
＊職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途必要になる場合があります。

求職者支援訓練

ポリテクセンター京都（施設内訓練）

京都府立高等技術専門校（委託訓練）６月開講

京都府立高等技術専門校（施設内訓練）４月開講



開始日 修了日 開始 終了

❶ パソコン事務＋
ホームページ作成基礎科

就職支援センターはな
六地蔵校第３教室

基礎 9:30 16:00

ビジネステクニック、ビジネスヒューマン、就職活動計画、
職業生活設計、就職支援、文書作成基礎実習、表計算基礎・
応用実習、プレゼンテーション実習、Ｗｅｂ基礎実習、パソ
コン総合演習

０円
京都市伏見区石田桜木
１１番地２１

❷ オフィスパソコン基礎科
〈専〉ＹＩＣ京都工科

自動車大学校２８７教室
基礎 9:30 16:00

パソコンの基本操作からビジネス文書作成ソフト、表計算作
成ソフトの技能を学び、社会人に必要なコミュニケーション
能力、ビジネスマナー、社会保障制度（社会保障・社会保
険・年金）の知識を習得する。

10,000円
京都市下京区油小路通塩
小路下る西油小路町２７
番地

開始日 修了日 開始 終了

➌ 経理・総務実務科
ＫＥＣビジネススクール
（烏丸御池駅前８階Ａ）

営業・
販売・
事務

10/16 10:10 16:35

企業会計に関する基礎的論理を理解し、実践的な会計処理と
決算処理までを習得する。また、給与計算の仕組も習得し、
一般企業の総務・経理の担当者として、即戦力として活躍で
きるスキルを身に付ける。

13,000円
京都市中京区室町通御池
下ル円福寺町３４５番地
サウス御池８階Ａ

❹ 介護職員初任者研修養成科
ユウコム西京極校

実技室Ｆ
介護
福祉

9/13 9:30 17:00
介護職として求められる基礎的な知識（日常生活自立支援に
関する）・介護技術（入浴・排泄・食事・洗濯・炊事）とパ
ソコンでの文章作成技能を習得する。

10,924円
京都市右京区西京極
南大入町８６番地２

➎ ＷＥＢ＆グラフィック
デザイナー科

モーリスビジネス学院
Ａ教室

デザ
イン

10/14 9:30 16:00

ネットワーク、インターネットの仕組みを理解し、ＷＥＢ作
成等の情報発信の仕組を学習。また、ＨＴＭＬによるＷｅｂ
ページ作成技術を習得後、画像処理技術を学習。効果的なＷ
ｅｂ制作・保守運用が行える能力を習得。

15,000円
京都市右京区山ノ内五反
田町１４番地１
株式会社モーリス１Ｆ

➏ ネイリスト育成科 ＭＩＯ美容学院Ｂ教室
理容・
美容
関連

11/14 10:00 16:30
ネイルに関する知識・技能を習得し、相モデルにて技術を身
につける。

9,238円
京都市右京区西院東貝川
町３０ホワイトゴービル
３Ｆ

➐ ネイリスト養成科 セプトネイルアカデミー
理容・
美容
関連

10/15 9:45 16:10

ネイルサロンに就職するための顧客応対、ケアカラー、アー
ト、リペア、マシン操作等、ジェルネイルに関する知識や技
術を、日本ネイリスト協会認定ネイルサロンのセプトネイル
の現役ネイリストが丁寧に指導します

8,748円
京都市伏見区深草西浦町
７－６８
竹内金物ビル１階

＊職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途必要になる場合があります。

開始日 修了日 開始 終了

ＣＡＤ・ＣＡＭ
エンジニア科

機械ＣＡＤのオペレーションやＮＣ工作機械を使用した金属の切
削加工を担えるよう、２次元や３次元ＣＡＤ、ＮＣ旋盤やマシニ
ングセンタ、ＣＡＭ（コンピュータを使用した加工）に関する専
門的知識や技能・技術を習得します。

