
ハローワークインターネットサービス
（ハロートレーニングコース情報検索）

←　全国のハロートレーニングが検索できます

厚生労働省　ホームページ

円楽とシロのハロートレーニング ←　厚生労働省のYouTubeチャンネルにリンクしています

徳光・木佐の知りたいニッポン ←　政府インターネットテレビにリンクしています

ジョブ・カード制度総合サイト ←　ジョブ・カードの様式等を紹介しています

求職者支援訓練を受講された方の声

公共職業訓練（委託）を受講された方の声
公共
委託

公共職業訓練
（委託訓練）

公共職業訓練（施設内）を受講された方の声
公共

施設内
公共職業訓練
（施設内訓練）

■ 東部地区

開始月 種別 訓練科名 訓練実施場所 訓練期間 備考 訓練番号 訓練実施機関

求訓
実践

介護福祉士実務者研修科
イングスジョブスクール

（鳥取市千代水）
6/29 ～ 12/21 3/16 ～ 6/15

5-02-31-002-
05-0001

（株）イングス
０８５７（３１）０８５５

公共
委託

ＩＴビジネス科①
ナレッジサポート湖山校

（鳥取市湖山町東）
6/10 ～ 10/9 4/15 ～ 5/15 -

県立産業人材育成センター倉吉校
０８５８（２６）２２４７

公共
委託

財務会計科①
ナレッジサポート千代水校

（鳥取市千代水）
6/23 ～ 11/20 4/22 ～ 5/25 -

県立産業人材育成センター倉吉校
０８５８（２６）２２４７

介護労
働講習

介護労働講習
福祉人材研修センター

（鳥取市伏野）
6/2 ～ 11/10 2/17 ～ 5/14 （注）：中止 -

介護労働安定センター鳥取支部
０８５７（２１）６５７１

公共
施設内

ものづくり溶接科
ポリテクセンター鳥取
（鳥取市若葉台南）

6/3 ～ 11/27 4/9 ～
5/7

間もなく終了
-

高齢・障害・求職者雇用支援機構
（ポリテクセンター鳥取）
０８５７（５２）８８０２

公共
施設内

住宅リフォーム技術科
ポリテクセンター鳥取
（鳥取市若葉台南）

6/3 ～ 11/27 4/9 ～
5/7

間もなく終了
-

高齢・障害・求職者雇用支援機構
（ポリテクセンター鳥取）
０８５７（５２）８８０２

公共
委託

介護実習科①
（企業実習付）

いなば幸朋苑
（鳥取市浜坂）

7/7 ～ 10/6 4/30 ～ 6/9 -
県立産業人材育成センター倉吉校
０８５８（２６）２２４７

公共
委託

ビジネス＆マーケティング科
+企業実習

ナレッジサポート湖山校
（鳥取市湖山町東）

7/28 ～ 11/27 5/27 ～ 6/29 -
県立産業人材育成センター倉吉校
０８５８（２６）２２４７

公共
施設内

CAD/NC加工技術科
ポリテクセンター鳥取
（鳥取市若葉台南）

7/1 ～ 12/23 5/8 ～ 6/8
体験会

5/8
-

高齢・障害・求職者雇用支援機構
（ポリテクセンター鳥取）
０８５７（５２）８８０２

公共
施設内

電気設備技術科
ポリテクセンター鳥取
（鳥取市若葉台南）

7/1 ～ 12/23 5/8 ～ 6/8
施設見学会

5/14
-

高齢・障害・求職者雇用支援機構
（ポリテクセンター鳥取）
０８５７（５２）８８０２

８
月

公共
委託

医療事務科
ニチイ学館

（鳥取市扇町）
8/20 ～ 12/18 6/11 ～ 7/16 -

県立産業人材育成センター倉吉校
０８５８（２６）２２４７

７
月

14

16

15

15

14

定員 募集期間

６
月

12

16

18

38

12

7

求職者支援訓練
【実践コース】

職業訓練
説明会

お問合せ先： ハローワーク鳥取　職業紹介第２部門
℡０８５７（２３）２０２１（部門コード４２＃）
（開催場所：ハローワーク鳥取）

　現在予定している説明会はありません

鳥取県内のハロートレーニング（公的職業訓練）コース募集一覧（２０２０年４月２４日現在）

　キャリアコンサルタント（国家資格取得者）が、適切な訓練の選択をする
ためにキャリアコンサルティングを行います。まずは、最寄りのハローワー
ク（公共職業安定所）にご相談ください。予約の電話番号等をご案内いた
します。

