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区

コース名 定員
募集
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訓練期間
主な訓練開始
～終了時間

訓練実施施設
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東

部

地

区

【実践コース 5-05-22-002-04-0009】

医療事務・ドクターズクラーク
養成科（短時間）

20名
3/1
～

4/3

4/26 ～7/25
（3ヶ月）

9:30～15:00

株式会社ニチイ学館 沼津校
場所：沼津市大手町3-8-23

ニッセイスタービル4階
TEL：055-954-1501

【訓練概要】医療機関における外来受付窓口対応、診療報酬請求事務に関する知識及び技能、
医師事務作業補助に関する知識及び技能を習得する。【短時間】

【実践コース 5-05-22-001-00-0046】

パソコン基礎科
20名

4/14
～

5/22

6/14 ～8/10
（2ヶ月）

9:10～15:50

株式会社静岡キャリアステーション
場所：富士市瓜島町82

富士商工会議所3階研修室
TEL：0545-53-0553

【訓練概要】職業能力の基礎となるコミュニケーション力やビジネスマナー、ワープロソフト・
表計算ソフトの使用方法及びビジネス文書等の作成方法に関する知識・技能の習得と
事務処理や雇用に関する手続きについて学ぶ。

【実践コース 5-05-22-002-04-0043】

医療事務スタッフ養成科
（短時間）

20名
5/1
～

6/2

6/27 ～9/26
（3ヶ月）

9:30～15:00

株式会社ニチイ学館 沼津校
場所：沼津市大手町3-8-23

ニッセイスタービル4階
TEL：055-954-1501

【訓練概要】医療機関における外来受付窓口対応、診療報酬請求事務に関する知識及び技能を習得する。
【短時間】

中

部

地

区

【実践コース 5-05-22-002-04-0014】

医療・調剤事務科
15名

3/13
～

4/13

5/11 ～ 8/10
（3ヶ月）

9:30～15:55

シグマカレッジ 静岡校
場所：静岡市葵区御幸町8-1

JADEビル8F
TEL：0120-071-072

【訓練概要】医療事務職及び調剤事務職に必要な基礎知識・会計処理知識・接遇マナーを習得し、
医療・調剤事務作業における即戦力となる。

【基礎コース 5-05-22-001-00-0012】

即戦力につながるスキルが
身につくパソコン基礎科

15名
3/13
～

4/14

5/12 ～8/10
(3ヶ月）

9:00～15:25

HYRSパソコン教室 石津校
場所：焼津市石津中町17-11
TEL：050-3422-7262

【訓練概要】社会人に必要な一般常識やコミュニケーション能力の習得と、文書作成ソフト・表計算ソフト
・プレゼンテーションソフトの操作を身に付ける。

【実践コース 5-05-22-002-11-0016】

Ｗｅｂ＆デザイン科（託児）
15名

3/23
～

4/25

5/23 ～ 9/22
(4ヶ月）

9:10 ～ 15:50

株式会社システムプラザソフィア
場所：静岡市清水区銀座5-2
TEL：054-367-2641

【訓練概要】企業で必要とされる画像処理ソフトの操作技術とWebサイトの編集技能・
印刷物の企画デザイン知識と技能を習得し、コンテンツ制作の各種数値管理に
必要な表計算ソフト(エクセル)のデータ管理技術を習得する。

【基礎コース 5-05-22-001-00-0044】

３ヶ月でパソコンスキル
が身につく基礎科

8名
4/20
～

5/26

6/20 ～ 9/19
(3ヶ月）

9：00～15：25

HYRSパソコン教室 石津校
場所：焼津市石津中町17-11
TEL：050-3422-7262

【訓練概要】社会人に必要な一般常識やコミュニケーション能力の習得と、文書作成ソフト・
表計算ソフト・プレゼンテーションソフトの操作を身に付ける。

令 和 5 年 4 月 ～ 6 月 開 講 コ ー ス の ご 案 内
静岡県内求職者支援訓練 受講生募集

職業訓練ページ→



※訓練コースによりテキスト代、託児サービス時の食事代等の自己負担があります。
（詳細はハローワーク、訓練実施施設にご確認ください）

受講料無料

地
区

コース名 定員
募集
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訓練期間
主な訓練開始
～終了時間

