
職業
訓練説明会★相談会

令和
元年9/3㊋
13：00～16：00（受付12：30～）

いわみーる 301研修室
浜田市野原町1826-1

令和
元年9/18㊌

13：00～16：00（受付12：30～）

朱鷺会館 2階中ホール
出雲市西新町2-2456-4

令和
元年9/11㊌

13：00～16：00（受付12：30～）

くにびきメッセ 601大会議室
松江市学園南1-2-1 

13：05～13：35　講　演
『手に職をつけることの重要性と求める人財像』

山本　泰三 氏
（松江山本金属株式会社　代表取締役）

事業内容： 大物金属加工事業および加工と
 精度を「見える化」する計測評価事業

13：35～16：00　職業訓練説明会・相談会
島根県立東部高等技術校、
島根職業能力開発促進センター（ポリテクセンター島根）　ほか
説明会  （13：35～15：00）

訓練実施機関より訓練内容について詳しい説明を行います。
相談会  （15：00～16：00）

訓練実施機関との個別相談を行います。（希望者のみ）

13：05～13：35　講　演
『心をみがく』
澤本　　浩 氏

（エイコー電子工業株式会社　代表取締役）
事業内容： 車載用電子機器製造および
 生産合理化設備の設計開発販売他

13：35～16：00　職業訓練説明会・相談会
島根県立東部高等技術校、
島根職業能力開発促進センター（ポリテクセンター島根）　ほか
説明会  （13：35～15：00）

訓練実施機関より訓練内容について詳しい説明を行います。
相談会  （15：00～16：00）

訓練実施機関との個別相談を行います。（希望者のみ）

浜　田 松　江 出　雲

令和元年度厚生労働省島根労働局委託事業「一体的実施事業～求職者の就職を支援しています～」

お問合わせ先 (一社)島根県経営者協会「一体的実施事業」
〒690-0886 松江市母衣町55番地4 島根県商工会館4階
ＴＥＬ：0852-21-4925　ＦＡＸ：0852-26-7651（担当：齋藤・村上）

参 加 者 募 集

参加
無料

どんな訓練があるの？　どんなことが身につくの？　費用はどのくらいかかるの？　など、実際に訓練を行っている機関の担当者から直接話が聞けるまたとないチャンスです。
さらに相談会では、細かなことなど何でも個別相談に応じます。ご希望の方には、見学のご案内もさせていただきますので、ぜひお気軽にご参加ください。

就職に向かってスキルアップを目指しましょう！！

島根県内で行われている職業訓練に関する説明会・相談会を開催します。

検索
ホームページ　https://shimanekeikyo.com/

13：05～13：35　講　演
『自分に出来る事を見つけ出す重要性』

原屋　秀樹 氏
（島根中井工業株式会社　製造2課課長）

事業内容： PETフィルムへの薄膜コーティング
 （塗剤塗工、金属）品の製造

13：35～16：00　職業訓練説明会・相談会
島根県立西部高等技術校、
島根職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ島根）　ほか
説明会  （13：35～15：00）

訓練実施機関より訓練内容について詳しい説明を行います。
相談会  （15：00～16：00）

訓練実施機関との個別相談を行います。（希望者のみ）

【対 象 者】	ご興味のある方ならどなたでもご参加いただけます。
【申込方法】	電話（0852-21-4925）・ＦＡＸ（裏面申込書）・インターネットにて事前にお申込みください。

この説明会はハローワークでの失業認定にかかる求職活動に該当します。



浜　田 松江・出雲
【公共職業訓練について】

島根県立西部高等技術校
（益田市）

【常設科】
OAシステム科／建築科／機械加工・溶接科／
事務ワーク科／総合実務科
【委託訓練】
ステップアップビジネスパソコン科（益田）／
ITスキルアップ実践科（浜田）／即戦力介護科（浜田）／
パソコン・経理マスター科（川本）／
長期高度人材育成コース（令和元年度実施コース：
　介護福祉科、美容科、准看護師養成科）

【高度技能者養成訓練について】
【高度技能者養成訓練について】島根職業能力開発短期大学校

（ポリテクカレッジ島根）
（江津市）

生産技術科（機械システム系）／
電子情報技術科（電子情報制御システム系）／
住居環境科（住居システム系）

【公共職業訓練について】

島根県立東部高等技術校
（出雲市）

【常設科】
美容科／自動車工学科／住環境・土木科／
ものづくり機械加工科／Webデザイン科／建築科／
ハウスアート科／介護サービス科
【委託訓練】
パソコン基礎科（松江）③／パソコン基礎科（雲南）／
簿記パソコン科（出雲）②／介護初任者研修科（出雲）／
パソコン基礎科（安来）②／簿記パソコン科（松江）／
簿記パソコン科（出雲）③／パソコン基礎科（大田）②／
長期高度人材育成コース（令和元年度募集コース：

介護福祉士、保育士、自動車整備士、理容師、美容師、
IT技術者など国家資格等取得をめざすコース）　など

島根職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター島根）

（松江市）
ものづくりサポート科（短時間訓練）／
機械・CADオペレーション科／金属加工科／
住宅リフォーム技術科／ビル管理サービス科／
電気設備技術科／ICT生産サポート科／
ビジネスワーク科　など

