
コース名 訓練場所 定員 受講申込先等

3/31 ～ 5/6

6/3 ～ 9/2

5/6 ～ 6/9

7/2 ～ 10/1

4/28 ～ 6/9

7/6 ～ 11/5

5/10 ～ 6/14

7/9 ～ 11/8

6/2 ～ 7/5

8/5 ～ 11/4

4/8 ～ 5/6

6/2 ～ 11/29

4/8 ～ 5/6

6/2 ～ 11/29

5/7 ～ 6/4

7/1 ～ 12/27

5/7 ～ 6/4

7/1 ～ 12/27

3/29 ～ 4/22

4/30 ～ 6/29

3/29 ～ 6/9

6/28 ～ 12/27

5/6 ～ 6/11

6/24 ～ 9/22

4/23 ～ 5/20

6/1 ～ 11/9

コース名 訓練場所 定員 受講申込先等

5/7 ～ 6/10

7/7 ～ 9/6

6/18 ～ 7/19

8/18 ～ 12/17

6/25 ～ 7/27

8/27 ～ 11/26

訓練期間

訓練期間

募集期間

募集期間

12

募集期間

訪問介護・施設介護の現場で活躍できる介護福祉士実務者研修取得を目指し、
実務者に必要な幅広い知識を学び、実務科目で技能・技術を習得します。

医療事務に関する知識・技術を総合的に習得します。併せて医事コンピュータ操
作、患者接遇マナー、ビジネスマナー、コミュニケーション能力についても学びます。訓練期間

医療事務職に必要な医療保険制度、算定ルール、点検技能、ＰＣ操作を習得し医
療事務・関連職種への就業を目指します。

ものづくり溶接科

ニチイ学館　鳥取教室
（鳥取市扇町）

12

【受講申込先】
最寄りのハローワーク

（裏面参照）

【訓練内容の問合せ】
産業人材育成センター

倉吉校
電話0858-26-2247
FAX0858-26-2248

訓練期間

★ＩＴビジネス科②
パソコン教室　ほうき塾

（倉吉市山根）
16

募集期間

ワード、エクセルに関する知識及び技能を習得します。併せてパワーポイント、アクセ
ス、ホームページ作成等の基礎、ビジネスマナー、コミュニケーション能力について
も学びます。訓練期間

★財務基礎科 未定 16

募集期間

経理補助として日商簿記３級の資格取得を目指します。併せてビジネスソフト（ワー
プロ・表計算）等の基本操作、ビジネスマナー、コミュニケーション能力についても学
びます。訓練期間

★介護科①
ニチイ学館　倉吉教室

（倉吉市山根）
14

★ＩＴ基礎科②
ナレッジサポート

湖山校
（鳥取市湖山町東）

16

募集期間

【求職者支援訓練・実践】
医療事務科

【受講申込先】
最寄りのハローワーク

（裏面参照）

【訓練内容の問合せ】
各訓練実施機関

訓練期間

【求職者支援訓練・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）

募集期間

訓練期間

訓練期間

★介護実習科①
いなば幸朋苑
（鳥取市浜坂）

14

募集期間

介護等に関する知識・技術を学び、介護職員初任者研修とガイドヘルパー（視覚
障害・全身性障害）の資格取得を目指します。併せてビジネスマナー、コミュニケー
ション能力についても学びます。関連企業での企業実習も行います。

★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）

16

募集期間

ワード・エクセルの基本から応用までとパワーポイント、アクセス、ホームページ作成
等の基礎を習得します。併せてビジネスマナー、コミュニケーション能力についても
学びます。

【受講申込先】
最寄りのハローワーク

（裏面参照）

【訓練内容の問合せ】
産業人材育成センター

倉吉校
電話0858-26-2247
FAX0858-26-2248

訓練期間

訓練期間

★ネットビジネス科
ナレッジサポート

湖山校
（鳥取市湖山町東）

16

募集期間

ネットショップに関する知識及び技能を習得します。併せてワープロ、表計算、プレゼ
ンテーション作成、イラストレーター、フォトショップ、ビジネスマナー、コミュニケーショ
ン能力についても学びます。訓練期間

ワード・エクセルの基本から応用までとプレゼンテーション作成、ビジネスマナー、コ
ミュニケーション能力についても学びます。

電気設備や電気工事関連の仕事を目指し、これに関連する知識・技能を習得しま
す。

募集期間

12 溶接・板金・プレス加工などの金属加工関連の仕事を目指し、これに関連する知
識・技能を習得します。フォークリフト運転技能講習を含みます。

住宅リフォーム技術科

募集期間

★医療事務科
ニチイ学館　鳥取教室

（鳥取市扇町）
14

募集期間

CAD/NC加工技術科 16 CADオペレーター（専用ソフトを使った操作）や機械加工関連の仕事を目指し、これ
に関連する知識・技能を習得します。訓練期間

電気設備技術科 16

東　部　地　区

期間等 訓練内容

　

