
〒523-8510 滋賀県近江八幡市古川町1414
TEL.0748-31-2252
FAX.0748-31-2255
https://www3.jeed.go.jp/shiga/college/

・対応に係る助言

・社員に対する職場復帰支援
 プログラムの提供
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自社の業績や目的にあった内容
の研修を行いたい

社員のものづくりに必要な技術・
技能・知識のレベルアップを図りたい

職業能力開発のために施設設備
を借りたい

社員教育の仕組みを作りたい

社員研修・安全教育を行いたい

実施
提案・

古

〒520-0856 滋賀県大津市光が丘町3-13
TEL.077-537-1164　FAX.077-537-1215
生産性センター業務課
TEL.077-537-1176　FAX.077-537-1215
訓練課
TEL.077-537-1191　FAX.077-537-1299
https://www3.jeed.go.jp/shiga/poly

〒520-0856 滋賀県大津市光が丘町3-13（ポリテクセンター内）
●高齢・障害者業務課　TEL.077-537-1214　FAX.077-537-1215
●求職者支援課　TEL.077-537-1176　FAX.077-537-1215
●総務課　　　　　TEL.077-537-1164　FAX.077-537-1215
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/shiga/

〒525-0027 滋賀県草津市野村2丁目20ｰ5
TEL.077-564-1641
FAX.077-564-1663
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/shiga/

ハロートレーニング
（公的職業訓練）とは・・・
キャリアアップや希望する就職を実
現するための各種訓練（離職者訓
練、学卒者訓練、在職者訓練及び求
職者支援訓練）の総称です。

助言

の切り出し等

・募集方法、面接時の留意点等に
 ついての助言

・65歳超雇用推進助成金、
 企画立案サービス、
 研修サービスの紹介

職場に適応できない社員にどう対応し
たら良いか分からない

何度も休職、復職を繰り返している社員を
スムーズに復職させたい

・専門家と連携した作業環境・
　設備の助言

・受講生や学生の紹介、調整

・受講生や学生の紹介、調整
・人材情報の提供

組織マネジメント・ノウハウの継承や業務
効率化に必要なIT活用に関するスキル
を社員に習得させたい

人材育成に助成金を活用したい ・人材開発支援助成金等の相談

・施設設備の貸与

・生産性向上支援訓練の提案・実施

・能力開発セミナーの提案・実施

・カリキュラムや教材の相談
・指導員の派遣相談、講師情報の提供

・体系化（見える化）のための
　ツール紹介・活用の相談・支援、
　人材育成プランの提案

滋賀職能大
マスコットキャラクター

シガポン

・65歳超雇用推進プランナー等に
 よる無料相談

・ジョブコーチによる現場での助言

詳しくはWEBサイトにて
または

お気軽にお電話ください

★高年齢者雇用
★障害者雇用
★職業能力開発及び向上のために
　　　　　　　総合的な支援を行っています。

ポリテクセンター滋賀
（滋賀職業能力開発促進センター）
ポリテクセンター滋賀
（滋賀職業能力開発促進センター）

滋賀障害者職業センター滋賀障害者職業センター

滋賀職能大
（滋賀職業能力開発短期大学校）
滋賀職能大
（滋賀職業能力開発短期大学校）

業務のご案内

・障害者雇用納付金制度の紹介
・障害者雇用のための助成金

・認定申請の審査
・訓練実施に関する助言・指導
・訓練の質の向上に向けた各種講
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組織マネジメント・ノウハウの継承などの生産性向
上や業務の効率化に必要なＩＴの活用・情報セキュ
リティなどに関する知識等を習得するための訓練を
実施します。

即戦力の人材育成を行っています 高年齢者の活用に向けた個別
相談・提案を行っています

企業の人材育成の相談・支援を行っています

●訓練計画及びカリキュラム等の相談

●人材育成に関する情報提供

●人材開発支援助成金等の相談

●指導員の派遣

●教室・設備機器の貸与

在職者に多様な訓練機会を提供しています

雇用されている障害のある方やうつ病等で
休職中の方の雇用管理の相談をお受けします

障害者雇用に取組む事業主を支援しています

●生産性向上支援訓練

継続中就職率１００％！！継続中

65歳超雇用推進プランナー等
による相談（無料）

65歳超雇用推進助成金の申請受付

公的職業訓練の愛称は「ハロートレーニング」です

共同研究・受託研究を実施しています

製造現場における課題等に
対し専門性を活かして企業
等との共同研究・受託研究
を行っています。

高年齢者の雇用の支援、障害者の雇用促進と職場定着、求職者その他労働者の職業能力の開発
及び向上のために、総合的な支援を行っています。

高年齢者雇用に取組む
事業主を支援しています

3次元CAD

グループワーク

ものづくり分野（機械、電気電子
及び建築分野）における、「技能・
技術の向上」や「新たな製品づくり」といった生産現場の課
題を解決するための実習を中心とした訓練を実施します。

●能力開発セミナー（在職者訓練）

ものづくり担い手の人材確保

企業内の人材育成 生産性向上に向けた人材育成

グローカル・テクノロジストを育成しています
アビリティコース（離職者訓練）
■訓練期間：基本6ヶ月 ■定員：各科15名程度

生産性向上人材育成支援センター（中小企業等の人材育成支
援窓口）は、企業の人材育成に関する相談支援から、課題に合わ
せた人材育成プランの提案、在職者に対する多様な訓練機会の提
供まで、企業の人材育成を総合的にサポートします。