教科書代として、約
7,000円。作業服、作
業帽についても別途購

入が必要です。

ビル設備サービス科
２４時間稼働するビルの設備管理や保安管理を担えるよう、
電気設備、空調設備、給排水設備等に関する専門的な知識や
技能・技術を習得します。

教科書代として、
約8,500円

IoT機器開発科
IoT機器を製作する上で必要なモータ制御やセンサ入力のた
めの電子回路製作技術またネットワークを通じた遠隔制御技
術を含んだソフトウェア技術を習得します。

教科書代
     約5,000円

開始日 修了日 開始 終了

一から学ぼう！
オフィスソフト科

9:30 16:00
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌの基本操作の習得（ＭＯＳスペシャリ
ストレベル）。プレゼンテーション能力をはじめとする
ヒューマンスキルの向上を目指す。

12,000円程度
京都市下京区四条通油小路西
入ル藤本寄町２６－１
朝日生命京都第２ビル６階

一から学ぼう！
オフィスソフト科

【４５歳以上対象】
9:30 16:00

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌの基本操作の習得（ＭＯＳスペシャリ
ストレベル）。プレゼンテーション能力をはじめとする
ヒューマンスキルの向上を目指す。

8,000円程度
京都市右京区西京極
南大入町８６番地２

利活用をめざすオフィスソ
フト科

9:30 16:30
オフィスソフトの基本操作が身についている方を対象に、職
場で活用できるオフィスソフトスキルを習得する。

15,000円程度
京都市中京区烏丸通錦小
路上ル手洗水町６７０
京都ﾌｸﾄｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ４階

オフィスソフト・労務事務
科【女性応援コース】【リ
カレント対象優先枠あり】

9:20 16:00
オフィスソフトの基本スキルを習得し、キャリアアップ要素
として労務事務知識を得ることで再就職を目指す。

9,000円程度
京都市下京区烏丸通仏光
寺下ル大政所町680-1
第八長谷ビル１０階

ＤＴＰデザイン科 9:20 16:00
基礎的なパソコンスキルを有している方が対象。ＤＴＰアプ
リケーションの基礎から実践的活用技術を習得する。

8,000円程度
京都市下京区烏丸通仏光
寺下ル大政所町680-1
第八長谷ビル１０階

介護サービス科（初任者研
修・パソコンスキル）【リ
カレント対象優先枠あり】

9:30 17:00
介護・福祉施設の現状を理解し、介護・福祉職員の心構えを
学び、利用者に対する理解を深める。

14,000円程度
(保険料含む）

京都市右京区西京極
南大入町８６番地２

開始日 修了日 開始 終了

❿ 介護労働講習
（実務者研修含む） 6/3 11/13 9:30 16:00

「実務者研修カリキュラム（450時間）」＋「就職支援等プ
ログラム（175時間）」＝「合計105日間（625時間）」の全
日通学による講習です。
講習修了により、訪問介護事業所では「サービス提供責任
者」として従事できます。また、３年間の実務経験と併せて
「介護福祉士（国家資格）」の受験資格を得られます。
なお、訓練修了後の就職率は「91.4％（当センターH29年度
全国平均実績）」です。

テキスト代
約12,400円
保険料
約3,150円
健康診断料
約3,800円

京都市下京区大宮通
四条下ル四条大宮町２
日本生命四条大宮ビル4階
(阪急大宮駅すぐ)

訓練時間
訓練内容 自己負担額 実施施設所在地

訓練内容

募集期間　　Ｈ３１．３．４　～　Ｈ３１．５．１６ 選考日　Ｈ３１．５．２２

【府立高等技術専門校（施設内訓練）の追加募集について  】
　○　京都高等技術専門校（☎075-642-4451）では三次募集を行います。詳細はハローワーク又は専門校にお問い合せください。
　○　陶工高等技術専門校（☎075-561-2943）及び、京都障害者高等技術専門校（☎075-642-1510）（城陽障害者校を含む）の追加募集については各校にお問い合せ下さい。