介護福祉系 医療事務系
求訓
基礎

求職者支援訓練
【基礎コース】

パソコン
・事務系

その他
求訓
実践

受講生

の声 

各種 

ホームページ 

訓練種別 

訓練前キャリア 

コンサルティング 

予

約 

ジョブ・カー

ドの記載 

キャリア 

コンサルティング 

ハロートレー 

ニングの受講 流れ 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA150010.do?action=initDisp&screenId=GECA150010
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA150010.do?action=initDisp&screenId=GECA150010
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/hellotraining_top.html
https://youtu.be/Ub1zMa7mFTU
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg14993.html?c=23
http://jobcard.mhlw.go.jp/
http://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/1_anketo_kansou.pdf
http://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/2_itaku_kansou.pdf
http://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/3_sisetunai_kansou.pdf
https://www.jeed.or.jp/location/shibu/tottori/02-0001.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/ingusu_p.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/ingusu_p.pdf
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64979
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64972
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/tottori/2020/007674.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/tottori/
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/tottori/
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/hl52qs00000c23hi-att/hl52qs00000c23jf.pdf
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64971
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64971
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/hl52qs00000c1yy9-att/hl52qs00000c1z05.pdf
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/hl52qs00000c1yy9-att/hl52qs00000c1z05.pdf
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/hl52qs00000c1v02-att/hl52qs00000c1v1y.pdf
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/hl52qs00000c1v02-att/hl52qs00000c1v1y.pdf
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/
http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-hellowork/list/tottori/kyushokusya/setsumeikai_seminar/_119945_00002.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-hellowork/list/tottori/kyushokusya/setsumeikai_seminar/_119945_00002.html


