
就職に役立つ知識や技能を身につけたい方、職業訓練を受けてみませんか？

月10 12月 開講 受講生募集

求職者支援訓練とは、

主に雇用保険を受給できない求職者の方(受給が終了した方を含む。)(※)を対象とした

職業訓練です。通常より短い期間や時間で設定されている短期・短時間特例訓練(※) 

もあります。就職に役立つ知識や技能を習得することで早期就職を目指します。

また、訓練期間中も終了後も、ハローワークと連携した就職活動のサポートが受けられます。

※詳しくは住所を管轄するハローワークにてご確認ください。

訓練受講の手続き

訓練コースの選択
・ハローワークで相談
・職業訓練受講説明会へ参加 など

ハローワークで訓練の受講申込み

訓練実施機関による選考

訓練の受講開始

ハローワークにて就職支援計画の作成

ハローワークに求職申込み

徳島県内のハローワーク（公共職業安定所）一覧

徳島市出来島本町1丁目5 ☎ 088-622-6374

小松島市小松島町外開1-11 ☎ 0885-32-3344

三好市池田町マチ2429-10 ☎ 0883-72-1221

美馬市脇町大字猪尻字東分5 ☎ 0883-52-8609

阿南市領家町本荘ヶ内120-6 ☎ 0884-22-2016

吉野川市鴨島町鴨島388-27 ☎ 0883-24-2166

鳴門市撫養町南浜字権現12 ☎ 088-685-2270

海部郡牟岐町大字中村字本村52-1 ☎ 0884-72-1103

徳島
管轄区域：徳島市、名西郡、名東郡

小松島
管轄区域：小松島市、勝浦郡

三好
管轄区域：三好市、三好郡

鳴門
管轄区域：鳴門市、板野郡

牟岐
管轄区域：海部郡

美馬
管轄区域：美馬市、美馬郡、阿波市のうち阿波町

阿南
管轄区域：阿南市、那賀郡

吉野川
管轄区域：吉野川市、阿波市（阿波町を除く）

厚生労働省

徳島労働局 職業安定部 訓練室

独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構 徳島支部
求職者支援課 TEL 088-655-3712 

ホームページからもご覧いただけます。

徳島支部 訓練

記載内容については変更される場合があります（R4.11.18）

厚生労働大臣認定の公的職業訓練です

受講料無料

ただし、テキスト代など
は自己負担となります。

ハローワークの支援指示
を受けて、訓練を受講し、
一定の要件を満たす方は、
「職業訓練受講給付金」
「通所手当」「寄宿手当」
が支給されます。

受講のお申込みは

住所を管轄するハロー
ワークにご相談ください。

このチラシをご持参いただく
と申し込みがスムーズです。

※ 詳しくは住所を管轄する

ハローワークへお問い合わせ

ください。

アロマ、パソコン、 WEB、介護、簿記

月11

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk0000002qmo.pdf


募集期間： 9月13日(火) ～ 10月13日(木)
選 考 日 ： 10月24日(月)

募集期間： 8月30日(火) ～ 9月29日(木)
選 考 日 ： 10月11日(火)

募集期間： 8月30日(火) ～ 9月29日(木)
選 考 日 ： 10月11日(火)

募集期間： 8月16日(火) ～ 9月15日(木)
選 考 日 ： 9月28日(水)

募集期間： 8月19日(金) ～ 9月20日(火)
選 考 日 ： 9月30日(金)

募集期間： 8月10日(水) ～ 9月9日(金)
選 考 日 ： 9月21日(水)

パソコンも学べる介護初任者養成科（短期間・短時間）【定員10名】

訓練期間 ：令和4年10月13日(木) ～ 12月12日(月)
訓練場所 ：建築資料研究社 日建学院 徳島校

徳島市南末広町1-16
問合せ先 ：☎ ０８８-６２２-５１１０ （板東）
訓練ＰＲ ：ﾊﾟｿｺﾝｽｷﾙを身に付け、介護職員初任者研修の法定

研修ｶﾘｷｭﾗﾑの基本的な知識と技術を習得できる
訓練時間等 ：月～金曜日 9:10 ～ 16:35

募集期間： 8月10日(水) ～ 9月9日(金)
選 考 日 ： 9月21日(水)

募集期間： 8月10日(水) ～ 9月9日(金)
選 考 日 ： 9月21日(水)

募集期間： 8月10日(水) ～ 9月9日(金)
選 考 日 ： 9月21日(水)

仕事に役立つパソコン技能科 【定員10名】

訓練期間 ：令和4年12月21日(水) ～ 令和5年3月20日(月)
訓練場所 ：徳島ワープロ教室

名西郡石井町石井字石井423-9
問合せ先 ：☎ ０８８-６７５-０００７ （河田）
訓練ＰＲ ：ﾊﾟｿｺﾝの基礎知識と技能を身につけ、書類作成や

ﾃﾞｰﾀ集計、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ資料作成ができるようになる
訓練時間等 ：月～金曜日 9:30 ～ 16:10

仕事に役立つパソコン技能科 【定員10名】

訓練期間 ：令和4年11月14日(月) ～ 令和5年2月13日(月)
訓練場所 ：徳島ワープロ教室

名西郡石井町石井字石井423-9
問合せ先 ：☎ ０８８-６７５-０００７ （河田）
訓練ＰＲ ：ﾊﾟｿｺﾝの基礎知識と技能を身につけ、書類作成や

ﾃﾞｰﾀ集計、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ資料作成ができるようになる
訓練時間等 ：月～金曜日 9:20 ～ 16:00

