
地区 訓練種別 訓練科名 訓練実施施設名
訓練施設
所在地

定員数 訓練開始日 訓練終了日 募集開始日 募集終了日 備考

長崎市 求（実践） ＯＡ事務Ｗeb実践科（託児） 株式会社ふれんど
長崎市
松山町

15 H30.04.10 H30.07.09 H30.02.15 募集終了 託児サービス付訓練

長崎市 求（実践） Ｗｅｂデザイン科 株式会社フロンティア・アカデミー
長崎市
江戸町

15 H30.04.17 H30.10.15 H30.02.23 募集終了

長崎市 公（委託） 介護福祉士養成科Ａ こころ医療福祉専門学校
長崎市
上銭座町

10 H30.04.04 H32.03.19 H30.01.15 募集終了

長崎市 公（委託） 介護福祉士養成科B 長崎情報ビジネス専門学校
長崎市
元船町

10 H30.04.04 H32.03.13 H30.01.15 募集終了

長崎市 公（委託）
前期ＯＡビジネス科（身体・精
神）

有限会社ピーシーラ－ニングシステ
ムズ

長崎市
茂里町

8 H30.04.05 H30.09.27 H30.02.01 募集終了

佐世保市 公（委託） 介護福祉士養成科
学校法人九州文化学園
長崎短期大学

佐世保市
椎木町

若干名 H30.04.03 H32.03.14 H30.03.09 募集終了

CAD・生産サポート科 若干名

溶接施工科 若干名

電気設備技術科 若干名

住環境コーディネイト科 若干名

諫早市 求（基礎） 初歩から学べるパソコン基礎科 株式会社ピーシーベース諫早教室
諫早市
幸町

15 H30.04.10 H30.08.09 H30.02.15 募集終了

機械加工技術科 若干名

溶接施工科 若干名

電気設備技術科 若干名

設備管理科 若干名

住宅リフォーム技術科 若干名

壱岐市 公（委託） 介護福祉士養成科 こころ医療福祉専門学校  壱岐校
壱岐市
勝本町

10 H30.04.02 H32.03.20 H30.01.15 募集終了

募集終了

H30.9.28 H30.1.19 募集終了

諫早市 公（施設内） ポリテクセンター長崎
諫早市
小船越町

H30.4.3 H30.9.28 H30.3.2

　

※求職者支援訓練は募集の延長はありません。 H30.5.24現在

４月開講

佐世保市 公（施設内） ポリテクセンター佐世保
佐世保市
指方町

H30.4.3

  長崎県 

http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0179.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0192.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3004/n4-1.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3004/n4-2.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3004/n4-3.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3004/n4-3.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3004/s4-1.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0188.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3004/s4-2.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3004/n4-pori.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3004/s4-pori.pdf


地区 訓練種別 訓練科名 訓練実施施設名
訓練施設
所在地

定員数 訓練開始日 訓練終了日 募集開始日 募集終了日 備考

長崎市 求（実践）
Ｗｅｂ＆スマートフォンサイト制
作科

株式会社フロンティア・アカデミー
長崎市
江戸町

15 H30.05.15 H30.11.13 H30.03.22 募集終了

長崎市 公（委託） 介護員（実務者）養成研修科 こころ医療福祉専門学校
長崎市
上銭座町

15 H30.05.02 H30.10.31 H30.03.01 募集終了

長崎市 公（委託） ビジネスパソコン・経理事務科
学校法人山口学園
長崎公務員専門学校２号館

長崎市
大黒町

20 H30.05.02 H30.07.31 H30.04.02 募集終了

長崎市 公（委託） パソコン基礎科 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社
長崎市
淵町

20 H30.05.02 H30.07.31 H30.03.01 募集終了

長崎市 公（委託）
清掃・飲食店補助科
(知的・精神・発達）

有限会社 ピーシーラーニングシス
テムズ

長崎市
茂里町

4 H30.05.02 H30.07.31 H30.04.02 募集終了 障害者対象

佐世保市 求（基礎）
１から学ぶビジネスパソコン・簿
記事務科

有限会社佐世保情報アカデミー佐世
保駅前教室

佐世保市
三浦町

15 H30.05.01 H30.08.31 H30.03.09 募集終了

佐世保市 公（委託） 介護員（実務者）養成研修科Ⅰ こころ医療福祉専門学校　佐世保校
佐世保市
浜田町

15 H30.05.02 H30.10.31 H30.03.05 募集終了

佐世保市 公（委託） パソコン接客販売科
有限会社佐世保情報アカデミー
大野本校

佐世保市
田原町

15 H30.05.02 H30.08.31 H30.03.05 募集終了 企業実習１か月あり

佐世保市 公（委託） ＰＣビジネスマナー養成科 ＭＩＰＳアビリティーアシスト
佐世保市
広田

15 H30.05.02 H30.07.31 H30.03.05 募集終了

諫早市 求（実践） ＯＡ事務科
株式会社パソコン村諫早訓練セン
ター

諫早市
幸町

15 H30.05.01 H30.08.31 H30.03.09 募集終了

諫早市 公（委託） ＩＴビジネス科 いさはやコンピュータ・カレッジ
諫早市
津久葉町

15 H30.05.02 H30.10.31 H30.03.01 募集終了

諫早市 公（委託） ビジネススキル科 専門学校 長崎就職支援カレッジ
諫早市
栄田町

15 H30.05.02 H30.08.31 H30.04.02 H30.04.03 企業実習１か月あり

対馬市 求（基礎） ＩＴビジネス基礎科 鈴商ビジネススクール
対馬市
厳原町

15 H30.05.15 H30.09.14 H30.03.22 募集終了

５月開講

http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0194.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0194.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3005/n5-1.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3005/n5-2.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3005/n5-3.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3005/n5-6.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3005/n5-6.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0186.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0186.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3005/s5-1.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3005/s5-2.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3005/s5-3.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0191.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3005/n5-4.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3005/n5-5.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0195.pdf


