まず右のチャートであなたにあった職業訓練を見つけましょう。
● ハローワークでは、あなたのスキルアップをサポートするキャリア・コンサルタントを配置
しています。お気軽にご相談ください。

Q：

Ｑ：

どんな職業訓練を受けたら

いいのかわからない。
どうしたらいいですか？

職業訓練を受講するのに

どのくらいの費用がかかり

Ａ：

ますか？

訓練前に自己理解、職業理解、
訓練受講の目的等を明確化するため
のキャリア・コンサルティングを、
無料でハローワークで受けることが
できます。あなたの価値観、興味・
関心を明らかにし、能力・強みに
気づき、選択が容易になります。

Ａ：

求職者支援訓練・公共職業
訓練については、授業料は原
則として無料です。
ただし、テキスト代や職場
見学の交通費、また資格試験
を受験される場合（任意）は
受験料が別途必要となります。

Ｑ：

Ｑ：

ですが、小さい子どもが

決まっていないのですが、

学校を卒業して仕事が

職業訓練を受けたいの

職業訓練を受けることは

いるので悩んでいます。

できますか？

Ａ：

職業訓練を受けている間、
無料で子どもさんをお預かり
する制度があります。
✽施設の空き状況等によっては、
託児ができない場合があります。

対象児：０才～就学前

A：

受講できます。
職業訓練は、雇用保険を受給で
きる方のほか、次のような方も
多数受講しています。
○新規学卒者で就職が決まっていない方
○今までアルバイトで働いていた方
○今まで専業主婦だった方
○自営業を廃業された方

問い合わせ先(P15)
P3～P4,P5～P6 の職業訓練
⇒高知県雇用労働政策課
P7～P8 の職業訓練
⇒ポリテクセンター高知
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求職者支援訓練
P3～Ｐ4

求職者支援訓練

スキルアップガイドのご案内

No

離職者の方へ

Yes

雇用保険を

ものづくり

Yes

の仕事に

受給できる

公共職業訓練
P５～P6

興味がある

スキルアップして

公共職業訓練

No

Yes

仕事をさがしたい

教育訓練給付

公共職業訓練
P７～P８
P９～P10

Yes

教育訓練給付金
P11

Yes

働きながらスキル
を身につけたい

在職者訓練
P12

在職者訓練

在職者の方へ

農林漁業関係
興味がある
P13

農林漁業関係

の仕事に

Yes

Yes

事業主の方へ

従業員を

Yes

従業員を育成したい
企業を支援
P14

■ スキルアップをお考えの方、訓練内容をもっと知りたい方、お気軽に問い合わせ先一覧（P15）へ。

■ ご紹介している公的職業訓練コースは、年度途中で変更される場合がありますので、ご了承ください。
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事業主の方へ

育成したい

各種助成金
P14

求職者支援訓練
求職者支援訓練は、雇用保険を受給できない求職者の方などを対象とした 3～6 ヵ月の訓練です。
就職に役立つ技能や知識が学べます。
対象者‥雇用保険を受給できない方（優先）で、就職意欲が高く、訓練終了後早期就職できる方
●
●

基礎コース‥‥就職に必要な基礎的な技能＋知識を習得します。
実践コース‥‥基礎的な技能＋知識に加え、実践的な技能＋知識を習得します。

無料の訓練
※テキスト代などは
自己負担になります。

基礎コース
（期間 3 ヵ月）
■ 仕事に必要な基礎スキル(ビジネス
マナー、自己アピール、電話応対等)
とパソコンのビジネスソフトの実践的
な活用スキルを身につけ、幅広い職種
で即戦力として働ける人材を育成する
コースです。

実践コース

介

護

就職の支援

給付金の支給

※訓練中からハローワーク
が積極的に支援します。

安定した就職

※一定の要件を満たす方に
「職業訓練受講給付金」を支給します。

■目指す資格
・Word 文書処理技能認定２～３級
・Excel 表計算処理技能認定２～３級
・コミュニケーション検定上級 等

■目指す職業・職種
・一般事務・営業事務

■目指す資格

（期間 3 ヵ月～6 ヵ月）
・介護福祉士実務者研修修了
■ 介護福祉士を目指す方を対象とした

・介護職員初任者研修修了 等

6 ヵ月の｢介護職員実務者研修科｣と介護
のスペシャリストとして介護施設や障
害者施設で必要とされる実践的な介助
技術を短期間で習得できる 3 ヵ月の｢介
護職員初任者研修科｣があります。

