
 
 
 

訓練科 訓練場所 定員 期間 訓練日程 募集期間／問い合わせ先  訓練科 訓練場所 定員 期間 訓練日程 募集期間／問い合わせ先 

パソコン基礎科① 
（初級） 

中央市 システムインナカゴミパソ
コンスクール ２０ ３か月 6/7（火）～9/6（火） 3/14（月）～5/13（金） ❶

峡
南 

 介護職員 
  初任者研修科① 

笛吹市 ⽇建学院 ⼭梨校 ２０ ３か月 4/2６（火）～7/2５（月） 2/１０（木）～４/１（金） ❷
就
業 

パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーショ
ン実習、検定対策、就職支援 など 

Microsoft Office Specialist 
（ワード・エクセル等） 

 介護職員初任者研修のための、介護の知識と技術の習得、パソコンの基
本操作、就職支援 など 

介護職員初任者研修修
了 

パソコン基礎科② 
（中級・HP 更新） 

中央市 ビジネススクールやまなし ２０ ３か月 6/29（水）～9/28（水） 4/6（水）～6/6（月） ❶
峡
南 

 介護職員 
  初任者研修科② 

笛吹市 ⽇建学院 ⼭梨校 ２０ ３か月 7/1（金）～9/３0（金） 4/１４（木）～6/８（水） ❷
就
業 

パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーショ
ン実習、ホームページ作成実習、検定対策、就職支援 など 

サーティファイ（ワード・
エクセル）３級等 

 介護職員初任者研修のための、介護の知識と技術の習得、パソコンの基
本操作、就職支援 など 

介護職員初任者研修修
了 

パソコン基礎科③ 
（初級） 

中央市 システムインナカゴミパソコ
ンスクール ２０ ３か月 7/21（木）～10/20（木） 4/27（水）～6/27（月） ❶

峡
南 

 介護職員 
  初任者研修科③ 

笛吹市 ⽇建学院 ⼭梨校 ２０ ３か月 10/４（火）～12/2８（水） 7/１３（水）～９/７（水） ❷
就
業 

パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーショ
ン実習、検定対策、就職支援 など 

Microsoft Office Specialist 
（ワード・エクセル等） 

 介護職員初任者研修のための、介護の知識と技術の習得、パソコンの基
本操作、就職支援 など 

介護職員初任者研修修
了 

パソコン基礎科④ 
（中級・総務事務・ 

HP 更新） 

中央市 ビジネススクールやまなし ２０ ３か月 8/23（火）～11/22（火） 5/31（火）～7/26（火） ❶
峡
南 

 介護職員 
  初任者研修科④ 

笛吹市 ⽇建学院 ⼭梨校 ２０ ３か月 1２/2０（火）～R5/3/1７（金） １0/３（月）～11/２５（金） ❷
就
業 

パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーション実習、
ホームページ作成実習、社会保険・人事労務知識、就職支援 など 

サーティファイ（ワード・
エクセル）３級等 

 介護職員初任者研修のための、介護の知識と技術の習得、パソコンの基
本操作、就職支援 など 

介護職員初任者研修修
了 

パソコン基礎科⑤ 
（中級・HP 更新） 

中央市 システムインナカゴミパソ
コンスクール ２０ ３か月 9/27（火）～12/26（月） 7/1（金）～8/31（水） ❶

峡
南 

 介護・医療事務科①
（託児サービスあり） 

甲府市 株式会社 ニチイ学館 
甲府南教室 ２０ ３か月 6/８（水）～9/７（水） 3/2２（火）～5/1６（月） ❷

就
業 

パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーショ
ン実習、ホームページ作成実習、検定対策、就職支援 など 