訓練実施施設
訓練実施場所＆問合せ先

公共職業安定所 郵便番号 所在地 電話番号 管轄地域

ハローワーク下田 415-8509 下田市4-5-26 0558-22-0288 下田市、賀茂郡

ハローワーク三島 411-0033　 三島市文教町1-3-112　三島労働総合庁舎1階 055-980-1300 熱海市、三島市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡

ハローワーク伊東 414-0046　 伊東市大原1-5-15 0557-37-2605 伊東市

ハローワーク沼津 410-0831　 沼津市市場町9-1　合同庁舎1階 055-931-0145 沼津市、裾野市、駿東郡のうち清水町・長泉町

ハローワーク御殿場 412-0039 御殿場市かまど字水道1111 0550-82-0540 御殿場市、駿東郡のうち小山町

ハローワーク富士 417-8609 富士市南町1-4 0545-51-2151 富士市

ハローワーク富士宮 418-0031 富士宮市神田川町14-3 0544-26-3128 富士宮市

ハローワーク清水 424-0825 静岡市清水区松原町2-15　清水合同庁舎1階 054-351-8609 静岡市のうち清水区

ハローワーク静岡 422-8045　 静岡市駿河区西島235-1 054-238-8609 静岡市のうち葵区・駿河区

ハローワーク焼津 425-0028　 焼津市駅北1-6-22 054-628-5155 焼津市、藤枝市

ハローワーク島田 427-8509　 島田市本通1丁目4677-4　島田労働総合庁舎1階 0547-36-8609 島田市、榛原郡のうち川根本町

ハローワーク榛原 421-0421 牧之原市細江4138-1 0548-22-0148 牧之原市、榛原郡のうち吉田町

ハローワーク掛川 436-0073 掛川市金城71 0537-22-4185 掛川市、菊川市、御前崎市

ハローワーク磐田 438-0086 磐田市見付3599-6　磐田地方合同庁舎1階 0538-32-6181 磐田市、袋井市、周智郡

ハローワーク浜松 432-8537 浜松市中区浅田町50-2 053-541-8609 浜松市のうち中区・東区・西区・南区、湖西市

ハローワーク細江 431-1302 浜松市北区細江町広岡312-3 053-522-0165 浜松市のうち北区

ハローワーク浜北 434-0037 浜松市浜北区沼269-1 053-584-2233 浜松市のうち天竜区、浜北区

e

ラ

ー
ニ

ン

グ

【実践コース】

Webデザイナー養成科
（eラーニング）

各コース
訓練期間 2ヶ月

総訓練時間１６０時間

ジョブトレ静岡校
（実施機関名：ワークキャリア）
場所：掛川市大坂７８２４
TEL：050-8886-0493

【４月開講】

5-05-22-002-11-0019

各
コース
30名

2/28
～

3/30
4/24～6/23

【５月開講】

5-05-22-002-11-0020

3/27
～

4/28
5/26～7/25

【６月開講】

5-05-22-002-11-0021

5/1
～

5/31
6/23～8/22

【訓練概要】Webサイトの構築に必要な素材の作成、HTML /CSSコーディング、静的/動的サイト制作

および保守・運用に関する基礎知識および技能・スキルを習得する。

ワークキャリア公式LINE→

■申し込み方法：住所地を管轄するハローワークで求職申込を行い、応募要件や制度の説明などの職業相談
を行ったうえで、 受講申込書の交付を受けて手続きをしてください。
※応募者が定員の半数に満たない場合は開講しない場合があります。※応募状況によっては、定員を増員する
ことがあります。