実践コース

エステティック

（期間 3 ヵ月～6 ヵ月）

■目指す職業・職種
・訪問介護職・施設介護員

■目指す資格
・アロマテラピー検定１～２級
・メディカルハーブ検定

■「エステティック」のコースは、エス

・センセーションカラーセラピスト

テティシャンを中心とした幅広い美容

・JNEC ネイリスト技能検定３級 等

関連職種への就職を目指し、エステのみ

■目指す職業・職種

ならずアロマテラピー、カラーテラピ
ー、などの理論とそれに基づく施術スキ
ルを学びます。

実践コース

ネイリスト

（期間 3 ヵ月）

・エステティシャン・美容部員
・アロマテラピスト・美容アシスタント

■目指す資格
・JNEC ネイリスト技能検定 ３級
・JNEC ネイリスト技能検定 ２級

■「ネイリスト」のコースは、6 ヵ月

・JNA ジェルネイル技能検定 中級

をかけてプロのネイリストとして専門

・JNA 認定ネイルサロン衛生管理士

サロンで働けるレベルのスキルが確実
に身につくよう確かな知識とそれに裏
づけされた高度な施術スキルを身につ
けることができます。

■目指す職業・職種
・ネイリスト
・美容アシスタント(ネイル)

✽ これから開講予定の訓練コースの内容は高知労働局、またはポリテクセンター高知のホームページでご確認いただけます。
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トリマー

（期間 6 ヵ月）
■ プロのトリマーを目指す方を対象に、ペ
ットショップやペット専門美容室で求めら
れる「プロとしてのグルーミングスキル」を
学ぶコースです。様々なトリミング技法を実
際に行うことによってプロとしてのテクニ

求職者支援訓練

実践コース

■目指す資格
・訓練修了後、実務経験をつむ
ことでトリマーの資格にもチ
ャレンジできます。

■目指す職業・職種
・トリマー

公共職業訓練

ックを身につけることができます。

実践コース

経理・ＯＡ事務

（期間 3 ヵ月）

■目指す資格
・Word 文書処理技能認定

２級

・Excel 表計算処理技能認定 ２級

■ 全ての企業で必要とされる「経理業務」、専
門的知識が必要とされる「OA 事務スタッフ」
を目指す方を対象としたワンランク上のビジ
ネスコースです。次の仕事に向けてプラスアル
たコースとなります。

実践コース

医療事務

（期間 3 ヵ月）

技能検定試験

3級

・簿記検定（日商簿記）

２級

■目指す職業・職種
・経理事務・税務事務
・OA 事務員

教育訓練給付

ファのスキルを加えたいという方を対象とし

・Access ビジネスデータベース

■目指す資格
・医療事務検定

■ 常に求人ニーズがあり、人気も高い「医療･
調剤事務」。この仕事では常に即戦力が求めら
学びそれを踏まえた実践的なトレーニングを
積むことで「実務経験者と同等の職務遂行力」
を身につけることができます。

実践コース

建築 CAD・施工技術者

・調剤報酬請求事務技能検定
・メディカルマナー検定

■目指す職業・職種

在職者訓練

れています。このコースでは、体系的に知識を

・医事コンピューター能力技能検定

・医療事務員
・調剤薬局事務員

■目指す資格

（期間 3 ヵ月～4 ヵ月）
・建築 CAD 検定 ２級

農林漁業関係

■ 人手不足の状況が続く建設業界、数多い求
人職種に共通して求められるスキルは、建築技
術に関する知識と施工図面を正確に読み取る
スキルです。この訓練では、幅広い基礎知識を
学び、それを踏まえ建築 CAD も含めた製図の
スキルを身につけます。

■目指す職業・職種

・建築施工管理技術者
・建築施工図 CAD 技術者
・建築 CAD オペレーター

実践コース

農業（有機農業実践）
事業主の方へ

（期間 6 ヵ月）
■ 訓練を通じて農産物を中心とした「食につ
いての専門的知識」が身につき、農業に従事
するばかりではなく流通･販売･加工まで含め
た幅広い分野での就職が可能です。未経験者
でも農産物の種蒔から収穫、出荷や一次加工
といった実践的な実技を通じて、総合的な農
作業のスキルを身につけることができます。

■目指す資格

■目指す職業・職種

・有機農業作業員・有機農業での自営
・オーガニック食品専門店スタッフ

・特になし
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問い合わせ先 ⇒

住所管轄の各ハローワーク
機構高知支部 求職者支援課

公共（委託）職業訓練
委託訓練
受講対象者
公共職業訓練は、下記の条件を満たす方を対象としています。
・早期再就職の意欲が高い方（主に雇用保険受給資格者）
・公共職業安定所長の受講の指示又は推薦が受けられる方
・１年以内に公共職業訓練を受講してない方
・キャリア・コンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成した方（デュアルシステム訓練のみ）