ユウコム西京極校

アイシーエル研修センター

8/306/4

ヒューマンアカデミー
京都校

アイシーエル研修センター

募集期間　　Ｈ３１．４．２４　～　Ｈ３１．５．２２ 選考日　Ｈ３１．５．２８

ブース
№ 訓練科名

訓練時間
訓練実施施設名

◆「実践コース」とは、特定の職の職務に必要な実践的能力を一括して習得するためのコース
です。

自己負担額

募集期間　　Ｈ３１．４．２４　～　Ｈ３１．５．２２ 選考日　Ｈ３１．５．２８

訓練実施施設名
コース
分野

訓練時間訓練期間

実施施設所在地自己負担額

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

個 別 説 明 会 参 加 校 一 覧
✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

※求職者支援訓練を受講希望される方は､ハローワークでご相談いただき､ハローワークで交付される受講申込書を募集期間内に訓練実施施設へ持参して下さ
い。（募集期間の終了日では申込ができない場合があります。日にちには余裕をもってご相談下さい。）

◆「基礎コース」とは、多くの職種に共通する基本的能力を習得するためのコースです。

訓練内容
訓練期間

実施施設所在地訓練内容
訓練期間

募集期間　　Ｈ３１．４．２５　～　Ｈ３１．５．２９

6/17

選考日　Ｈ３１．６．７

◆（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営する職業能力開発施設内で6ケ
月以上の訓練を実施します。

ブース
№ 訓練科名 訓練実施施設名

訓練時間コース
分野

介護労働安定センター
京都支部

ブース
№ 訓練科名 訓練実施施設名

7/2

訓練実施施設名

訓練期間

ポリテクセンター
京都

訓練期間

❾

ユウコム西京極校

訓練科名

❽

職業訓練のアップ
京都校

ブース
№

◆京都府が民間の訓練実施機関に委託して行う職業訓練です。訓練期間は2ヶ月～6ケ月
です。

長岡京市友岡1-2-1

自己負担額 実施施設所在地

15:109:05

選考日　Ｈ３１.５.２１募集期間　　Ｈ３１．４．８　～　Ｈ３１．５．１３

12/25

自己負担額 実施施設所在地

6/17

ブース
№ 訓練科名 訓練内容

9/13

求職者支援訓練 基礎コース 6月開講分  

ポリテクセンター京都（施設内訓練） ７月開講分  

求職者支援訓練 実践コース 6月開講分  

※概ね、４５歳未満（入所日時点）の方を対象とし、導入講習と企業実習を組合わせた７カ月訓練となります。 

京都府立高等技術専門校（委託訓練）６月開講 

(公財)介護労働安定センター  

京都府立高等技術専門校（施設内訓練）４月開講 



「基礎コース」とは、多くの職種に共通する基本的能力を習得するためのコースです。

開始日 修了日 開始時間 終了時間

パソコン事務＋
ホームページ作成

基礎科
基礎

4-30-26-01-00-
0316 14 H31.6.17 H31.9.13 9:30 16:00

ビジネステクニック、ビジネスヒューマ
ン、就職活動計画、職業生活設計、就職
支援、文書作成基礎実習、表計算基礎・
応用実習、プレゼンテーション実習、Ｗ
ｅｂ基礎実習、パソコン総合演習

0円

就職支援センター
はな

六地蔵校第３教室

京都市伏見区石田
桜木１１番地２１

オフィスパソコン
基礎科

基礎
4-30-26-01-00-

0317
15 H31.6.17 H31.9.13 9:30 16:00

パソコンの基本操作からビジネス文書作
成ソフト、表計算作成ソフトの技能を学
び、社会人に必要なコミュニケーション
能力、ビジネスマナー、社会保障制度
（社会保障・社会保険・年金）の知識を
習得する。