Microsoft Office Specialist 
（ワード・エクセル等） 

 医療事務（医科・調剤）・介護事務に必要な知識の習得、就職支援  
など 

メディカルクラーク（医科）
等 

パソコン基礎科⑥ 
（初級） 
（託児サービスあり） 

甲府市 ハイエンド ２０ ３か月 11/9（水）～R5/2/8（水） 8/17（水）～10/14（金） ❶
峡
南 

 介護・医療事務科③
（託児サービスあり） 

甲府市 株式会社 ニチイ学館 
甲府南教室 ２０ ３か月 9/22（木）～12/21（水） 7/５（火）～8/2９（月） ❷

就
業 

パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーショ
ン実習、検定対策、就職支援 など 

Microsoft Office Specialist（ワード・

エクセル・パワーポイント）等 
 医療事務（医科・調剤）・介護事務に必要な知識の習得、就職支援  

など 
メディカルクラーク（医科）
等 

パソコン基礎科⑦ 
（中級・総務事務・ 

HP 更新） 

中央市 ビジネススクールやまなし ２０ ３か月 11/29（火）～R5/2/28（火） 9/2（金）～11/1（火） ❶
峡
南 

 
介護・医療事務科④ 

甲府市 株式会社 ニチイ学館 
甲府南教室 ２０ ３か月 1２/2２（木）～R5/3/2０（月） １0/４（火）～11/2９（火） ❷

就
業 

パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーション実習、
ホームページ作成実習、社会保険・人事労務知識、就職支援 など 

サーティファイ（ワード・
エクセル）３級等 

 医療事務（医科・調剤）・介護事務に必要な知識の習得、就職支援  
など 

メディカルクラーク（医科）
等 

Web システム  
エンジニア科※１    

甲府市 株式会社アシストエンジニ
アリング研修センター ２０ ５か月 R5/2/1（水）～6/30（金） 11/7（月）～R5/1/6（金） ❶

峡
南 

 FP・簿記基礎科 
（e ラーニング）※１ 

笛吹市 ⽇建学院 ⼭梨校(スクーリ
ング) 20 ２か月 9/１（木）～１０/３１（月） ６/１４（火）～8/８（月） ❷

就
業 

ICT 基礎・応用、HTML/CSS コーディング概論・実習、PHP/SQL 概論・
構築実習、Web システム構築演習、検定対策、就職支援 など 

PHP 初級、HTML5 プロフェッ
ショナル認定 1 及び 2 等 

 ファイナンシャル・プランニングﾞ及び簿記会計の基礎知識の習得、
ＦＰ技能検定・簿記検定対策、就職支援 など 

3 級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能
検定、日商簿記検定 3 級 

パソコンスキル・       
品質管理科 

甲府市 ⼭梨県⽴ 
中小企業人材開発センター ２０ ３か月 5/27（金）～8/26（金） 3/3（木）～4/28（木） ❶

峡
南 

 農業科 
（果樹コース） 

北杜市 専門学校 
⼭梨県⽴農業⼤学校  ※２ 30 ９か月 4/1４（木）～R5/1/1３（金） １/1７（月）～2/2５（金） ❷

就
業 

文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーション実習、品質管理、
労務管理、原価計算、就職支援 など 