離転職者訓練
２ヵ月～６ヵ月及び 24 ヵ月訓練（座学中心のコース）
再就職に向け、知識や技能などを習得するための訓練コースです。同じ科目の中でも複数の
コースがあり、実施されるコースによって内容が少しずつ異なります。コースの内容やレベ
ルをしっかり確認し、ご自身にあったコースをお選びください。
ＩＴ訓練科
ワード・エクセルの資格取得を目指すコース
パソコンを使った事務処理業務に幅広く対応できるよう、パソコンの基礎を学び、ワードや
エクセルをはじめとするビジネスソフトの基本と活用技法を習得します。
ＩＴビジネス基礎科
就労経験の少ない方向けコース
ビジネスシーンにおけるパソコン（ワード・エクセル）の活用術を基礎から学ぶとともに、
応募書類の書き方などを一から習得します。マナーの重要性や正しい言葉遣い等を身につ
け、安定的な就労を目指します。
経理科
簿記の資格取得を目指すコース
企業会計に必要な簿記の知識や経理事務、パソコン会計処理の操作を学びます。コースによ
って異なりますが、日商簿記検定２・３級、全経簿記検定２・３級の取得を目指します。
医療事務科
医療事務の資格取得を目指すコース
診療報酬やレセプト作成、窓口業務など、医療機関で働くうえで必要となる基礎知識や請求
業務を学びます。
介護職員初任者研修科
介護職員初任者研修の資格取得を目指すコース
福祉業界で即戦力として活躍できる人材を目指し、介護従事者としての基礎知識を学びま
す。学んだ基礎をもとに実践に則した実技を行い、確実な介護技術を習得します。
宅地建物取引主任者養成科
宅地建物取引主任者の資格取得を目指すコース
不動産及びマンション管理に関する知識を習得し、不動産実務に役立つ人材を養成します。
介護福祉士養成科（訓練期間 24 ヵ月）
介護福祉士の資格取得を目指すコース
入浴・食事・着脱・移動など直接的な介護方法や専門的な知識を活かした技術の指導、助言
方法などを学ぶことが出来ます。訓練を修了すると介護福祉士の資格を取得することができ
ます。
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デュアルシステム訓練
3 ヵ月～4 ヵ月訓練（座学＋職場実習１ヵ月のコース）
民間教育訓練機関などにおける２ヵ月～３ヵ月の座学と、１ヵ月の職場実習をセットにした
訓練です。
職業能力や社会人としてのマナーなどの習得、職業意識の啓発、企業における職場実習に至
るまで、一貫した形で実践的な能力を習得するコースです。就労経験の少ない方やフリータ
ーの方などにおすすめです。
ワード・エクセルの資格取得を目指すコース
文書作成や表計算などＩＴ応用力を身につけるだけでなく、コミュニケーションスキルなど
社会人としての基礎素養も学び、職場での実習を通して実践力を養います。

公共職業訓練

ＯＡ事務実務科

求職者支援訓練

公共（委託）職業訓練

医療事務実践科
医療事務の資格取得を目指すコース

介護職員初任者研修実践科
介護職員初任者研修の資格取得を目指すコース
介護の基礎知識と技術、ならびに介護報酬請求業務の知識と技能も習得します。資格取得だ
けでなく、職場実習を通して現場で活躍できる介護職員を目指します。
✽ これから開講予定の訓練コースの内容は高知労働局、または高知高等技術学校
のホームページ（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151304/）でご確認
いただけます。

問い合わせ先 ⇒住所管轄の各ハローワーク

（期間

6 ヵ月）

■習得できる資格
・介護福祉士実務者研修修了

■目指す職業・職種
・訪問介護職・施設介護員

問い合わせ先 ⇒住所管轄の各ハローワーク

農林漁業関係

介護福祉士を目指す方！
しっかりと技術を習得！
そして介護職に就く！

在職者訓練

介護労働安定センター 高知支部
介護労働講習
（実務者研修を含む）

教育訓練給付

医療事務に関する基礎知識を身につけ、診療報酬の算定及びパソコンへのデータ入力、レセ
プトの発行に関する技能を習得し、職場実習により実践力を養います。

障害者委託訓練

習得訓練コース
（障害者向けデュアル
システムコース）

✽ 訓練計画については高知県障害保健福祉課、

民間教育訓練機関等を委託
先として、清掃業務や販売業
務に従事するための職業訓
練を行います。

問い合わせ先 ⇒住所管轄の各ハローワーク

訓練申込みについてはハローワークまで。
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事業主の方へ

知識・技能

清掃及び事務補助研修
（期間：2 ヵ月 定員 8 名）
販売及び事務補助研修
（期間：2 ヵ月 定員 8 名）
清掃業務従事者研修
（期間：2 ヵ月 定員 8 名）

公共職業訓練

(

高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部
高知職業能力開発促進センター・高知職業能力開発短期大学校
〈ポリテクセンター高知〉 〈ポリテクカレッジ高知〉

)

受講対象者
● 雇用保険を受給している方（優先）で、就職意欲が高く、訓練終了後早期就職できる方
● 公共職業安定所長の受講の指示又は推薦が受けられる方
● キャリア・コンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成した方【企業実習付コース（デュアル）のみ】