募集期間

介護等に関する知識・技術及び視覚障がい者等の外出支援に必要な援助方法を
学び、介護職員初任者研修と同行援護従業者養成研修の資格取得を目指しま
す。併せてビジネスマナー、コミュニケーション能力についても学びます。

18 建築大工・住宅内装・建築CAD等の建築リフォーム関連の仕事を目指し、これに関
する知識・技能を習得します。訓練期間

医療事務職に必要な医療保険制度、算定ルール、点検技能を習得し医療事務・
関連職種への就業を目指します。

ニチイ学館　鳥取教室
（鳥取市扇町）

中　部　地　区 

期間等 訓練内容

ポリテクセンター鳥取
（鳥取市若葉台南）

【受講申込先】
最寄りのハローワーク

（裏面参照）

【訓練内容の問合せ】
高齢・障害・求職者

雇用支援機構鳥取支部
（ポリテクセンター鳥取）
電話0857-52-8802
FAX0857-52-8784

【職業講習】
介護労働講習
（実務者研修を含む）

福祉人材研修センター
（鳥取市伏野）

40
介護に関する知識を基礎から学び、介護現場で活躍できる介護福祉士実務者研
修取得を目指します。実務科目で技術、医療的ケアを学び、早期就職も可能で
す。

【受講申込先】
最寄りのハローワーク

（裏面参照）
【訓練内容の問合せ】

(公財)介護労働安定センター鳥取支部
電話0857-21-6571
FAX0857-21-6572

訓練期間

募集期間

【求職者支援訓練・実践】
医療事務科(短期間）

12

訓練期間

募集期間

求職者向け

受講申込みは、最寄りのハローワークで！ 託児サービス、保育料支援もあります！

～急がば学べ～（令和3年５月～６月募集分）

裏面に続く

受講料無料



コース名 訓練場所 定員 受講申込先等

4/6 ～ 5/7

6/8 ～ 11/5

4/12 ～ 5/12

6/10 ～ 9/9

4/16 ～ 5/18

6/16 ～ 10/15

5/7 ～ 6/8

7/7 ～ 12/6

6/21 ～ 7/21

8/25 ～ 12/24

4/12 ～ 5/10

6/2 ～ 11/26

4/12 ～ 5/10

6/2 ～ 11/26

4/12 ～ 5/10

6/2 ～ 12/24

5/11 ～ 6/10

7/1 ～ 1/28

5/11 ～ 6/10

7/1 ～ 12/24

5/11 ～ 6/10

7/1 ～ 12/24

3/29 ～ 4/23

5/12 ～ 11/11

4/8 ～ 4/23

4/30 ～ 6/26

4/19 ～ 6/18

6/28 ～ 9/27

場所

ハローワーク鳥取 〒680-0845　鳥取市富安2丁目89

ハローワーク倉吉 〒682-0816　倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎

ハローワーク米子 〒683-0043　米子市末広町311 イオン米子駅前店4階

　〃　（根雨出張所） 〒689-4503　日野郡日野町根雨349-1 ０８５９－７２－１３７１

０８５９－３３－３９５９

０８５８－２２－６４９４

０８５７－２２－６９０６

電話番号

０８５７－２３－２０２１

０８５８－２３－８６０９

０８５９－３３－３９１１

０８５９－７２－００６５

【受講申込先】
最寄りのハローワーク

（下記参照）

【訓練内容の問合せ】
産業人材育成センター

米子校
電話0859-24-0372
FAX0859-24-4094

訓練期間

★介護実習科①
社会福祉法人こうほうえん

夜見研修センター
（米子市夜見町）

14

募集期間

介護に関する知識・技能を習得し、介護職員初任者研修課程の取得を目指しま
す。さらに、訓練の仕上げに1ヶ月の介護施設での実習を行います。訓練期間

★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）

15

募集期間

医科及び歯科医療事務に対応できる知識と技能を習得し、コンピュータによる医療
事務計算を学びます。また１ヶ月の企業実習を行います。訓練期間

★財務会計科
日本海情報ビジネス

専門学校
（米子市道笑町）

20

募集期間

企業の経理部門及び事務部門において必要とされる簿記・経理と電子会計ソフト
及び事務系ビジネスソフト（ワープロ、表計算等）の基礎から応用までの知識と技能
を習得します。訓練期間

★ビジネスパソコン科
　（短時間コース）

スペック
（米子市灘町）

企業の事務部門等において必要とされる、ビジネスソフト（ワープロ・表計算・プレゼ
ンテーション）について基礎から応用までの知識と技能を習得します。（訓練時間：９
時３０分から１４時３０分）訓練期間

