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離転職者への職業訓練を充実

みんなでつくるまちづくり

ハロートレーニングのご利用を

地区計画制度をご存じですか

市は、国や県が実施するハロートレーニング（公的職業訓練）のうち、
県が職業能力開発校で実施している「委託訓練」において、地域の実情・
ニーズを反映させた新たな訓練コースの提案を行っています。
問雇用推進課（T504-2244、F504-2259）

地区計画制度は、自分たちの地区の良好な住環境を守るために、地
区のルール作りができる制度です。地区の実情に合ったきめ細かい規
制を行うことによって、住環境を維持することができます。
問都市計画課（T504-2268、F504-2512）

ハロートレーニング
（公的職業訓練）とは
職者が希望する職業やキャ
リアアップのために必要な
職業スキルや知識を習得す
ることができる、公的な制度です。市
域内では、ものづくりの技術の習得
を目的とした「施設内訓練」を県立広
島高等技術専門校（西区田方二丁目
25-1）や広島職業能力開発促進セン
ター
（ポリテクセンター広島）
（中区光
南五丁目2-65）
で、
実施しています。
専門校には、板金加工科、電気設備
科、建築インテリア科があり、4月か
ら1年間かけて技術・技能を習得し、
昨年度の就職率は全科100％（修了後
3カ月。以下同じ）です。同センター
では、CAD/CAM科、金属加工科、電
気・通信施工技術科、住宅リフォーム
科などのコース（おおむね6カ月間）
を設定しており、昨年度の就職率は
平均86.7％です。
また、専門校に併設する県立技術
短期大学校（テクノカレッジ広島）に
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は、生産技術科と制御技術科があり、
2年間かけて、より高度な技術・技能
を習得することができ、昨年度の就
職率は両科100％です。
この他、専門校が民間教育訓練機
関などに委託して行う「委託訓練」
では、訓練期間が3カ月のものを中
心にITや介護、事務などさまざまな
コースの職業訓練が実施されてお
り、昨年度の就職率は平均74.7％で
す。
また、主に雇用保険受給資格がな
い人を対象として、国が民間教育機
関などを認定して「求職者支援訓練」
を実施しています。

県・市が連携して
地域の就職ニーズを反映

みんなで作るまちのルール
区計画制度は、住民の皆さ
んが主体となって話し合
い、それぞれの地区の特性
に応じてルール作りができる制度
です。建築物の用途、高さ、塀や柵の
構造など、まちづくりのルールを定
めることができ、自分たちのまちの
住環境を守ることができます。
地区計画を定める地区では、建築
物の制限について条例を定めて法
的拘束力を持たせることができま
す。また、建築物の建築などを行う
際には、事前に地区計画の届け出を
市へ提出する必要があります。
一方、同様の目的で、まちづくり

地

市は、地元経済の状況や相談窓口
などに寄せられる地域の実情・ニー
ズを反映させるため、県立広島高等
技術専門校で実施する委託訓練の
コース設定を県と共に検討していま
す。次年度も、より充実した就労支援
を提案していきます。

住民

（19）
佐々木岳斗さん

ハロートレーニング
ロゴマーク

ハロートレーニ
ン グ（ 公 的 職 業 訓
練）の受講生を募集
します。

対象者

科目
CAD/CAM科、金
公共職業安定所
（ハ 属加工科、電気・通
ローワーク）
の受講 信施工技術科、住
あっせんを受けら 宅リフォーム技術
れる人
科など各種コース
あり