ポリテクセンター高知

■ ものづくり分野の技能の習得が可能です。
■ 各コースの訓練内容をご理解いただくために、毎週木曜日に施設見学会を開催しています。

一般コース

CAD・NC エンジニア科

（期間 6 ヵ月）

習得できる資格
■ ＣＡＤ利用技術者試験
■ 技能検定

機械加工

目指す職業・職種
■ 機械工
■ 溶接工
■ 機械設計
■ ＣＡＤオペレータ

住宅 CAD リフォーム技術科
習得できる資格
■ 建築ＣＡＤ検定
■ 住環境福祉コーディネーター

電気設備技術科
習得できる資格
■ 第二種電気工事士

（期間 6 ヵ月）
目指す職業・職種
■
■
■
■
■

住宅設計補助
現場管理
耐震診断士補助
大工・内装施工
住宅営業

（期間 6 ヵ月）
目指す職業・職種
■ 電気工事作業者

■ 第一種電気工事士
■ 消防設備士（乙４類）

ビジネスワーク科
習得できる資格
■ 簿記検定（日商簿記）２級
■ 秘書検定

２級、３級

（期間 6 ヵ月）
目指す職業・職種
■
■
■
■
■

一般事務
経理事務
総務事務
ＯＡ事務
医療事務
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問い合わせ先 ⇒ 住所管轄の各ハローワーク
ポリテクセンター高知 訓練課

企業実習付（デュアル）コース

習得できる資格

（期間 7 ヵ月）

求職者支援訓練

テクニカルオペレーション科

■ 概ね 40 歳未満の方が対象です。

目指す職業・職種

■ 技能検定機械加工（普通旋盤作業）

■ 機械工

■ 技能検定機械加工（フライス盤作業）

習得できる資格

公共職業訓練

（期間 7 ヵ月）

建築施工 CAD 科

目指す職業・職種

建築ＣＡＤ検定 ２級
ＤＩＹアドバイザー

■ 建築 CAD 検定 2 級
■ DIY アドバイザー

■
■
■
■
（New）■

住宅設計補助
現場管理
耐震診断士補助
大工・内装施工
型枠大工 ■ 住宅営業

教育訓練給付

（期間 7 ヵ月）

電気設備技術科
習得できる資格

目指す職業・職種

第二種電気工事士

■ 電気工事作業者

■ 第二種電気工事士

第一種電気工事士
■ 第一種電気工事士

ポリテクカレッジ高知

学卒者訓練

■ 2 年間の教育訓練を通して、確かな技術を身につけることができる実践的な大学校です。

在職者訓練

問い合わせ先 ⇒ 住所管轄の各ハローワーク
ポリテクセンター高知 訓練
■ 高卒以上（年齢不問）の方が対象です。

生産技術科

電子情報技術科

■ 基本情報技術者
■ 工事担当者
■ ＥＴＥＣ（組込み技術者試験制度）
■ トロン技術者認定試験 など

■ 機械加工技術者
■ 設計技術者
■ 溶接工
■ 組立工

（期間 2 年）

事業主の方へ

習得できる資格

目指す職業・職種

農林漁業関係

習得できる資格

○技能検定
■ 普通旋盤
■ フライス盤
■ 機械プラント製図 ■ 機械系保全
■ 機械検査 など
○溶接技能者評価試験
■ 被覆アーク溶接 など

（期間 2 年）

目指す職業・職種
■ SE（システムエンジニア）
■ プログラマ
■ コンピュータ関連

■ 技術営業

■ ネットワーク構築

■ 電子機器製造

■ 回路設計・開発技術
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問い合わせ先 ⇒ ポリテクカレッジ高知

公共職業訓練（高知県立高知高等技術学校・高知県立中村高等技術学校）

各科概要

「プロを極める」

高知校 2 年課程・高卒以上 39 歳以下

●
●

機械加工科

●

目指す資格

●
●

定められた寸法形状に金属を加工
する機械工作や、パソコンを使っ
て図面を描く CAD などの技能を
身に付け、
「ものづくりのプロ」を
養成します。

●

修了後の
就職先例

[募集定員：10 名]

高知校 2 年課程・高卒以上３９歳以下

●
●

溶接科

2 級機械加工・普通旋盤技能士
2 級機械加工・フライス盤技能士
2 級機械製図・CAD 技能士
中級 CAD トレース技士
危険物取扱者免状
技能士補

目指す資格

●

■一般機械金属製品製造会社

■建設機械器具製造会社

■農業機械器具製造会社

■金型製造会社

溶接管理技術者（WES）2 級
超音波探傷試験技術者レベル１
溶接技能者評価試験

（手溶接、半自動溶接、ステンレス鋼溶接）
●

船舶、橋梁、ビル、産業機械など
あらゆる製品の製造現場で重要性
を増している技量の高い溶接士を
育成します。

技能士補

修了後の
就職先例

[募集定員：10 名]