地区 訓練種別 訓練科名 訓練実施施設名
訓練施設
所在地

定員数 訓練開始日 訓練終了日 募集開始日 募集終了日 備考

長崎市 求（基礎） ＯＡビジネス基礎科 株式会社アングル
長崎市
興善町

15 H30.06.01 H30.09.28 H30.04.04 募集終了

長崎市
介護労働講習
（実務者研修を含む）

（公財）介護労働安定センター
長崎支部

長崎市
大黒町

若干名 H30.06.01 H30.11.12 H30.05.23 H30.05.28
★追加募集
対象者:雇用保険受給者のみ

長崎市 公（委託） Ｗｅｂサイト制作科（１回目） 株式会社フロンティア・アカデミー
長崎市
江戸町

15 H30.06.06 H30.11.30 H30.04.02 募集終了

長崎市 公（委託） 調剤事務・医療事務科(1回目)
株式会社日本教育クリエイト
福岡支社

長崎市
五島町

20 H30.06.06 H30.08.31 H30.04.02 募集終了

長崎市 公（委託）
ビジネスパソコンＷｅｂ基礎科(託
児付)(１回目)

株式会社　ふれんど
長崎市
松山町

20 H30.06.06 H30.08.31 H30.04.02 募集終了 託児サービス付訓練

長崎市 公（委託）
IT事務科（精神・発達・身体【聴
覚】）

有限会社ピーシーラーニングシステムズ
長崎市
大黒町

8 H30.06.06 H30.08.31 H30.05.01 募集終了 障害者対象

佐世保市 求（基礎）
初歩からのパソコンビジネス基礎
科

青雲塾情報ビジネス学院
佐世保市
日宇町

14 H30.06.01 H30.09.28 H30.04.04 募集終了

佐世保市 求（実践） パソコンＯＡ事務科
株式会社ＭＩＰＳアビリティーアシ
スト広田校

佐世保市
広田

15 H30.06.01 H30.08.31 H30.04.04 募集終了

CAD・生産サポート科 若干名

電気設備技術科 若干名

住環境コーディネイト科 若干名

テクニカルメタルワーク科（若） 若干名

公（委託） PC経理実務科
株式会社MIPSアビリティーアシス
ト

佐世保市
広田

15 H30.06.06 H30.11.30 H30.04.02 募集終了

公（委託） パソコンビジネス科 専門学校させぼ公務員オブビジネス
佐世保市
松浦町

15 H30.06.06 H30.10.05 H30.04.02 募集終了

公（委託）
即戦力を目指すパソコン受付事務
科

有限会社佐世保情報アカデミー 卸
団地教室

佐世保市
卸本町

15 H30.06.06 H30.08.31 H30.04.02 募集終了

公（委託）
製パン・菓子製造科(身体・知的・
精神・発達)

ステップアップステーション 佐世保市 10 H30.06.06 H30.08.31 H30.04.02 募集終了 障害者対象

機械加工技術科 15

溶接施工科 12

電気設備技術科 15

設備管理科 24

住宅リフォーム技術科 18

テクニカルメタルワーク科（若） 12

公（委託） 経理事務マスター科(１回目) 学校法人奥田学園
諫早市
貝津町

15 H30.06.06 H30.11.30 H30.04.02 募集終了

① 全 科 目 、 ビ ジ ネ ス マ
ナーなど社会人としての
基礎的なカリキュラムが
受講できます。
②定員は、6月入所生・7
月入所生を合わせた人数
です。

募集終了

① 全 科 目 、 ビ ジ ネ ス マ
ナーなど社会人としての
基礎的なカリキュラムが
受講できます。
②定員は、6月入所生・7
月入所生を合わせた人数
です。

諫早市

公（施設内） ポリテクセンター長崎
諫早市
小船越町

H30.06.06 H30.12.26 H30.03.20 募集終了

6月開講

佐世保市

公（施設内） ポリテクセンター佐世保
佐世保市
指方町

H30.06.06 H30.12.26 H30.03.20

https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/0193.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/kaigo.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/kaigo.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/n6-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/n6-2.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/n6-3.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/n6-3.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/n6-4.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/n6-4.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/0189.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/0189.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/0180.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/s6-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/s6-2.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/s6-3.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/s6-3.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/s6-4.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/s6-4.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/n6-5.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/koukyou/3006/n6-pori.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/s6-pori.pdf


大村市 求（基礎）
初歩から学べるビジネスパソコン
基礎科

株式会社パソコン村大村訓練センター
大村市
桜馬場

15 H30.06.15 H30.10.12 H30.04.25 募集終了

島原市 公（委託） オフィスパソコン科(１回目)
株式会社ピーシーベース
ピーシーパソコン教室

島原市
片町

15 H30.06.06 H30.08.31 H30.04.02 募集終了

五島市 公（委託） ビジネスパソコン基礎科(１回目) 株式会社スキル
五島市
福江町

15 H30.06.06 H30.08.31 H30.04.02 募集終了

★主に雇用保険を受給している求職者の方が対象

★主に雇用保険を受給できない求職者の方が対象

　求（基礎）：求職者支援訓練　基礎コース

　求（基礎）：求職者支援訓練　実践コース

　公（委託）：長崎県が行っている委託訓練

　公（施設内）：ポリテクセンターが行っている施設内訓練

詳しいお問い合わせは最寄りのハローワークまで 

http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0190.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kunren/kyu-shoku-sha/chiku/joho/3001/0190.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/n6-6.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/n6-7.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/hello.html