■ 中部地区

開始月 種別 　 訓練実施場所 訓練期間 備考 訓練番号 訓練実施機関

５
月

公共
委託

ＩＴビジネス科①
ほうき塾　本校
（倉吉市山根）

5/26 ～ 9/25 3/24 ～
4/28

間もなく終了
-

県立産業人材育成センター倉吉校
０８５８（２６）２２４７

求訓
基礎

ビジネスパソコン基礎科
ほうき塾　パソコン教室

（倉吉市山根）
6/22 ～ 9/18 5/7 ～ 6/11

5-02-31-001-
00-0005

（有）ほうき
０８５８（２６）５８００

求訓
基礎

簿記も学べるパソコン基礎科
中央高等学園専修学校
（東伯郡北栄町由良宿）

6/29 ～ 9/28 4/20 ～ 6/16
5-02-31-001-
00-0002

中央高等学園専修学校
０８５８（３７）５０１３

公共
委託

介護実習科①
（企業実習付）

ニチイ学館　倉吉教室
（倉吉市山根）

7/3 ～ 10/2 5/1 ～ 6/9 -
県立産業人材育成センター倉吉校
０８５８（２６）２２４７

公共
委託

財務会計科
ほうき塾　本校
（倉吉市山根）

7/14 ～ 12/11 5/11 ～ 6/15 -
県立産業人材育成センター倉吉校
０８５８（２６）２２４７

■ 西部地区

開始月 種別 訓練科名 訓練実施場所 訓練期間 備考 訓練番号 訓練実施機関

５
月

求訓
実践

パソコンスキル実践科
スペックパソコンスクール

（米子市灘町）
5/25 ～ 8/24 3/27 ～ 5/13

5-02-31-002-
03-0008

（株）スペック
０８５９（２３）６６００

求訓
基礎

短期パソコン基礎科
米子情報処理センター　松ヶ枝町教室

（境港市松ヶ枝町）
6/29 ～ 8/28 5/11 ～ 6/17

5-02-31-001-
00-0007

（有）米子情報処理センター
０８５９（４７)６０１０

公共
委託

Ｗebデザイン科
インサイト新開教室

（米子市新開）
6/5 ～ 11/4 4/7 ～

5/8
間もなく終了

-
県立産業人材育成センター米子校
０８５９（２４）０３７２

公共
委託

介護実習科①
こうほうえん

（米子市両三柳）
6/11 ～ 9/10 4/15 ～ 5/20 -

県立産業人材育成センター米子校
０８５９（２４）０３７２

公共
委託

医療事務科＋企業実習
ニチイ学館米子食品会館

（米子市旗ヶ崎）
6/16 ～ 10/15 4/15 ～ 5/15 -

県立産業人材育成センター米子校
０８５９（２４）０３７２

公共
施設内

産業技術科
ポリテクセンター米子

（米子市古豊千）
6/2 ～ 11/27 4/7 ～

5/8
間もなく終了

-
高齢・障害・求職者雇用支援機構
（ポリテクセンター米子）
０８５９（２７）５１１５

公共
施設内

ビル管理技術科
ポリテクセンター米子

（米子市古豊千）
6/2 ～ 11/27 4/7 ～

5/8
間もなく終了

-
高齢・障害・求職者雇用支援機構
（ポリテクセンター米子）
０８５９（２７）５１１５

公共
施設内

電気設備施工科
（就活力向上講習付）

ポリテクセンター米子
（米子市古豊千）

6/2 ～ 12/24 4/7 ～
5/8

間もなく終了
-

高齢・障害・求職者雇用支援機構
（ポリテクセンター米子）
０８５９（２７）５１１５

公共
委託

財務会計科
日本海情報ビジネス専門学校

（米子市道笑町）
7/7 ～ 12/4 5/8 ～ 6/8 -

県立産業人材育成センター米子校
０８５９（２４）０３７２

公共
施設内

CAD・NC加工技術科
（就活力向上講習付）

ポリテクセンター米子
（米子市古豊千）

7/1 ～
2021/
2/1

5/11 ～ 6/11 -
高齢・障害・求職者雇用支援機構
（ポリテクセンター米子）
０８５９（２７）５１１５

公共
施設内

電気設備施工科
ポリテクセンター米子

（米子市古豊千）
7/1 ～ 12/24 5/11 ～ 6/11 -

高齢・障害・求職者雇用支援機構
（ポリテクセンター米子）
０８５９（２７）５１１５

公共
施設内

住宅リフォーム技術科
ポリテクセンター米子

（米子市古豊千）
7/1 ～ 12/24 5/11 ～ 6/11 -

高齢・障害・求職者雇用支援機構
（ポリテクセンター米子）
０８５９（２７）５１１５

８
月

公共
委託

ITビジネス科（短時間コース）
スペックパソコンスクール

（米子市灘町）
8/25 ～ 12/24 6/19 ～ 7/20 -

県立産業人材育成センター米子校
０８５９（２４）０３７２

原則として、住所地を管轄するハローワーク職業相談窓口で募集を受け付けております。
※　受講申込者数により募集締切日の延長、又は訓練を中止する場合があります。
※　募集締切は募集期間最終日の正午までとなっていますので、御注意ください。
※　詳しくはハローワーク窓口、訓練コースの詳細につきましては各実施機関へお問合せください。

※　新型コロナウィルス感染症の発生、予防等の理由で、訓練が中止
になったり、休校になる場合があります。（休校の際は、訓練期間が延
長される場合もあります。）

７
月

20

5

10

15

15

６
月

12

16

15

15

12

12

5

ハローワーク米子
℡０８５９（３３）３９１１　（訓練担当部門）
（開催場所：ハローワーク米子）

  現在予定している説明会はありません

定員 募集期間

12

７
月

14

16

職業訓練
説明会

お問合せ先：

定員 募集期間

16

６
月

12

10

職業訓練
説明会

お問合せ先： ハローワーク倉吉
℡０８５８（２３）８６０９　（訓練担当部門）
（開催場所　ハローワーク倉吉）

　現在予定している説明会はありません

https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64962
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
https://www.jeed.or.jp/location/shibu/tottori/02-0005.pdf
https://www.jeed.or.jp/location/shibu/tottori/02-0002.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/cyu_o_gako_harotore.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/cyu_o_gako_harotore.pdf
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64976
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64976
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64864
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/tottori/02-0008 .pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/sipeku_harotore.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/sipeku_harotore.pdf
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/tottori/02-0007.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/yonago_jyohosyori.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/yonago_jyohosyori.pdf
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=126547
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3637
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3637
https://www.pref.tottori.lg.jp/154688.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3637
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3637
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=127982
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3637
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3637
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/hl52qs00000bdy18-att/hl52qs00000c1z66.pdf
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/hl52qs00000bdy18-att/hl52qs00000bdy7m.pdf
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/hl52qs00000bdy18-att/hl52qs00000bdy7a.pdf
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/hl52qs00000bdy18-att/hl52qs00000bdy7a.pdf
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/204019.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3637
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3637
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
http://www3.jeed.or.jp/yonago/poly/index.html
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