■造船会社

■機械製造会社

■建築鉄骨会社

■圧力容器製造会社

高知校 2 年課程・中卒以上３９歳以下

オートボディ科

目指す資格

さまざまな金属材料について学び、
自動車や建築物、工場などで必要と
される板金・塗装の基礎技能を身に
つけます。
[募集定員：高卒コース10名・中卒コース10名]

●

2 級打出し板金技能士

●

2 級金属塗装技能士

●

危険物取扱者免状

●

技能士補

■自動車板金塗装会社

修了後の
就職先例

■機械製造会社（塗装部門）

■鉄工所

高知校 2 年課程・高卒以上３９歳以下

電気工事科
電気の基礎知識を学び、電気・通
信設備の現場施工や保守管理に必
要な専門知識と技能を習得しま
す。
[募集定員：15 名]
✽

目指す資格

●

第二種電気工事士

●

第一種電気工事士

●

技能士補

修了後の
就職先例

■電気設備工事会社

■電気設備保守管理会社

■電気通信設備関連会社

■鉄道設備関係の電気工事会社

各高等技術学校のホームページ（高知校：
（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151304/）
、中村校：
（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151305/）
でご確認いただけます。くわしくはハローワークへお問い合わせください。
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求職者支援訓練

高知校 2 年課程・高卒以上３９歳以下

自動車整備科

目指す資格

自動車整備士の基礎的なスキルを
習得し、職場で必要な応用力を身
につけ即戦力になる人材を育てま
す。

●

2 級ガソリン自動車整備士

●

2 級ジーゼル自動車整備士

●

技能士補

●

低圧電気自動車取扱特別教育修了証

修了後の
就職先例

■自動車検査官

■自動車整備工場

■２輪販売代理店

公共職業訓練

[募集定員：20 名]

■自動車販売会社

高知校 １年課程・高卒以上３９歳以下

配管科

目指す資格

生活に欠かせない水・空気・ガス

●

2 級配管技能士

●

液化石油ガス設備士

●

小型車両系建設機械運転

●

技能士補

などを管理し、安全で快適な暮ら

修了後の
就職先例

[募集定員：１０名]

中村校 ２年課程・中卒以上３９歳以下

木造建築科

■ガス工事販売会社

■空調設備工事会社

■消防用設備・保守関連会社

●

2 級・3 級建築大工技能士

●

2 級建築士

●

建築 CAD 検定 2 級・3 級

●

技能士補

目指す資格

実際の木造家屋を建築しながら、

■水道衛生工事・保守会社

教育訓練給付

しを支える職能を身につけます。

在来軸組構法の構成や器工具の使

修了後の
就職先例

門知識と技能を学びます。
[募集定員：１０名]

■木造建築の施工会社

■工務店

■建築会社

■ハウスメーカー

在職者訓練

い方、CADによる設計図などの専

中村校 ２年課程・中卒以上３９歳以下

左官・タイル施工科

●

2 級左官技能士

●

2 級タイル張り技能士

●

技能士補

目指す資格

クリートなど広い分野にわたって
左官施工の技能を学びます。
[募集定員：１０名]

修了後の
就職先例

■左官工事会社

■ブロック工事会社

■タイル工事会社

■建設会社

農林漁業関係

壁塗り、タイル、ブロック、コン

中村校 6 ヵ月課程・中卒以上 65 歳以下

今後、需要の増加が見込まれる住宅
改修に欠かせない建築学や内装、福
祉住環境の知識と施工技術を学びま
す。[募集定員：前期１０名・後期10名]

修了後の
就職先例

10

■住宅リフォーム会社

■建築会社

■室内装飾関連会社

■工務店

問い合わせ先 ⇒住所管轄の各ハローワーク
高知・中村高等技術学校

事業主の方へ

住宅リフォーム科

離職者・在職者の方へ
教育訓練給付金
働く方の主体的な能力開発の取組又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を
図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
雇用保険被保険者又は被保険者であった方で一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣が指定する教育訓
練講座を受講し、修了した場合に支給します。

■一般教育訓練

受講者が教育訓練施設に支払った経費の 20％に相当する額（上限 10 万円）

●雇用保険に一般被保険者として原則 3 年以上加入（ただし当分の間、初めて支給を受ける場合は 1 年）

■専門実践教育訓練

①受講者が教育訓練施設に支払った経費の 40％に相当する額（年間上限 32 万円）
②資格取得等をし、修了から 1 年以内に再就職又はすでに雇用されている場合は、受講者が教育訓練
施設に支払った経費の 20％を追加給付

●雇用保険に一般被保険者として原則 10 年以上加入（ただし当分の間、初めて支給を受ける場合は 2 年）
●受講開始前に専門のキャリア・コンサルタントから交付されたジョブ・カード又は専門実践教育訓練の受
講について事業主が承認したことの証明書を添付して事前の手続きを行うことが必要です。
問い合わせ先 ⇒最寄りの各ハローワーク
（給付窓口へ）