★ビジネスパソコン科
　（Webサイト制作コース）①

米子情報処理センター
松ヶ枝町教室

（境港市松ヶ枝町）
16

募集期間

デザインソフトを使用した写真加工、ホームページ素材の作成、ホームページ制作
の基礎から応用を学び、ビジネスソフト（ワード・エクセル）の基礎を習得します。

期間等

住所 ファクシミリ

【求職者支援訓練・実践】
パソコンスキル実践科

スペック
スペックパソコンスクール

（米子市灘町）
12

募集期間

【このパンフレットに関するお問い合わせ先】 鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課  〒680-8570 鳥取市東町1-220 電話 ０８５７-２６-７２２２ FAX ０８５７-２６-８１６９

  ・受講料は無料です。ただし、教材費等については実費負担となります。
 ・募集日程や訓練日程は変更になる場合があります。鳥取労働局ホームページやハローワーク窓口で、最新情報をご確認ください。

15

募集期間

建築物の電気設備の保守管理ができ、水道及び冷暖房配管の基礎から設備・施
工・保守点検までできる技能及び関連知識を習得します。訓練期間

電気設備施工科
（ビジネススキル講習付）
（職場体験付）

5

募集期間

建築物の電気設備や太陽光、及び給排水衛生設備の施工、保守点検ができる技
能及び関連知識を習得します。ビジネスマナー等を学ぶ1か月のビジネススキル講
習を含みます。約2週間の職場体験を含みます。訓練期間

CAD・NC加工技術科
（ビジネススキル講習付）

5

募集期間

CADオペレーター（コンピュータの専用ソフトを使った製図）や機械加工関連の仕事
を目指し、これに関連する知識・技能を習得します。ビジネスマナー等を学ぶ1か月
のビジネススキル講習を含みます。

住宅リフォーム技術科 15

募集期間

建築大工・住宅内装・建築CAD等の建築リフォーム関連の仕事を目指し、これに関
する知識・技能を習得します。

【求職者支援訓練・実践】
Ｗｅｂ・デザイン科 訓練期間

【求職者支援訓練・実践】
パソコンスキル実践科
(短期間・短時間）

15

募集期間

スペック
スペックパソコンスクール

（米子市灘町）
12

募集期間

企業の事務部門においてパソコンソフトを使用し、多様なビジネス文書・帳票等の作
成や、より実践的な表計算の活用方法の技術を短期間・短時間で習得します。訓練期間

12

募集期間

企業の事務部門においてパソコンソフトを使用し、多様なビジネス文書・帳票等の作
成や、より実践的な表計算の活用方法を習得するとともに、デザインソフトを活用し
たポスター・チラシ等の製作やＷｅｂページの編集・製作のスキルも習得できます。

建築物の電気設備や太陽光、及び給排水衛生設備の施工、保守点検ができる技
能及び関連知識を習得します。約2週間の職場体験を含みます。訓練期間

訓練期間

企業の事務部門においてパソコンソフトを使用し、多様なビジネス文書・帳票等の作
成や、より実践的な表計算の活用方法を習得するとともに、データを活用できる情
報処理能力を身につけます。訓練期間

西　部　地　区

訓練内容

訓練期間

ポリテクセンター米子
（米子市古豊千）

【受講申込先】
最寄りのハローワーク

（下記参照）

【訓練内容の問合せ】
高齢・障害・求職者

雇用支援機構鳥取支部
（ポリテクセンター米子）
電話0859-27-5115
FAX0859-27-0980

【受講申込先】
最寄りのハローワーク

（下記参照）

【訓練内容の問合せ】
各訓練実施機関

インサイト
新開教室

（米子市新開）

ビル管理技術科

電気設備施工科
（職場体験付）

10

募集期間

産業技術科 12 溶接や荷役機械（フォークリフト）オペレーター関係の仕事を目指し、これに関連す
る知識・技能を習得します。訓練期間

募集期間

※ここで紹介した職業訓練の詳細は、鳥取労働局のホームページでご確認ください。

御活用ください！ 職業訓練期間中の保育料を助成します！

①求職活動関係役務利用費 ～職業訓練を受講した日の保育料の一部を助成（上限６０日）～

雇用保険の受給資格者等の方が、子のための保育等サービス（認可保育所の保育等）を利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給される制度です。

【お問い合わせ先】 最寄りのハローワーク

②職業訓練生託児支援事業奨励金 ～職業訓練期間中の保育料の半額を助成～

表中のコース名に★印が記載された職業訓練を受講される方で、未就学児童を保育することができず保育所等（認可保育所、幼稚園等）に預けられる方には訓練期間中に係る保育料の一部を助成します。

【お問い合わせ先】 （東部・中部地区）産業人材育成センター倉吉校 （西部地区）産業人材育成センター米子校

鳥取県 職業訓練生託児支援事業 検索

（申込先等）

鳥取労働局 職業訓練 検索

求職活動関係役務利用費 検索

（注）同じ期間を対象にして併給することはできません。