コンピュータサービス
技能評価試験３級等 

 農業分野への就業に向けて必要な栽培技術、農業経営に関する知識、
農業機械等の構造及び安全操作の習得 など 

刈払機取扱作業者安全
衛生教育修了等 

簿記・パソコン科（K） 
中央市 システムインナカゴミパソ

コンスクール ２０ ３か月 12/20（火）～R5/3/17（金） 9/28（水）～11/25（金） ❶
峡
南 

 農業科 
（野菜・有機農業コース） 

北杜市 
専門学校 
⼭梨県⽴農業⼤学校 ※２ ３０ ９か月 4/1４（木）～R5/1/1３（金） １/1７（月）～2/2５（金） ❷

就
業 

簿記会計、簿記検定対策、パソコン操作（ワード・エクセル）、プ
レゼンテーション実習、会計ソフト実習、パソコン検定対策 など 

日商簿記検定試験３級、日商
電子会計実務検定試験３級等 

 農業分野への就業に向けて必要な栽培技術、農業経営に関する知識、
農業機械等の構造及び安全操作の習得 など 

刈払機取扱作業者安全
衛生教育修了等 

Web 制作基礎科（K） 
甲府市 ⼭梨県⽴ 

中小企業人材開発センター ２０ ３か月 10/27（木）～R5/1/26（木） 8/2（火）～10/3（月） ❶
峡
南 

 
介護・医療事務科② 

富士吉田市 株式会社 ニチイ学館 
富士吉田教室 20 ３か月 ６/２８（火）～９/２７（火） ４/1１（月）～６/３（金） ❷

就
業 パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーショ

ン実習、ホームページ作成実習、画像加工実習、検定対策 など 
サーティファイ（Web クリエイター

能力認定試験）スタンダード等 
 医療事務（医科・調剤）・介護事務に必要な知識の習得、就職支援 

など 
メディカルクラーク（医科）
等 

ネットショップ基礎科 
甲府市 株式会社アシストエンジニ

アリング研修センター ２０ ３か月 7/8（金）～10/7（金） 4/15（金）～6/15（水） ❶
峡
南 

 
簿記・パソコン科 

富士吉田市 株式会社 栄光学院 
栄光学院富士吉田本校 20 ３か月 11/２９（火）～R5/2/28（火） 9/８（木）～1１/2（水） ❷

就
業 

文書作成実習、表計算実習、ホームページ作成、ネットショップ構
築、Ｗｅｂサイト構築、検定対策、就職支援 など 

ネットショップ検定レ
ベル１（基礎知識）等 

 パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーション実
習、簿記会計、就職支援 など 

日商簿記検定3級、日商
PC 検定等 

定住外国人向け 
⽇本語・就職⼒     
スキルアップ科※１ 

中央市 株式会社アシストエンジニ
アリング本社 ２０ ３か月 9/14（水）～12/13（火） 6/22（水）～8/22（月） ❶

峡
南 

 ビジネス 
    パソコン科① 

富士吉田市 株式会社 栄光学院 
栄光学院富士吉田本校 20 ３か月 5/１０（火）～8/９（火） 2/２１（月）～4/１１（月） ❷

就
業 

日本語ドキュメント、日本語コミュニケーション、ビジネスマナー等、パ
ソコンの基礎、パソコン活用、プレゼンテーション、検定対策 など 

実践日本語コミュニケ
ーション検定等 

 パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーション実
習、データベース実習、就職支援 など 

日商ＰＣ検定（文書作成・
データ活用）等 

造園科① 
造園科② 

富士川町 県⽴ 
峡南高等技術専門校 各15 ６か月 ①   4/6（水）～9/1６（金） 

② 10/５（水）～R5/3/1６（木） 
① 1/2４（月）～2/2５（金） 
② 7/26（火）～8/2６（金）  ❶

峡
南 

 ビジネス 
    パソコン科② 

富士吉田市 株式会社 栄光学院 
栄光学院富士吉田本校 20 ３か月 1２/６（火）～R5/3/３（金） 9/１５（木）～11/１０（木） ❷

就
業 

造園用機械及び器工具の取扱い、樹木等の管理作業、垣根の製作、つく
ばい、縁石、燈ろう等の据え方、測量の技能と関連知識の習得 など 

2 級技能検定（造園）受
検資格 

 パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーション実
習、データベース実習、就職支援 など 

日商ＰＣ検定（文書作成・
データ活用）等 

服飾科① 
服飾科② 

富士川町 県⽴ 
峡南高等技術専門校 各15 ６か月 ①   4/6（水）～9/1６（金） 

② 10/５（水）～R5/3/1６（木） 
① 1/2４（月）～2/2５（金） 
② 7/26（火）～8/2６（金）  ❶

峡
南 

 ビジネスパソコン実践科 
（企業実習あり）※１ 

富士吉田市 株式会社 栄光学院 
栄光学院富士吉田本校 20 ４か月 9/２（金）～12/2６（月） 6/１５（水）～8/９（火） ❷

就
業 

婦人服等の基本的な採寸、製図、補正及び縫製の方法や服飾全般の
販売等に必要な技能と関連知識の習得 など 

2 級技能検定（婦人子供
服製造）受検資格等 

 パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーション実
習、データベース実習、企業実習、就職支援 など 