■ 専門実践教育訓練厚生労働大臣指定講座一覧表（高知県）
学校名

講座名

目標とする資格等

高知県立幡多看護専門学校

医療専門課程
看護学科

看護師

高知医療学院

理学療法学科

理学療法士

RKC 調理師学校

調理師養成学科
（昼間）

RKC 調理師学校

平成 27 年 4 月現在（8 校 12 講座）
TEL

期間

開講月

宿毛市山奈町芳奈
3-2

0880-66-2525

36 ヵ月

4月

高知市長浜
6012-10

088-842-0412

36 ヵ月

4月

調理師

高知市南久万 58-1

088-822-8234

12 ヵ月

4月

調理師養成学科
（夜間）

調理師

高知市南久万 58-1

088-822-8234

18 ヵ月

4月

高知情報ビジネス専門学校

情報システム科

職業実践専門課程
(情報処理)

高知市北本町
1-12-6

088-825-0077

24 ヵ月

4月

高知情報ビジネス専門学校

会計ビジネス科

職業実践専門課程
(経理・簿記)

高知市北本町
1-12-6

088-825-0077

24 ヵ月

4月

専門課程看護学科
（全日制）

看護師

高知市長浜 6193

088-848-0133

24 ヵ月

4月

龍馬看護ふくし専門学校

看護学科

看護師

高知市北本町 1-5-3

088-825-1800

36 ヵ月

4月

龍馬看護ふくし専門学校

医療事務科

職業実践専門課程
(医療関係その他)

高知市北本町 1-5-3

088-825-1800

24 ヵ月

4月

介護福祉士養成科

介護福祉士

高知市針木北
1-14-30

088-840-6111

24 ヵ月

4月

国際デザイン・ビューティー
カレッジ

美容科

美容師

高知市旭町
2-22-58

088-875-0099

24 ヵ月

4月

国際デザイン・ビューティー
カレッジ

グラフィック
デザイン科

職業実践専門課程
（デザイン）

高知市旭町
2-22-58

088-875-0099

24 ヵ月

4月

高知県医師会看護専門学校

平成福祉専門学校
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住所

(自社の実情や目的に合った研修を実施したい)

高知職業能力開発短期大学校・高知職業能力開発促進センター
（ポリテクカレッジ高知）
オーダーメイド教育訓練

（ポリテクセンター高知）

事業主や業界団体のご要望に応じ、講習の実施時期・内容をコーディネートする
訓練のことを言います。

求職者支援訓練

在職者訓練

対象分野： 電気、電子、情報処理、機械加工、溶接、住宅設計、住宅施工等のものづくりを中心
とした分野（詳しくはホームページをご確認ください）
場： 会場は原則として、ポリテクカレッジ高知及びポリテクセンター高知における実施と
なりますが、出張セミナーにも対応します。
定

員： 定員は原則10名以上です。（10名未満の場合についてもご相談ください）

時

間： 1コース当たりの訓練時間は12時間以上です。

公共職業訓練

会

受 講 料： 受講料は、ポリテクカレッジ高知及びポリテクセンター高知が定める諸経費を含めて
ご提示します。

教育訓練給付

問い合わせ先 ⇒ ポリテクカレッジ高知 学務援助課
ポリテクセンター高知 訓練課

溶接関係１６コース、機械関係７コース、オートボディ関係４コース、電気工事関係２コース、
配管関係２コース、その他５コース があります。

農林漁業関係

溶接関係‥‥JIS 溶接評価試験対策、構造物鉄工技能検定対策、アーク溶接特別教育（実技）・JSNDI 非破
壊検査技術者（UT1）対策、産業用ロボット特別教育 他
機械関係‥‥普通旋盤技能検定対策、立てフライス盤・普通旋盤基礎講習、3D プリンタ基礎講習、CAD
トレース講習 他
オートボディ関係‥‥金属塗装技能検定対策、乙種第 4 類危険物受験対策 他
電気工事関係‥‥第一種電気工事士受験対策、第二種電気工事士受験対策
配管関係‥‥冷凍空調検定対策、建築配管技能検定対策
その他‥‥自動車整備士学科試験対策、福祉住環境コーディネーター3 級対策、建築大工検定準備講習 他

在職者訓練

高知県立高知・中村高等技術学校

オーダーメイド訓練

事業主や業界団体のご要望に応じ、講習の実施時期・
内容をコーディネートする訓練のことを言います。

本校訓練生のカリキュラムに混じって基礎的な技術
習得に努める訓練です。2 週間程度から最長 1 年まで
企業の希望に沿った形で参加して頂けます。
✽ これから開講予定の訓練コースの内容は高知労働局、または高知高等技術学校

