
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）

京都府立京都障害者高等技術専門校（委託訓練）１０月、



開始日 修了日 開始 終了

➊ 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
伏見校

第２教室
基礎 10/15 1/14 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

開始日 修了日 開始 終了

➋ Ｗｅｂアプリプログラマー
養成科

アカデメイア烏丸室町教室 ＩＴ 4/14 10:00 16:30
Ｗｅｂプログラミングを学び、簡易なシステムを制作し、プログ
ラミングを理解します。

13,156円
京都市中京区室町通四条上ル
菊水鉾町５８２
さがの館ビル３階

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

2/14 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。

15,000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

➍ 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

2/13 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
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

➎ ネイリスト育成科
ＭＩＯ美容学院

Ａ教室

理容・
美容
関連

1/14 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。

9,400円
京都市右京区西院東貝川町３
０　ホワイトゴービル３Ｆ

➏ 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

2/14 9:45 16:10

ネイルサロンに就職するための顧客応対、ＷＥＢ予約操作、ケア
カラー、アート、リペア、マシン操作等、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現
役ネイリストが指導します

8,910円
京都市伏見区竹田七瀬川町
１８－１７

開始日 修了日 開始 終了

CADものづくり
サポート科

女性専用のコースです。機械製図を理解しCADによる図面の編集や修
正、製造業の原価計算や財務会計に関する実務を習得し、機械分野にお
ける設計者やエンジニア、原価計算、資材調達等のサポート業務を目指
すコースです。女性専用のコースとなっています。

教科書代
約6,000円

電気制御設計科

生産ラインの自動化（FA:Factory Automation）に関する電気・電子の
基礎知識、シーケンス制御及びPLC制御等の習得とともに、製造ライン
に必要な機器や制御の仕組みを理解し、開発・設計・保守運営に関する
知識技能を習得します。

教科書代
約1,000円

電気設備技術科
（企業実習付コース）※ 5/29

電気設備の施工や保守点検が担えるよう、一般用及び自家用電気設備、
工場等の自動化制御設備、消防設備、通信設備に関する専門的な知識や
技能・技術をセンター内の訓練と企業実習（約1か月）で習得します。

教科書代約10,000円
職業訓練生総合保険代

約5,350円
作業服、保護具必要

開始日 修了日 開始 終了

一から学ぼう！
オフィスソフト科

9:40 16:10
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

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

経理・会計事務科（中級） 2/28 9:30 16:00
日商簿記検定2級の合格を目標とする。会計業務に必要な税務、金融の
知識を広く身につける。経理の日常業務から決算までの流れを理解し、
実務で必要な業務知識を身につける。

8,000円程度
京都市右京区西京極
南入町８６番地２

Webクリエータ科 1/31 9:20 16:00
HTMLタグやスタイルシート等の基礎的技術によるWebページ作成ができ
る知識を習得。レイアウト構成、ページ構成等、サイト全体の設計を行
う知識と技能を習得する。

11,000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

医療事務科（医療・調剤・
介護保険）

2/28 9:30 16:30
医療機関が保険者に対して、厚生労働省が定めた点数によって計算する
診療報酬明細書（レセプト）の作成方法を習得する。

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

介護サービス科
（初任者研修・パソコンスキ

ル）【４５歳以上対象】
1/31 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
南入町８６番地２

開始日 修了日 開始 終了

➑ 農業を通じて就業力を
身につけよう！科 10.1 11.29 9:30 15:30

農作業を通じての忍耐力、協調性の向上及び就労に備えるた
めの就職準備性、就業継続力の習得

０円
亀岡市大井町土田
２－１１－２０
メディアス亀岡2階

開始日 修了日 開始 終了

➑ 介護職員初任者研修資格
取得科 11.1 12.25 9:30 16:40

介護職員初任者研修資格の取得
基本介助ができる職業倫理、介護の基本知識、技術の習得

教材費
6,600円

宇治市広野町西裏５４－５

募集期間　　Ｒ１．８．２７　～　Ｒ１．９．１７ 選考日　Ｒ１．９．２４

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

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。）

訓練内容 自己負担額 実施施設所在地

募集期間　　Ｒ１．８．２７　～　Ｒ１．９．１７ 選考日　Ｒ１．９．２４
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。

