
1～10日 11～20日 21～末日 1～10日 11～20日 21～末日 1～10日 11～20日 21～末日

未経験でもできる！　モノづくり
の機械・電気入門科（基礎）

ＷＥＢプログラミング科（実践） 　Ｗｅｂ・ＤＴＰデザイン科（実践）
ＦＰ・賃貸不動産経営管理士養
成科（実践）

　　定員：12名 定員：15名 　　定員：15名 定員：10名

　　訓練：7/11～9/26 訓練：7/28～1/26 　　訓練：8/18～12/16 訓練：9/27～12/26

　　募集：5/15～6/16 募集：5/15～7/4 　　募集：5/26～7/25 募集：5/15～9/1

　　場所：金沢市 場所：金沢市 　　場所：金沢市 場所：金沢市
　　　　エー・オー・シー　エンジニアキャンプ 　　　　ＩＩＰ金沢　近岡校 　　　　北陸デザイナー専門学校 　　　　リーガル学院

不動産実務科（実践）
医療事務・調剤事務＆メディカ
ルホスピタリティ科（実践）

　　定員：15名 　　定員：10名

　　訓練：7/11～10/10 　　訓練：7/28～10/27

　　募集：5/15～6/16 　　募集：6/1～7/4

　　場所：金沢市 　　場所：金沢市
　　　　株式会社　建築資料研究社　日建学院　金沢校 　　　　医療サポート　金沢支店

ＰＣ・英語・接客・観光科 ビジネスパソコン基礎科（２） ビジネスパソコン基礎科（２） ITビジネス科（２） 介護職員実務者研修科（１）

定員：10名 定員：15名 定員：10名 定員：10名 定員：14名

訓練：7/19～10/18 訓練：7/27～10/16 訓練：8/22～11/21 訓練：9/20～12/19 訓練：9/26～3/25

募集：5/19～6/28 募集：5/26～7/6 募集：6/22～8/1 募集：7/20～8/30 募集：7/26～9/5

場所：七尾市 場所：羽咋市 場所：鳳珠郡 場所：輪島市 場所：羽咋市
　　　　北國新聞文化センター七尾教室 　　　　株式会社ドット2号館 　　　　株式会社ドット穴水校 　　　　株式会社データサポート 　　　　株式会社ドット2号館

介護職員初任者研修科

　　定員：10名

　　訓練：7/26～10/25

　　募集：5/26～7/5

　　場所：鳳珠郡
　　　　初任者研修スクール　きずな　穴水校

溶接技術科 はじめてのＷｅｂデザイン科 ７月パソコン基礎活用科
機械ＣＡＤ製図科（ビジネススキ
ル講習付き＋企業実習付き）

短時間パソコンスキルアップ２科 ８月Ｗｅｂデザイン科
機械ＣＡＤ製図科
（企業実習付き）

就職ＰＣ実務科 ９月就職につながるＰＣ科

定員：12名 定員：12名 定員：12名 定員：7名 定員：10名 定員：12名 定員：15名 定員：10名 定員：10名

訓練：7/5～12/26 訓練：7/11～10/10 訓練：7/25～10/24 訓練：8/8～2/26 訓練：8/18～11/17 訓練：8/29～2/28 訓練：9/5～2/26 訓練：9/12～1/11 訓練：9/21～12/20

募集：4/21～5/24 募集：5/11～6/21 募集：5/25～7/4 募集：6/5～7/5 募集：6/16～7/28 募集：6/29～8/8 募集：7/24～8/9 募集：7/12～8/23 募集：7/21～8/31

場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市

　　　　ポリテクセンター石川 　　　　ウイルフラップ金沢校 　　　　L&Lコンピュータスクール金沢校 　　　　ポリテクセンター石川 　　　　IIP金沢近岡校 　　　　IIP金沢近岡校 　　　　ポリテクセンター石川 　　　　パソコン道場樂三馬校 　　　　専門学校アリス学園

ＣＡＤ/ＮＣ加工科 観光・接遇・ＰＣ・会話力科 介護職員初任者研修科 ８月Ｗｅｂリテラシー科
溶接技術科
（ビジネススキル講習付き）

パソコン入門科

定員：15名 定員：10名 　　定員：10名 定員：12名 定員：2名 定員：10名

訓練：7/5～12/26 訓練：7/12～10/11 　　訓練：7/26～10/25 訓練：8/10～2/9 訓練：9/6～3/29 訓練：9/20～11/17

募集：4/21～5/24 募集：5/12～6/22 　　募集：5/26～7/5 募集：6/9～7/21 募集：7/7～8/9 募集：7/20～8/30

場所：金沢市 場所：金沢市 　　場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市

　　　　ポリテクセンター石川 　　　　北國新聞文化センター金沢本部教室 　　　　初任者研修スクール　きずな　金沢校 　　　　マックスパソコンスクール増泉教室 　　　　ポリテクセンター石川 　　　　BEING東金沢校