のホームページ（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151304/）
でご確認いただけます。くわしくはハローワークへお問い合わせください。
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問い合わせ先 ⇒高知高等技術学校

事業主の方へ

技能者養成コース（機械・溶接・金属塗装）

農・林・漁業の仕事をお考えの方へ
高知県立農業大学校
高知県立農業大学校は、農業に関する技術及び経営についての実践的な研修教育を行い、地域農業
の振興に貢献することができる優れた農業後継者、農業者等を養成することを目標としています。
● 教育期間は 2 年、園芸学科、畜産学科があります。
問い合わせ先 ⇒ 高知県立農業大学校

高知県立農業担い手育成センター（窪川アグリ体験塾）
就農を希望される方を広く受け入れ、農業技術や経営に関する講義と実践研修を提供するとともに、
県内の先進農家と連携した現地研修なども行い、就農を支援します。
● 研修期間は 6 ヵ月から 24 ヵ月です。
問い合わせ先 ⇒窪川アグリ体験塾

高知県立林業学校
即戦力となる担い手から本県の林業界を担う人材までの幅広い人材を育成するため、林業学校を
開校しています。
平成 27 年 4 月には、就業前に実践的な技術や知識をしっかり学んでいただく基礎課程（1 年間）
と、林業関係者の方が知識や技術のスキルアップを図るための短期課程がスタートしています。
問い合わせ先 ⇒ 高知県立林業学校

漁業就業セミナー
漁業の担い手確保対策の一環として「漁業就業セミナー」を開催しています。漁業や就業支援
制度について説明したのち、現役の漁業者や技術習得研修（長期研修）を受講している研修生と
の意見交換を行います。また、漁業体験では、実際に漁船に乗船し、漁具や漁法、船の設備等に
ついての説明を行っています。
問い合わせ先 ⇒ 高知県漁業振興課

受講者の声（受講者アンケートより）
訓練を受講し、資格を取っ

過去の自分の職歴からは全

た事で就職の幅が広がり、自

く得る事のなかった新しい技

分の自信にもつながりまし

能・技術・知識を学ぶ事がで

た。就職に役立つ技能、技術

きて、本当にありがたいと思

や知識の習得だけでなく、就

っています。学ぶ姿勢という

職に向けても力を尽していた

ものを再確認できた事も大き

だきました。

な収穫でした。
介護系コース

介護系コース
今回このコースを受講させ
ていただけて本当に感謝して
います。自分の身にすごくなっ
たし、希望の職業にも就職する
事ができました。これからも頑
張っていきたいと思います。
美容系コース

PC 検定取得だけでなく、
先生方にはたくさんの事を教
えていただきました。人生の
中で宝物になるような 3 ヵ月
間でした。感謝の気持ちでい
っぱいです。
パソコンコース
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各種助成金
１.企業内人材育成推進助成金（New）
従業員に教育訓練・職業能力評価制度、キャリア・コンサルティング制度、技能検定合格報奨金制度など

求職者支援訓練

事業主の方へ

を計画的に実施する制度を導入し、継続して人材育成に取り組む事業主、また、その事業主を支援する事業
主団体に支給する「企業内人材育成推進助成金」を創設しました。
・労働組合などの意見を聞いて事業内職業能力開発計画を作成し、従業員に周知している事業主であること
・職業能力開発推進者を選任していること

２.キャリア形成促進助成金（自発的職業能力開発コース・中長期的キャリア形成コース）
（一部 New）
・従業員の自発的な能力開発にかかる経費や訓練中の賃金を支払う事業主を助成します。

公共職業訓練

・人材育成制度を就業規則または労働協約に規定すること

・平成 26 年度から厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座（P11 の専門実践教育訓練）
にかかる経費や訓練中の賃金を支払う事業主を助成する制度がスタートしています。

問い合わせ先 ⇒高知労働局 地方訓練受講者支援室

・非正規雇用労働者を正社員に転換する目的で職業訓練などを実施した場合に経費や賃金の一部助成が受け
られます。
・平成 26 年度から厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座（P11 の専門実践教育訓練）
にかかる経費や訓練中の賃金を支払う事業主を助成する制度がスタートしています。

教育訓練給付

３.キャリアアップ助成金（一部 New）

４.建設労働者確保育成助成金制度

・中小建設事業主が雇用する建設労働者のために、運転技能等の講習を受講させた場合、経費や賃金の一部
問い合わせ先 ⇒高知労働局 職業対策課

※上記１～４の助成の対象には、訓練等の計画実施前に計画の認定を受ける必要があるなど、助成金の支
給には一定の条件があります。是非、事前にご相談ください。

在職者訓練

助成が受けられます。

従業員を育成したい企業を支援

問い合わせ先 ⇒高知県立地域職業訓練センター

高知県工業技術センター
・産業技術人材育成事業（ものづくり基幹人材育成）として食品加工や機械金属加工、分析化学など
の実習を通じて、ものづくり産業の担い手となる技術者の養成を支援します。