ブース
№ 訓練科名 訓練実施施設名

コース
分野

訓練期間 訓練時間

ブース
№ 訓練科名 訓練実施施設名

コース
分野

訓練期間 訓練時間
訓練内容 自己負担額 実施施設所在地

10/15

募集期間　　Ｒ１．８．２９　～　Ｒ１．９．２５ 選考日　Ｒ１．１０．４

ブース
№ 訓練科名 訓練実施施設名

訓練期間 訓練時間
訓練内容 自己負担額 実施施設所在地

➐ ポリテクセンター京都 11/1

4/28

9:05 15:10 長岡京市友岡1－2－1

※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。

募集期間　　Ｒ１．９．６　～　Ｒ１．１０．８ 選考日　Ｒ１．１０．１７
ブース

№
訓練科名 訓練実施施設名

訓練期間
訓練内容 自己負担額 実施施設所在地

➑

職業訓練のアップ京都校

11/1

1/31

ヒューマンアカデミー京都校

ユウコム西京極校

アイシーエル研修センター

ヒューマンアカデミー京都校

ユウコム西京極校

募集期間　　Ｒ１．８．５　～　Ｒ１．９．９ 選考試験なし（応募者多数の場合は抽選）

訓練内容 自己負担額 実施施設所在地

(特非)障害・高齢者就労
支援センター

募集期間　　Ｒ１．８．２７　～　Ｒ１．１０．３ 選考日　Ｒ１．１０．１５

ブース
№ 訓練科名 訓練実施施設名

訓練期間

自己負担額 実施施設所在地

(医)啓信会

ブース
№ 訓練科名 訓練実施施設名

訓練期間
訓練内容

求職者支援訓練 基礎コース 10月開講分  

ポリテクセンター京都（施設内訓練） 1１月開講分  

求職者支援訓練 実践コース 10月開講分  

京都府立高等技術専門校（委託訓練） １１月開講 ◆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。 

京都府立京都障害者高等技術専門校（委託訓練）１０月、1１月開講 ◆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１ケ月～３ケ月です。 

◆（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。 

◆「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。 

◆「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。 



◆『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

パソコン事務＋ホーム
ページ作成基礎科

基礎
4-31-26-

01-00-0056 20 10/15 1/14 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

伏見校
第２教室

京都市伏見区石田
桜木１１番地２１

◆『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

Ｗｅｂアプリプログラマ-
養成科

ＩＴ
4-31-26-

02-02-0059 20 10/15 4/14 10:00 16:30
Ｗｅｂプログラミングを学び、簡易
なシステムを制作し、プログラミン
グを理解します。

13,156円
アカデメイア烏丸

室町教室

京都市中京区室町通
四条上ル菊水鉾町
５８２
さがの館ビル３階

経理・総務実務科
営業・
販売・
事務

4-31-26-
02-03-0054 15 10/15 2/14 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。

15,000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

ＷＥＢ＆グラフィック
デザイナー科

デザ
イン

4-31-26-
02-11-0058 13 10/15 2/13 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

4-31-26-
02-19-0055 20 10/15 1/14 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。

9,400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

ネイリスト養成科
理容・
美容
関連

4-31-26-
02-19-0057 13 10/15 2/14 9:45 16:10

ネイルサロンに就職するための顧客
応対、ＷＥＢ予約操作、ケアカ
ラー、アート、リペア、マシン操作
等、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
ンのセプトネイル現役ネイリストが
指導します

8,910円
セプトネイル
アカデミー

京都市伏見区竹田
七瀬川町１８－１７

訓練実施施設名
実施施設
所在地

実施施設
所在地

≪ 実践コース≫

訓練科名 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 自己負担

の額合計

≪ 基礎コース≫

訓練科名 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 自己負担

の額合計
訓練実施
施設名

募集期間 令和元年8月27日～令和元年9月17日

選 考 日 令和元年9月24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。） 

https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-01-00-0056.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-01-00-0056.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-02-02-0059.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-02-02-0059.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-02-03-0054.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-02-11-0058.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-02-11-0058.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-02-19-0055.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-02-19-0057.pdf


◆『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
4-31-26-

01-00-0038 15 9/17 1/14 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 4-31-26-
01-00-0039

14 9/17 12/14 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
伏見校
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・Ｗｅｂ
デザイン基礎科

基礎 4-31-26-
01-00-0042

20 9/17 12/16 9:30 16:00

パソコンの基本操作からビジネス文
書、表計算・グラフ、ホームページ
更新の技能を学び、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 終了

簿記・経理・総務オフィ
ス実務科

営業・
販売・
事務

4-31-26-
02-03-0037 15 9/17 1/16 9:30 16:00

事務職で就職を希望される方に、初
心者でも簿記２級が取得できる程度
の知識と実務能力が習得できるよう
指導し、併せて、人事・労務管理、
労働・社会保険、経理事務、給与計
算、年末調整についても学習しま
す。

11,526円
公益社団法人
京都勤労者学園

京都市中京区壬生
仙念町３０－２
ラボール京都３階

農業実践科 農業 4-31-26-
02-06-0043 9 9/17 3/15 9:00 15:50

農業に関する基礎知識、野菜の播種
から出荷までの実技、市場向け野菜
の管理実習、ハウス実習、農機の使
い方などを習得し、農業関係の就職
につなげる。

1,620円 木下農園
京丹後市弥栄町堤
６７６

訓練実施施設名
実施施設
所在地

実施施設
所在地

≪ 実践コース≫

訓練科名 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 自己負担

の額合計

≪ 基礎コース≫

訓練科名 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 自己負担

の額合計
訓練実施
施設名

募集期間 令和元年7月25日～令和元年8月21日

選 考 日 令和元年8月27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。） 

https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-01-00-0038.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-01-00-0038.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-01-00-0039.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-01-00-0039.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-01-00-0042.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-01-00-0042.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-02-03-0037.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-02-03-0037.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/4-31-26-02-06-0043.pdf