10,000円

〈専〉ＹＩＣ京都
工科自動車大学校

２８７教室

京都市下京区油小
路通塩小路下る
西油小路町
２７番地

「実践コース」とは、特定の職の職務に必要な実践的能力を一括して習得するためのコースです。

開始日 修了日 開始時間 終了時間

経理・総務実務科
営業・
販売・
事務

4-30-26-02-03-
0311 15 H31.6.17 H31.10.16 10:10 16:35

企業会計に関する基礎的論理を理解し、
実践的な会計処理と決算処理までを習得
する。また、給与計算の仕組も習得し、
一般企業の総務・経理の担当者として、
即戦力として活躍できるスキルを身に付
ける。

13,000円

ＫＥＣビジネス
スクール

（烏丸御池駅前
８階A）

京都市中京区室町通
御池下ル
円福寺町３４５番地
サウス御池８階A

介護職員初任者研修
養成科

介護福祉
4-30-26-02-05-

0319
10 H31.6.17 H31.9.13 9:30 17:00

介護職として求められる基礎的な知識
（日常生活自立支援に関する）・介護技
術（入浴・排泄・食事・洗濯・炊事）と
パソコンでの文章作成技能を習得する。

10,924円
ユウコム西京極校

実技室Ｆ

京都市右京区西京
極南大入町
８６番地２

ＷＥＢ＆
グラフィックデザイ

ナー科
デザイン

4-30-26-02-11-
0318 13 H31.6.17 H31.10.14 9:30 16:00

ネットワーク、インターネットの仕組み
を理解し、ＷＥＢ作成等の情報発信の仕
組を学習。また、ＨＴＭＬによるＷｅｂ
ページ作成技術を習得後、画像処理技術
を学習。効果的なＷｅｂ制作・保守運用
が行える能力を習得。

15,000円

モーリスビジネス
学院
Ａ教室

京都市右京区山ノ内五
反田町１４番地１
株式会社モーリス
１Ｆ

ネイリスト育成科
理容・
美容
関連

4-30-26-02-19-
0310

15 H31.6.17 H31.11.14 10:00 16:30
ネイルに関する知識・技能を習得し、相
モデルにて技術を身につける。

9,238円
ＭＩＯ美容学院

Ｂ教室

京都市右京区西院
東貝川町３０
ホワイトゴービル
３Ｆ

ネイリスト養成科
理容・
美容
関連

4-30-26-02-19-
0315

8 H31.6.17 H31.10.15 9:45 16:10

ネイルサロンに就職するための顧客応
対、ケアカラー、アート、リペア、マシ
ン操作等、ジェルネイルに関する知識や
技術を、日本ネイリスト協会認定ネイル
サロンのセプトネイルの現役ネイリスト
が丁寧に指導します

8,748円
セプトネイル
アカデミー

京都市伏見区深草
西浦町７－６８
竹内金物ビル１階

訓練内容 自己負担の
額合計 訓練実施施設名

実施施設
所在地

自己負担
の額合計 訓練実施施設名

実施施設
所在地

≪ 実践コース≫

訓練科名 訓練コース
分野 訓練番号 訓練

定員

訓練期間 訓練時間

≪ 基礎コース≫

訓練科名 訓練コース
分野 訓練番号 訓練

定員

訓練期間 訓練時間
訓練内容

 求職者支援訓練を受講希望される方は、ハローワークでご相談いただき、ハローワークで交付される受講申込書を募

集期間内に訓練実施施設へ持参して下さい。 

（募集期間の終了日では申込ができない場合があります。日にちには余裕をもってご相談下さい。） 

募集期間   平成31年4月24日～平成31年5月22日 

      選考日          平成31年5月28日 

https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-30-26-01-00-0316.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-30-26-01-00-0316.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-30-26-01-00-0316.pdf
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◆『基礎コース』とは、多くの職種に共通する基本的能力を習得するためのコースです。