日商ＰＣ検定（文書作成・
データ活用）等 

介護職員 
  実務者研修科① 

山梨市 帝京福祉専門学校 ２０ ６か月 8/3（水）～R5/2/2（木） 5/１６（月）～7/８（金） ❷
就
業 

 
Ｗｅｂ制作基礎科 

富士吉田市 株式会社 栄光学院 
栄光学院富士吉田本校 20 ３か月 6/2（木）～9/1（木） 3/１５（火）～５/１０（火） ❷

就
業 

介護職員実務者研修のための、介護の知識と技術の習得、就職支援 
など 

介護職員実務者研修修
了 

 パソコン基本操作、文書作成実習、表計算実習、プレゼンテーション実
習、ホームページ作成実習、画像加工実習、検定対策、就職支援 など 

日商ＰＣ検定（文書作成・
データ活用）等 

介護職員 
  実務者研修科② 

山梨市 帝京福祉専門学校 ２０ ６か月 R５/2/3（金）～8/2（水） 11/１６（水）～R5/1/１１（水） ❷
就
業 

 総合事務科  ※１ 
（託児サービスあり） 

甲府市 県⽴就業⽀援センター 20 ３か月 5/12（木）～8/1０（水） ２/15（火）～4/１３（水） ❷
就
業 

介護職員実務者研修のための、介護の知識と技術の習得、就職支援 
など 

介護職員実務者研修修
了 

パソコン基本操作、ワード基本、エクセル基本、パワーポイント、簿記、検
定対策、就職支援 など 

コンピュータサービス技能
評価試験等 

令和４年度  求職者のかたへ 
山梨県が実施する ハロートレーニング（離転職者訓練）のご案内 

離転職者訓練年間計画表   ☆実施日程や訓練内容など、変更になる場合があります。問い合わせ先に確認してください。 ◎募集期間が終了している訓練もあります。 

急がば学べ！ 
 再就職ならハロートレーニングでスタート 

R3 年

－ 裏面もご覧ください － 



 
 
☆国家資格取得などの高い職業能⼒の習得と正社員就職を目指す職業訓練を実施しています。 

訓練科 訓練場所 定員 期間 訓練日程 募集期間／問い合わせ先 

介護福祉士 
   養成コース 

甲府市 
他 

優和福祉専門学校 ４ ２年間 4/８（金）～R6/3/７（木） 

２/1（火）～3/２（水） ❷
就
業 

帝京福祉専門学校 ４ ２年間 4/６（水）～R6/3/８（金） 
⼤原簿記情報ビジネス医療
福祉保育専門学校甲府校 ４ ２年間 4/7（木）～R6/3/５（火） 

（３コース共通） 介護福祉士資格取得のための、介護・福祉の専門知識と技術の習得 介護福祉士 

保育士養成コース 
甲府市 ⼤原簿記情報ビジネス医療

福祉保育専門学校甲府校 5 ２年間 4/7（木）～R6/3/５（火） ２/1（火）～3/２（水） ❷
就
業 保育士資格取得のための、保育の専門知識と技術を習得 保育士 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
公共職業安定所（ハローワーク）  ・・・ 求職の申込み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⼭梨県⽴ 職業能⼒開発施設  ・・・ お問い合わせ先 

 
  
  
 
 
 
 

訓練科 訓練場所 定員 期間 訓練日程 募集期間／問い合わせ先 

調理師養成コース 
※１ 

甲府市 ⼭梨秀峰調理師専門学校 ５ １年間 4/5（火）～R５/3/１４（火） ２/1（火）～２/２５（金） ❷
就
業 調理師資格取得のための、調理の専門知識と技術の習得 調理師 

美容師養成コース 
※１ 

甲府市 ⼭梨県美容専門学校 3 ２年間 4/１４（木）～R6/3/１４（木） ２/1（火）～3/２（水） ❷
就
業 美容師資格取得のための、美容の専門知識と技術の習得 美容師 

情報処理・会計情報
コース    ※１ 

甲府市 甲府市⽴ 
甲府商科専門学校 2 ２年間 4/5（火）～R6/3/7（木） 1/24（月）～3/4（金） ❶

峡
南 

情報処理技術者試験/日商簿記などの資格取得のため、情報系科目と
商業系科目を選択し、IT や経理の専門知識と技術の習得 

情報処理技術者試験、 
Ｊａｖａ検定、日商簿記等 

応募⽅法 次の書類に写真を貼付し、公共職業安定所へ提出してください。 
●⼊校願書・履歴書（⽤紙は公共職業安定所にあります。） 

 
そ
の
他 

●受講料は無料です。（ただし、教科書代、検定試験受験料などは本人負担となります。） 
●訓練期間中、雇⽤保険受給者には、雇⽤保険基本手当等が⽀給されます。 
 また、それ以外の⽅には、職業訓練受講給付⾦が⽀給される制度があります。 
 いずれも手当の⽀給には一定の要件がありますので、必ず住居所を管轄するハローワーク窓口へご相談ください。 選考⽅法 書類審査、⾯接などを⾏い選考します。（科、コースによって異なります。） 