ビル管理技術科 ７月ＰＣ活用事務実務科
８月自立支援も学ぶ実務者研修
科

ＣＡＤ/ＮＣ加工科
（ビジネススキル講習付き）

定員：18名 定員：12名 定員：15名 定員：2名

訓練：7/5～12/26 訓練：7/14～11/13 訓練：8/2～2/1 訓練：9/6～3/29

募集：4/21～5/24 募集：5/12～6/26 募集：6/2～7/12 募集：7/7～8/9

場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市 場所：金沢市

　　　　ポリテクセンター石川 　　　　IIP金沢示野校 　　　　専門学校アリス学園 　　　　ポリテクセンター石川

電気設備技術科
ビル管理技術科
（ビジネススキル講習付き）

定員：16名 定員：2名

訓練：7/5～12/26 訓練：9/6～3/29

募集：4/21～5/24 募集：7/7～8/9

場所：金沢市 場所：金沢市

　　　　ポリテクセンター石川 　　　　ポリテクセンター石川

７月Ｗｅｂクリエイト科
電気設備技術科
（ビジネススキル講習付き）

定員：12名 定員：2名

訓練：7/6～1/5 訓練：9/6～3/29

募集：5/2～6/16 募集：7/7～8/9

場所：金沢市 場所：金沢市

　　　　IIP金沢近岡校 　　　　ポリテクセンター石川

介護職員初任者研修科
情報デザイナー養成プログラム
科

定員：10名 定員：12名

訓練：7/4～10/3 訓練：9/1～2/29

募集：5/2～6/14 募集：6/30～8/14

場所：金沢市 場所：金沢市
　　　　北國新聞文化センター金沢本部教室 　　　　金沢勤労者プラザ

９月プログラマ養成科

定員：12名

訓練：9/5～3/4

募集：7/5～8/16

場所：金沢市

　　　　IIP金沢近岡校

９月ＤＴＰクリエイト科

定員：12名

訓練：9/6～3/5

募集：7/6～8/17

場所：金沢市

　　　　IIP金沢近岡校 １日～１０日

９月ケアワーカー科
９月資格を取るなら初任者研修
科

定員：10名 定員：10名

訓練：9/6～12/5 訓練：9/1～10/31

募集：7/6～8/17 募集：6/30～8/14

場所：野々市市 場所：金沢市
　　　　グレート野々市研修センター 　　　　専門学校アリス学園

９月観光キャリアデザイン科 ｅ９月簿記基礎応用科

定員：12名 定員：10名

訓練：9/7～12/6 訓練：9/1～11/30

募集：7/7～8/18 募集：6/30～8/14

場所：金沢市 場所：金沢市

　　　　ウイルフラップ金沢校 　　　　L&Lコンピュータスクール金沢校

ＷＥＢクリエイト基礎科（１） ７月観光外国語ＰＣマナー科 ＯＡビジネス応用科（混合） 医療事務・医師事務科 ９月パソコン基礎科（混合） ＷＥＢプログラミング基礎科 即戦力プログラマ養成科

定員：10名 定員：10名 定員：13名 定員：11名 定員：13名 定員：10名 定員：10名

訓練：7/7～10/6 訓練：7/14～10/13 訓練：8/18～11/17 訓練：8/25～11/24 訓練：9/7～12/6 訓練：9/20～3/19 訓練：9/27～3/26

募集：5/2～6/19 募集：5/12～6/26 募集：6/16～7/28 募集：6/23～8/4 募集：7/7～8/18 募集：7/20～8/30 募集：7/27～9/6

場所：小松市 場所：小松市 場所：小松市 場所：小松市 場所：小松市 場所：小松市 場所：能美市

　　　　ドリームカレッジ 　　　　北國新聞文化センター小松教室 　　　　小松ビジネススクール株式会社 　　　　株式会社ニチイ学館小松校 　　　　BEING軽海校 　　　　ドリームカレッジ 　　　　イーブ

プログラミング基礎科 ９月介護実務者研修科

定員：10名 定員：15名

訓練：9/6～3/5 訓練：9/26～3/25

募集：7/6～8/17 募集：7/26～9/5

場所：小松市 場所：小松市

　　　　ドリームカレッジ 　　　　BEING軽海校

ハローワーク小松

ハローワーク加賀

ハローワーク金沢

ハローワーク白山

ハローワーク津幡

【小松管内】小松産業技術専門校 0761-44-1183 ハローワーク七尾

【金沢管内】金沢産業技術専門校 076-267-2221 ハローワーク羽咋

【七尾管内】七尾産業技術専門校 0767-52-3159 ハローワーク輪島

【能登管内】能登産業技術専門校 0768-72-0184 ハローワーク能登

※各コースに関するお問い合わせの際は、コース名や開講月等をお伝えください

令和５年度　公的職業訓練情報　（令和５年度７月～９月開講分）

月 ７月 ８月 ９月

お申し込み先 （最寄りの公共職業安定所）

求職者支援訓練
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
　　　　　　　石川支部　求職者支援課

076-267-0217

訓練分類 お問い合わせ先

0761-24-8609

日

公
共
訓
練

七
尾
･
能
登
管
内

金
沢
管
内

小
松
管
内

求
職
者
支
援
訓
練

076-253-3034

076-290-5343

0761-72-8609

委託訓練（公共訓練）

所轄の産業技術専門校 076-289-2530

0767-52-3255

0767-22-1241

0768-22-0325

0768-62-1242

離職者訓練（公共訓練）
ポリテクセンター石川
　　　　　　　　　訓練課受講者第一係

076-267-8060

求職者支援訓練 離職者訓練（公共訓練） 委託訓練（公共訓練）