開始日 修了日 開始 終了

ビジネスパソコン
基礎科

基礎 4-30-26-01-
00-0282 15 5/15 9/11 9:00 15:40

文書作成ソフト、表計算ソフト、プ
レゼンテーションソフトの実務的な
スキルを習得する。ビジネスシーン
でのコミュニケーションスキルを
ケーススタディをもとに学ぶ。自己
理解を深め、応募書類作成・面接対
策を行う。

13,800円

関西ビジネス
スクール
新田辺駅前校
第３教室

京田辺市田辺中央
１－５－５
橋本ビル４階

パソコン事務＋
ホームページ作成

基礎科
基礎 4-30-26-01-

00-0293 20 5/15 8/13 9:30 16:00

ビジネステクニック、ビジネス
ヒューマン、就職活動計画、職業生
活設計、就職支援、文書作成基礎実
習、表計算基礎・応用実習、プレゼ
ンテーション実習、Ｗｅｂ基礎実
習、パソコン総合演習

0円

就職支援セン
ター
はな六地蔵校
第１教室

京都市伏見区石田
桜木１１番地２１

ゼロからＵＰ
パソコン基礎科

基礎 4-30-26-01-
00-0294 15 5/15 8/11 9:00 15:40

社会人として必要なビジネスマナー
や対人スキル、社会保障等の知識の
習得とパソコン操作の基礎及び文章
作成ソフト、表計算ソフト、プレゼ
ンテーションソフトの活用方法等を
習得し使いこなせるための訓練を行
う。

3,000円

株式会社建築資
料
研究社
日建学院京都校

京都市下京区四条通
柳馬場西入
立売中之町９９
四条ＳＥＴビル７階

『実践コース』とは、特定の職の職務に必要な実践的能力を一括して習得するためのコースです。

開始日 修了日 開始 終了

介護職員初任者研修
養成科

介護福祉 4-30-26-02-
05-0290 13 5/15 8/14 9:30 17:00

介護職として求められる基礎的な知
識（日常生活自立支援に関する）・
介護技術（入浴・排泄・食事・洗
濯・炊事）とパソコンでの文章作成
技能を習得する。

10,924円
ユウコム西京極校
実技室Ｅ

京都市右京区西京
極南大入町
８６番地２

ＷＥＢ＆グラフィック
デザイナー科 デザイン 4-30-26-02-

11-0296 15 5/15 9/13 9:20 15:50

ネットワーク、インターネットの仕
組みを理解し、ＷＥＢ作成等の情報
発信の仕組を学習。また、ＨＴＭＬ
によるＷｅｂページ作成技術を習得
後、画像処理技術を学習。効果的な
Ｗｅｂ制作・保守運用が行える能力
を習得。

15,000円
モーリス
ビジネス学院
Ｂ教室

京都市右京区山ノ内五
反田町１４番地１
株式会社モーリス２Ｆ

ネイリスト育成科
理容・
美容
関連

4-30-26-02-
19-0285 15 5/15 10/12 10:00 16:30

ネイルに関する技能・知識・相モデ
ルにて技術を習得する。

9,238円
ＭＩＯ美容学院
Ａ教室

京都市右京区西院東貝
川町３０
ホワイトゴービル３Ｆ

訓練内容 自己負担
の額合計

訓練実施施設
名

実施施設
所在地

自己負担
の額合計

訓練実施施設
名

実施施設
所在地

≪ 実践コース≫

訓練科名 訓練コース
分野 訓練番号 訓練

定員

訓練期間 訓練時間

≪ 基礎コース≫

訓練科名 訓練コース
分野 訓練番号 訓練

定員

訓練期間 訓練時間
訓練内容

 募集期間     平成31年3月22日～平成31年4月11日 

  選考日          平成31年4月17日 

 求職者支援訓練を受講希望される方は、ハローワークでご相談いただき、ハローワークで交付される受講申込書を

募集期間内に訓練実施施設へ持参して下さい。 

（募集期間の終了日では申込ができない場合があります。日にちには余裕をもってご相談下さい。） 
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