応募者が一定人員に達しない場合は訓練を実施しないことがあります。 
 

 その他、全般のお問い合わせ先 

甲府市塩部 4-5-28 
TEL 055-251-3210 
FAX 055-251-3221 

【都留分室】 
都留市上谷 5-7-35 

TEL 0554-43-8912 
FAX 0554-43-8919 

職を探している⽅を対象とした職業訓練 検索 

☆ 訓練は、公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込みをし、職業相談を受けた結果、公共職業安定所⻑が受講あっせんする⽅が対象です。 
☆ ※１の記載のあるコースは、上記に加えて訓練対象者が限定されております。詳細は、各コース別チラシ記載の応募資格をご覧になるか、問い合わせ先に確認してください。 
  ※２は、令和４年４月１⽇より専門学校⼭梨県⽴農林⼤学校に改称。 
☆ 本事業の実施は、令和４年度⼭梨県の予算成⽴が条件となります。 
☆ 実施⽇程や訓練内容など、変更になる場合があります。各実施施設に確認してください。 
  また、募集が始まると、公共職業安定所にもコース別チラシなどが掲示されます。 

甲府市住吉 1-17-5 
TEL 055-232-6060 
FAX 055-235-4186 

 
  JR 身延線「甲斐住吉駅」 
  で下⾞ 徒歩 2 分 

 
管轄区域 

甲府市、南アルプス市、甲斐
市、笛吹市、中央市、昭和町 

富士吉田市⻯ヶ丘 2-4-3 
TEL 0555-23-8609 
FAX 0555-24-4019 

 
  富士急⾏線「月江寺駅」  
   で下⾞ 徒歩 10 分 

 
管轄区域 

富士吉田市、忍野村、⼭中  
湖村、鳴沢村、富士河口湖町 

南巨摩郡富士川町鰍沢 1215 
TEL 0556-22-8689 
FAX 0556-22-0253 

 
   ⼭梨交通「鰍沢営業所」 
   で下⾞ 徒歩 8 分 

 
管轄区域 

 市川三郷町、早川町、身延 
  町、南部町、富士川町 

韮崎市若宮 1-10-41 
TEL 0551-22-1331 
FAX 0551-22-8154 

 
   JR 中央線「韮崎駅」 
   で下⾞ 徒歩 5 分 

 
管轄区域 

韮崎市、北杜市 

甲州市塩⼭上於曽 1777-1 
TEL 0553-33-8609 
FAX 0553-33-9009 

 
   JR 中央線「塩⼭駅」 
   で下⾞ 徒歩 5 分 

 
管轄区域 

⼭梨市、甲州市 

都留市下谷 3-7-31 
TEL 0554-43-5141 
FAX 0554-43-4367 

 
 富士急⾏線「都留市駅」「赤 
 坂駅」で下⾞ 徒歩 10 分 

 
管轄区域 

都留市、道志村、⻄桂町 

⼤月市⼤月 3-2-17 
TEL 0554-22-8609 
FAX 0554-23-3459 

 
   JR 中央線「⼤月駅」 
   で下⾞ 徒歩 10 分 

 
管轄区域 

  ⼤月市、上野原市、小菅 
  村、丹波⼭村 

ハローワーク甲府 ハローワーク大月 ハローワーク都留 ハローワーク塩⼭ ハローワーク韮崎 ハローワーク鰍沢 ハローワーク富士吉田 

南巨摩郡富士川町⻘柳町 3492 
TEL 0556-22-3171 
FAX 0556-22-3172 

 

県⽴峡南高等技術専門校 

❶
峡
南 

 県⽴就業⽀援センター 

❷
就
業 

 

（⼭梨県庁別館 3 階） 
TEL 055-223-1567 
FAX 055-223-1560 

⼭梨県産業労働部 
産業人材育成課 

⼭梨県のホームページに最新の情報を掲載します。 https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-jin/88055491202.html 
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