２ヶ月で学ぶ！ワード・エクセル科（短期間・短時間） 【定員20名】

訓練期間 ：令和4年10月19日(水) ～ 12月16日(金)
訓練場所 ：建築資料研究社 日建学院 徳島校

徳島市南末広町1-16
問合せ先 ：☎ ０８８-６２２-５１１０ （板東）
訓練ＰＲ ：ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの特徴を理解し、ﾊﾟｿｺﾝの基本操作及び

文章作成・表計算ｿﾌﾄを使いこなせるようになる
訓練時間等 ：月～金曜日 10:10 ～ 16:35

２ヶ月で学ぶ！簿記・エクセル科（短期間・短時間） 【定員10名】

訓練期間 ：令和4年10月31日(月) ～ 12月27日(火)
訓練場所 ：建築資料研究社 日建学院 徳島校

徳島市南末広町1-16
問合せ先 ：☎ ０８８-６２２-５１１０ （板東）
訓練ＰＲ ：簿記・会計ソフト、表計算ソフト（Excel）

に関する知識・技能を習得できる
訓練時間等 ：月～金曜日 10:30 ～ 15:55

すぐに役立つビジネスパソコン活用科 【定員15名】

訓練期間 ：令和4年10月13日(木) ～ 令和5年1月12日(木)
訓練場所 ：徳島ネットコム 脇町本校

美馬市脇町北庄7-1
問合せ先 ：☎ ０８８３-５３-８２３０ （森）
訓練ＰＲ ：多様なビジネス文書等・帳票の作成や

Webページの更新に対応できるようになる
訓練時間等 ：月～金曜日 9:00 ～ 15:40

WEBプログラマー養成科 【定員15名】

訓練期間 ：令和4年10月21日(金) ～ 令和5年4月20日(木)
訓練場所 ：QLIP ｸﾘｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 徳島本校

徳島市寺島本町東3-12-8
問合せ先 ：☎ ０８８-６７６-３１５１（永井）
訓練ＰＲ ：Webｻｲﾄ制作に関する基礎知識から応用まで

Photoshopや I l lustratorなどのｿﾌﾄ操作も学ぶ
訓練時間等 ：月～金曜日 9:30 ～ 16:10

オフィスソフト技能科（短期間・短時間） 【定員12名】

訓練期間 ：令和4年10月13日(木) ～ 11月22日(火)
訓練場所 ：ＰＣカレッジジョイメイト徳島校

徳島市沖浜１-9-2
問合せ先 ：☎ ０８８-６５５-４５５９ （前園、森）
訓練ＰＲ ：文書作成・表計算・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｿﾌﾄを使った

書類作成やﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝができるようになる
訓練時間等 ：月～金曜日 10:30 ～ 15:20

介護アロマテラピー科（短期間・短時間） 【定員10名】

訓練期間 ：令和4年10月13日(木) ～ 12月12日(月)
訓練場所 ：アロマテラピースクール カラザ

徳島市伊月町5-30-2
問合せ先 ：☎ ０８８-６５５-２７３９ （金森）
訓練ＰＲ ：精油や植物オイルの作用を活用し、症状の緩和など

介護アロマテラピーの施術ができるようになる
訓練時間等 ： 月～金曜日 12:50 ～ 15:40 / 土曜日 9:00 ～ 15:40 

仕事に活かせるアロマテラピー科 【定員10名】

訓練期間 ：令和4年12月21日(水) ～ 令和5年3月20日(月)
訓練場所 ：アロマテラピースクール カラザ

徳島市伊月町5-30-2
問合せ先 ：☎ ０８８-６５５-２７３９ （金森）
訓練ＰＲ ：精油や植物油、セルフメディケーションの基本的

知識やアロマトリートメントの技術を習得できる
訓練時間等 ：月～金曜日 9:10 ～ 15:35

※ の付いている訓練は、基礎コースになります。

訓練開始１ヶ月目が、社会人としての基礎的な能力を

習得する「職業能力開発講習」となります。

10月 開講 受講生募集

10/13 開講

10/13 開講

基礎

11/14 開講

募集期間：10月21日(金) ～ 11月21日(月)
選 考 日 ：12月1日(木)

基礎

10/13 開講

10/13 開講

主として、新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や休業を

余儀なくされている方など、在職中で訓練時間に配慮が必要な方が対象。

また現在求職中の方も応募できます。

※詳しくはハローワークにお問い合わせください。

基礎

短期・短時間特例訓練

職場で活きるパソコンスキル科（短期間・短時間） 【定員15名】

訓練期間 ：令和4年10月31日(月) ～ 12月28日(水)
訓練場所 ：アイズ情報 佐古教室

徳島市佐古一番町5-22
問合せ先 ：☎ ０８８-６０２-７６７３ （立道・橋本）
訓練ＰＲ ：パソコンのアプリケーション（Word、Excel）

操作、Webページ更新の知識・技能を習得できる
訓練時間等 ：月・水・木・金曜日 9:00 ～11:50／火曜日 9:00～12:50

11月 12 月

10/19 開講

10/21 開講

10/31 開講

10/31 開講

12/21 開講

12/21 開講 募集期間：10月21日(金) ～ 11月21日(月)
選 考 日 ：12月1日(木)

11/28まで

募集延長

11/28まで

募集延長

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004pow3.pdf
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004pov7.pdf
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004povx.pdf
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004povp.pdf
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004povj.pdf
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004pos5.pdf
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004povd.pdf
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004porr.pdf
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004pov1.pdf
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004poup.pdf
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokushima/q2k4vk00000022fv-att/q2k4vk000004pouv.pdf