説明する主な訓練

※当日の参加機関につきましては、変更になる場合がございます。変更の場合は、経営者協会ホームページに掲載させていただきますので予めご了承ください。

職業訓練説明会・相談会参加申込書

(一社)島根県経営者協会　FAX 0852-26-7651 ご記入いただいた個人情報につきまし
ては、本説明会・相談会以外の目的
では使用いたしません。

フリガナ 性　　別 年　　齢

氏　名 男　 ・ 　女
歳

参加会場（○をつけてください） ご連絡先電話番号

浜田　9/3㊋ 松江　9/11㊌ 出雲　9/18㊌ (　　　　　)　　　　－　　　　



 

令和元年度厚生労働省島根労働局委託事業「一体的実施事業」 

職業訓練説明会・相談会参加機関一覧 
 

【浜田会場】9 月 3 日(火) 13：00～16：00 いわみーる 301 研修室 

訓練の種類 
訓練機関 

所在地 機関名 説明する主な訓練 

公共職業 

訓練 
益田 

島根県立 

西部高等技術校 

【常設科】 

OAシステム科／建築科／機械加工・溶接科／事務ワーク

科／総合実務科 

【委託訓練】 

ステップアップビジネスパソコン科（益田）／ITスキル

アップ実践科（浜田）／即戦力介護科（浜田）／パソコ

ン・経理マスター科（川本）／長期高度人材育成コース

（令和元年度実施コース：介護福祉科、美容科、准看護

師養成科） 

高度技能者 

養成訓練 
江津 

島根職業能力開発短期大学校 

(ポリテクカレッジ島根) 

生産技術科（機械システム系）／電子情報技術科（電子

情報制御システム系）／住居環境科（住居システム系） 

求職者 

支援訓練 
益田 

★ ㈱ソコロシステムズ 

（ソコロ三宅教室） 
簿記も学べるパソコン基礎科／ 

初歩から学ぶビジネスパソコン基礎科 

【松江会場】9 月 11 日(水) 13：00～16：00 くにびきメッセ 601 大会議室 

訓練の種類 
訓練機関 

所在地 機関名 説明する主な訓練 

公共職業 

訓練 

出雲 
島根県立 

東部高等技術校 

【常設科】 

美容科／自動車工学科／住環境・土木科／ものづくり機

械加工科／Web デザイン科／建築科／ハウスアート科／

介護サービス科 

【委託訓練】 

パソコン基礎科（松江）③／パソコン基礎科（雲南）／

簿記パソコン科（出雲）②／介護初任者研修科（出雲）

／パソコン基礎科（安来）②／簿記パソコン科（松江）

／簿記パソコン科（出雲）③／パソコン基礎科（大田）

②／長期高度人材育成コース（令和元年度募集コース：

介護福祉士、保育士、自動車整備士、理容師、美容師、

IT技術者など国家資格等取得をめざすコース） など 

松江 
島根職業能力開発促進センター 

(ポリテクセンター島根) 

ものづくりサポート科（短時間訓練）／機械・CAD オペ

レーション科／金属加工科／住宅リフォーム技術科／ビ

ル管理サービス科／電気設備技術科／ICT 生産サポート

科／ビジネスワーク科 など 

求職者 

支援訓練 
松江 ★ ㈱グローバル松江校 介護福祉人材育成科 

【出雲会場】9 月 18 日(水) 13：00～16：00 朱鷺会館 2 階中ホール 

訓練の種類 
訓練機関 

所在地 機関名 説明する主な訓練 

公共職業 

訓練 

出雲 
島根県立 

東部高等技術校 

【常設科】 

美容科／自動車工学科／住環境・土木科／ものづくり機

械加工科／Web デザイン科／建築科／ハウスアート科／

介護サービス科 

【委託訓練】 

パソコン基礎科（松江）③／パソコン基礎科（雲南）／

簿記パソコン科（出雲）②／介護初任者研修科（出雲）

／パソコン基礎科（安来）②／簿記パソコン科（松江）

／簿記パソコン科（出雲）③／パソコン基礎科（大田）

②／長期高度人材育成コース（令和元年度募集コース：

介護福祉士、保育士、自動車整備士、理容師、美容師、

IT技術者など国家資格等取得をめざすコース） など 

松江 
島根職業能力開発促進センター 

(ポリテクセンター島根) 

ものづくりサポート科（短時間訓練）／機械・CAD オペ

レーション科／金属加工科／住宅リフォーム技術科／ビ

ル管理サービス科／電気設備技術科／ICT 生産サポート

科／ビジネスワーク科 など 

求職者 

支援訓練 
出雲 

★ 出雲コアカレッジ 

 （㈻斐川コア学園） 
OA 事務（表計算活用）科 

 

 

【お問合わせ先】 

（一社）島根県経営者協会「一体的実施事業」担当：齋藤・村上 

〒690-0886 松江市母衣町 55-4 島根県商工会館 4 階 TEL：0852-21-4925 FAX：0852-26-7651 

★印の機関が追加になりました。 
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