多様で実践的なものづくりに対応できる人材を育成しています。
即戦力の採用にお役立てください。

世界と競争し、この地元で活躍するエンジニア（グローカル・テクノロ
ジスト）を育成しています。求人の申し込みも直接お受けしています。

機械分野 機械分野

●溶接施工科
製造業における各種の溶接技能者として
就職を目指します。
●CAD／CAM技術科
製造業におけるCAD製図や工作機械加
工の技能者として就職を目指します。
●機械加工NC技術科
製造業における汎用工作機械やNC工作機
械加工の技術者として就職を目指します。
●CADものづくりサポート科
製造業におけるCAD製図や生産・品質
管理業務等にあたる女性技能者として就
職を目指します。

●生産技術科
ものづくりを牽引し、製造業の基盤である各種金属
部品等の設計・製図ができ、汎用工作機械による基
本的な加工技術を取得し、その上で最新のＣＡＤ／Ｃ
ＡＭシステムや高機能なＣＮＣ工作機械を用いて複
雑化した形状の精密機械部品等の製作とものづくり
の効率化や高付加価値化に資する生産工程の管理や
改善の提案ができる実践技能者を育成しています。

建築分野

●住居環境科
生活空間と人間、社会、自然との関わりを理解し、生活
空間の環境創出、生産システムや自然現象に対する安全
性に関する知識及び技能・技術を取得し、その上で居住
空間や生活空間の創造及び生産分野での管理・運用等
に携わることのできる実践技能者を育成しています。

■訓練期間：2年 ■定員：65名

●ビル設備サービス科
ビル、マンション等の電気設備・給排水
設備の技術者として就職を目指します。

設備管理分野

電気・IT分野

●電気設備技術科
電気設備の施工や保全の技能者として
就職を目指します。
●ICT生産サポート科
製造現場に関連したネットワーク管理者やシ
ステムエンジニアとして就職を目指します。

●電子情報技術科
情報通信ネットワークやｌｏＴの進展に伴って、もの
づくり分野への適応も拡大・変化しており、これに
不可欠なエレクトロニクス技術、コンピュータ技術、
通信・ネットワーク技術を取得し、その上で自動計測
・制御技術やマイクロコンピュータを用いた組込技
術といったハードウェアとソフトウェアの融合分野
を担うことができる実践技能者を育成しています。

電子・情報制御分野

高年齢者の雇用ものづくり人材の育成 高齢化に向けた企業の対応

障害者の雇用 雇用管理に関するトータルサポート
ジョブコーチが職場を
訪問して支援します

企業診断システムによる診断（無料）

障害者雇用事例や制度等の情報提供

企画立案サービス・研修サービスの実施（有料）

生涯現役社会の実現に向けた地域ワークショップの実施

高年齢者雇用開発コンテストの実施・
定期刊行誌「エルダー」の配布

65 歳超雇用推進プランナー等（社会保険労
務士・中小企業診断士等）が企業を訪問し、
人事管理制度の整備・賃金・退職金制度の
整備、職場改善、職域開発等について、専門
的・具体的な相談・助言を無料で実施します。

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置（制
度改正・設備導入等）を実施する事業主の方に向けた
助成金の申請書の受付や相談等を行っています。

簡単な質問票に記入するだけで、高年齢者を活用するための課題を
抽出するシステムです。分析結果に基づき、６５歳超雇用推進プラ
ンナー等が課題解決策についてわかりやすくアドバイスします。

県内における高年齢者雇用の先進的な事例紹介や高年
齢従業員の声を通じて意見交換会を実施。
具体的で実践的な情報を知ることができます。

高年齢者に関する様々な情報を掲載した定期
刊行誌「エルダー」を配布しています。

障害者雇用マニュアル、事例ＤＶＤ等による情報提
供。また、グループワーク方式で意見交換等を行う
事業主支援ワークショップ等を行っています。

障害者雇用納付金の申告受付、障害者雇用調
整金・報奨金の申請受付、手続きに関する相談
を行っています。

雇用する障害者に配慮された施設・設備の整備や職場介助
者の配置、重度障害者の通勤対策、職場復帰支援、職場適応
援助者による支援などきめ細やかな雇用管理に取組む事業
主に向けた助成金の申請受付を行っています。

障害者雇用の具体的な提案・助言

障害者雇用納付金の申告・申請受付

職場復帰支援（リワーク支援）

障害者雇用のための助成金の申請受付

ご要望等を踏まえ、プランをご提案し、オーダーメ
イドのサービスを提供します。具体的には、従業員
向けの研修、障害のある方の仕事の切り出し、調整
にかかる相談、各領域の専門家（障害者雇用管理
サポーター）の協力を得て相談を行う障害者雇用
支援人材ネットワーク事業等があります。

ジョブコーチ支援
専門の支援員（ジョブコーチ）が職場に出向いて、
障害のある社員との接し方、コミュニケーション
の取り方、必要な配慮等について助言します。

うつ病等により休職中の社員の復職を検
討している事業主の方に対して、主治医と
連携して、職場復帰の支援を行います。
休職中の方へは、リワーク支援プログラム
のご提供、事業主の方へは復職に向けて
の受入準備の相談等を行います。

６５歳超雇用推進プランナー等が、その専門性を活かして、人事・
労務管理上の諸課題について具体的な解決策を作成し、高年齢者の
継続雇用を図るための条件整備（制度改正等）をお手伝いします。
また、中高年齢従業員の就業意識の向上等を支援するため、事業主
の要望に合った研修プランをご提案し、研修を行います。
※かかった経費は、機構が1/2負担します。

うつ病等で休職中の方の
職場復帰を支援します

溶接施工科

CAD/CAM技術科

ビル設備サービス科

生産技術科

電子情報技術科

住居環境科

建築設計 空き缶潰し機

高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言