⑤求職者支援訓練

対象者
科目
40歳以下 板金加工科
電気設備科
18～40歳
建築インテリア科

募集人数
対象者
10人程度 公共職業安定所
10人程度 （ハローワーク）の
10人程度 支援指示を受けら
れる人

対象者
科目
高校卒業 生産技術科
または見
込みの30
制御技術科
歳以下

①1年、②2年、③3カ月、
4
募集人数 【訓練期間】

②県立技術短期大学校

10人程度
10人程度

③民間の専門学校などでの委託訓練
対象者
公共職業安定所
（ハ
ローワーク）
の受講
あっせんを受けら
れる人

科目
介護、IT、事務、ビジ
ネスコミュニケー
ションなど各種
コースあり

広島市

地区計画の
案を提案

案の公告、縦覧など
都市計画審議会

地区の特性

出前講座
ルール作りの
アドバイス

広島広域
都市圏

都市計画決定。
地区計画が定まります

はっしー漫遊記 40

市は、
「200万人広島都市圏構想」の実現に向け、近隣
23市町と連携・交流を進めています。圏域内にある特産
品や観光スポットなどを、テーマ別に紹介します。

家族で遊べる体験型施設③

④広島職業能力開発促進センター

募集します

①県立広島高等技術専門校

に励んでいます。日々、電気の知識が
ついていることを実感でき、とても充
実した毎日を送っています。修了時に
自動的に取得できる第二種電気工事
士のさらに上のステップを目指し、先
日、第一種電気工事士や電気通信工事
担任者の資格試験に挑戦しました。
来春の就職も決まりました。習った
技術を生かし、さらに努力して、会社
に必要とされる人材になりたいです。

都市計画案の作成

ひろしま都市犬はっしー

将来の職業について家族と話し合
い、高校の普通科を卒業後、入校しま
した。この専門校
を卒業し就職し
た先輩のアドバ
イスも後押しを
してくれました。
入校して８カ
月、クラスの仲間
と励まし合いな
がら技術の習得

市は、制度を詳しく知りたい団体
への出前講座や、ルール作りのアド
バイスなど、皆さんが安心して地区
計画を作れるようにお手伝いをし
ます。気軽に都市計画課までお問い
合わせください。

地区計画を策定するまで
市との事前相談

や ま と

制度を活用ください

建築協定の失効をきっ
かけに平成24年に地区計
画を定めた、佐伯区彩が
丘地区。緑豊かでゆとり
のある街並みが維持され
ています。

知識の習得にやりがいを感じています
電気設備科（施設内訓練・1年課程）
に在籍

のルールを定める建築協定という
制度がありますが、建築協定は、土
地所有者などによる民事的な協定
です。そのため、将来にわたる住環
境の維持をより担保していくため
に、協定期間の満了などを一つの
きっかけに、都市計画の手続きを経
て「地区計画」に移行した例もあり
ます。

科目

パソコン、
WEB、医
療事務、簿記経理、
ネイリストなど各
種コースあり

カ月、
6カ月、
2年、④6カ月、
7カ月、⑤
2、
3、
4、
5、
6カ月 ※応募期間、試験
日などはお問い合わせください
（T273問①③県立広島高等技術専門校
2292、
、
②県立技術短期大学
F273-1777）
校
（T273-2201、
、④⑤広島
F273-0999）
職業能力開発促進センター（④T2450230、F245-3926）（
、 ⑤T248-1347、
F241-4734）
人口と世帯

マツダミュージアム（府中町）

も し お

藻塩作り体験（呉市）
▼藻塩作り

▲体験施設

府中町に本社を置く自動車メー
カー「マツダ」の歴史や技術を知る
ことができる施設です。クルマづく
りのプロセスや技術を紹介した「技
術展示」、実際の組立ラインである
「U 1組立ライン」などの見学がで
きます。 ※同施設の見学には予約
（T082-252-5050）が必要です
ユーワン

かまがり古代土器製塩体験施設
では、海水に海藻（ホンダワラ）を浸
して作り出す液（かん水）と土器を
使って濃縮する「古代の製塩法」が
体験できます。
古代人になった気分で作った塩
（藻塩）の味をぜひ体験してみてく
ださい。

その他 【東広島市】道の駅湖畔の里福富 【岩国市】丸太村 【柳井市】やま
ぐちフラワーランド 【安芸太田町】らぴっどカヤックスクール 【北広島
町】道の駅豊平どんぐり村 【大崎上島町】マリンパーク大崎（海釣り公園）
【熊野町】筆の里工房
[ 平成29年11月末現在]

人口1,195,574人

男 579,118人 女 616,456人

559,681世帯