※自宅での受講が可能です。

令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が「求職者支援訓練」の受講を開始する場合に、

訓練延長給付や技能習得手当※等を受給することが出来るようになりました。

※受講手当（日額500円、40日を限度）および通所手当（月額上限42,500円）

詳しくは、住所を管轄するハローワークにお尋ねください。



厚生労働省 ホームページ
「求職者支援制度のご案内」はこちら ➡

地
区

コース名 定員
募集
期間

訓練期間
主な訓練開始
～終了時間

訓練実施施設
訓練実施場所＆問合せ先

西

部

地

区

【実践コース 5-05-22-002-05-0024】

短期間で学べる！
西部介護職員初任者研修科

（託児）(短期間）

15名
2/28
～

3/31

4/25 ～ 6/23
（2ヶ月）

9：00～15:50

ジョブアシストカレッジ
場所：浜松市中区北寺島町211-8

TEL：053-489-9191

【訓練概要】介護従事者として、対人理解や対人援助の基本的な視点と理念、専門的な知識・技術等
を習得し、介護業界への早期就職を目指す。また、介護施設を見学することで現場を
知り就職後の不安を解消し、働くイメージを掴む。

【実践コース 5-05-22-002-04-0011】

医療事務・調剤事務・
ドクターズクラーク養成科

12名
2/28
～

4/3

4/26 ～ 7/25
(3ヶ月）

9:30～16:00

株式会社ニチイ学館浜松校
場所：浜松市中区鍛冶町319-28

遠鉄鍛冶町ビル8階
TEL：053-451-6865

【訓練概要】医療機関における外来受付窓口対応、診療報酬請求事務に関する知識を身につける。また医師
事務作業補助者（ドクターズクラーク）として電子カルテの活用や診断書の作成までの知識や
スキルを身につける。

【実践コース 5-05-22-002-04-0013】

医療事務養成 2か月科（短期間）
15名

3/20
～

4/21

5/19 ～ 7/18
（2ヶ月）

9：30～15：55

シグマカレッジ 浜松校
場所：浜松市中区板屋町111-2

浜松アクトタワー3F
TEL：0077-78-8633(ﾌﾘｰｺｰﾙ)

【訓練概要】医療事務職に必要な基礎知識・会計処理知識・接遇マナーを習得し、医療事務作業に
おける即戦力となる。

【実践コース 5-05-22-002-03-0017】

Pythonプログラミング事務科
（短時間）

15名
3/22
～

4/24

5/22 ～ 9/21
（4ヶ月）

9:35～16:00

日建学院 浜松校
場所：浜松市中区大工町125

シャンソンビル浜松
TEL：053-546-1077

【訓練概要】OA事務員の主な職務・仕事に必要となるワープロソフトの知識及び技能、パワーポイント
の資料やスライド作成の知識及び技能、表計算ソフトの高度な知識及び技能を学び、
プログラミング言語（Python）の基礎的な知識及び技能を習得する。

【実践コース 5-05-22-002-03-0007】

再就職のためのスキルアップ！
パソコンオフィスワーク実践科

13名
3/31
～

5/8

5/31 ～ 8/30
(3ヶ月）

9：30～16：00

アシストパソコンスクール
場所：掛川市北門138-2

TEL：0537-62-1835

【訓練概要】ビジネス文書などの職業基礎能力を身に付け、表計算のＩＴスキルを習得する。

【実践コース 5-05-22-002-11-0005】

広告・WEBデザイン科
20名

4/14
～

5/19

6/13 ～ 10/12
（4ヶ月）

9:10～15:35

サスネット 本部校
場所：浜松市東区宮竹町728

浜松スポーツセンター7F
TEL：053-424-8811

【訓練概要】Ｗｅｂサイトのイラスト作成、フォトデータ加工、ＨＴＭＬ／ＣＳＳコーディングや
広告媒体のフライヤー・ＰＯＰ等の制作に関する知識及び技能・技術を習得する。

【実践コース 5-05-22-002-05-0023】

保育士補助養成科（託児）
15名

4/24
～

5/30

6/22 ～ 10/20
（4ヶ月）

9：00～15:50

ジョブアシストカレッジ
場所：浜松市中区北寺島町211-8

TEL：053-489-9191

【訓練概要】保育補助者として乳幼児を養護し、教育するうえで必要となる知識の習得を目指し、
国家資格試験の出題科目を踏まえた学科内容で学ぶ。また発達段階に応じたケア方法や
遊びにおいての実践的な技能・技術を習得する。

訓練説明会→

YouTube→

YouTube→