認定職業訓練
・高知県知事の認可を受けて、従業員の能力の開発向上に必要な各種講座・講習会その他研修事業を
行っています。
● 県内の認定職業訓練施設は P15 の中段のとおりです。
問い合わせ先 ⇒認定職業訓練施設へ
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事業主の方へ

問い合わせ先 ⇒高知県工業技術センター研究企画課

農林漁業関係

高知職業能力開発サービスセンター
・専門スタッフ（キャリア開発アドバイザー）など、人材育成コンサルタントを無料で派遣し、企業
のご希望に応じた人材育成計画などの策定についての助言を行います。

認定職業訓練【短期課程】（平成 26 年問い合わせ先一覧
4 月現在）
訓練関係機関
名 称

TEL

住 所

高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部
（求職者支援課）

 088-833-1085

高知市桟橋通 4 丁目 15-68

求 P3～P4

 088-833-1085

高知市桟橋通 4 丁目 15-68

公 P7～P8

在 P12

 0887-56-4100

香南市野市町西野 1595-1

公 P8

在 P12

高知県立高知高等技術学校

 088-847-6601

高知市仁井田 1188

公 P9～P10

在 P12

高知県立中村高等技術学校

 0880-37-2723

四万十市具同 5179

公 P10

在 P12

介護労働安定センター高知支部

 088-871-6234

高知市本町 4 丁目 2-52

公 P6

高知県地域福祉部障害保健福祉課

 088-823-9560

高知市丸ノ内 1 丁目 2-20
本庁舎１F

障 P6

高知県立農業大学校

 088-892-3000

吾川郡いの町波川 234

農 P13

高知県農業振興部環境農業推進課
(窪川アグリ体験塾)
高知県立林業学校

 0880-24-0007

高岡郡四万十町黒石 665

農 P13

（高知県林業振興・環境部森づくり推進課）

 0887-52-9500

香美市土佐山田町大平 80

林 P13

高知県水産振興部漁業振興課

 088-821-4829

漁 P13

高知県職業能力開発協会
（高知県立地域職業訓練センター）

高知市丸ノ内 1 丁目 7-52
西庁舎６F

 088-846-2305

高知市布師田 3992-4

事 P14

高知県工業技術センター

 088-846-1167

高知市布師田 3992-3

事 P14

高知県雇用労働政策課

 088-823-9765

高知市丸ノ内 1 丁目 2-20

Q P1

高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部
高知職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター高知 訓練課）
高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部
高知職業能力開発短期大学校
（ポリテクカレッジ高知 学務援助課）

ガイドページ

認定職業訓練施設（短期課程）（平成 26 年 4 月現在）
名 称

高知県板金高等職業訓練校
(建築板金科)

高知県産業訓練協会

（販売科、経営実務科）

高知県塗装工業会

(塗装科、防水科、樹脂接着剤注入施工科)

高知 CLB アカデミー高等職業訓練校
（理美容科）

浜幸職業訓練校

（衛生科、製造・販売科）

高知労働基準協会

(クレーン運転科、溶接科)

労働局・ハローワーク
名 称

TEL

住 所

 088-855-4880

高知市桟橋通 6 丁目 2-2

事 P14

 088-824-8984

高知市本町 4 丁目 1-16

事 P14

 088-855-4660

高知市福井町 1121-3

事 P14

 088-845-6667

南国市岡豊町蒲原字宮の谷
567

事 P14

 088-866-2323

高知市大津乙 695-1

事 P14

 088-885-4300

高知市南宝永町 5-1
山二ビル 4F

事 P14

TEL

住 所

高知労働局 職業対策課

 088-885-6052

高知市南金田 1－39
高知労働総合庁舎 2F
高知市南金田 1－39
高知労働総合庁舎 2F

ハローワーク高知（職業訓練コーナー）

 088-888-6001

高知市大津乙 2536－6

ハローワーク高知（給付課）

 088-878-5324

高知市大津乙 2536－6

ハローワーク高知（香美出張所）

 0887-53-4171

香美市土佐山田町旭町
1-4-10 土佐山田合同庁舎 1F

ハローワーク須崎

 0889-42-2566

須崎市西糺町 4-3

ハローワーク四万十

 0880-34-1155

四万十市右山五月町 3-12
中村地方合同庁舎 1F

ハローワーク安芸

 0887-34-2111

安芸市矢ノ丸 4-4-4

ハローワークいの

 088-893-1225

吾川郡いの町枝川 1943-1

高知労働局

地方訓練受講者支援室

ガイドページ

 088-888-6600

高知労働局
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ガイドページ
事

P14

事

P14

✽お問い合わせ、申込みは
住所管轄のハローワークへ

地方訓練受講者支援室

求

P3～P4

公

P5～P10

教

P11

平成 27 年 6 月発行

