
利用日と利用時間

施設利用上の留意事項

利 用 日／年中無休（但し、１月１日～１月３日まで及び、

　　　 　 １２月２９日～１２月３１までの日を除く）

利用時間／午前９時から午後９時まで

施設利用申込み・お問い合わせ

施設
案内

多様な教育訓練が可能な施設です。

企業在職者や離転職者等の

新たな職業能力開発の拠点として、

また技能検定等、職業能力評価の

振興をはかる拠点として、

幅広くご利用いただいております。

事業主や一般の方向け貸し出し

研修室の機能も備えておりますので、

多くの方のご利用をお待ちしています。

用途に合わせていろいろな研修室を

多数揃えています。

研修棟

本館

体育館

駐車場／２５０台

茨城県

茨城県職業人材育成センター
交通／ＪＲ水郡線水戸駅より、電車約３分「青柳駅」下車、徒歩約６分、ＪＲ常磐線水戸駅より、
　　　バス約５分「市民プール入口」下車、徒歩約１０分、ＪＲ常磐線水戸駅より徒歩約２０分

●センターの施設及び器具の利用に当たっては自己責任において安
　全を確保してください。

●利用者への研修場所（人材育成センター）案内の際には、研修主
　催者の連絡先電話番号、担当者名などは必ず案内状に掲載し、当
　日の遅刻、欠席や諸事項の連絡などで利用者が混乱しないよう
　に配慮ください。

●各研修室への誘導案内は、センター常備の案内板を利用し印刷物
　を掲示するか、記入するか利用者が行ってください。

●机、いすなどを移動した場合は終了後、元の状態にもどしてくだ
　さい。戻す場合は机など倒れ防止のストッパーをきっちり入れ直
　してください。

●利用後は窓やドアを閉めて、照明・空調のＳＷは確実に切断してく
　ださい。

●施設内（建物）は禁煙です。喫煙は決められた場所（室外）でお願
　いします。

●施設内に持込の弁当、飲み物で生じたゴミ類はすべてお持ち帰り
　ください。アルコール類の持ち込み、危険物の持ち込みは厳禁と
　します。

茨城県職業人材育成センター管理事務所

（茨城県職業能力開発協会）

〒３１０－０００５水戸市水府町８６４－４

Tel.029-221-0203 Fax.029-232-1165

新たな職業能力開発の拠点として

職業人材育成
センター
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３Ｆ

研修棟本 館本 館館 ２

１Ｆ

２Ｆ

本本本１１
県民向けの貸し出し小・中研修室や

会議室、管理事務所があります。

４Ｆ
●中研修室（５０名）

貸し出し研修室

貸し出し研修室

貸し出し研修室

●中研修室（９０名）
●小研修室（４０名）

２Ｆ
茨城県職業能力開発協会事務所

１Ｆ

●中研修室（６０名）

●小研修室（３６名）

３Ｆ 貸し出し研修室

最大２００名まで利用できる大研修室や、

ものづくり教室などに利用できる

研修室があります。

●大研修室（200名）
●中研修室（９０名）
●小研修室（５０名）

◆茨城県立水戸産業技術専門学院

貸し出し研修室

●中研修室（ものづくり教室）
●小研修室（３０名）

３体育館
各種職業訓練の講習会やイベントなどに

ご利用ください。一般向けの貸し出しでは、

スポーツなど幅広くお使いいただけます。

●職業訓練講習会

●一般向け貸し出し等

施設内の備品等

部屋名

大研修室

中研修室

小研修室

１

５

４

200人収容 テーブル：７０脚
イス200脚

９０人収容（２室）、６０人収容（１室）
５０人収容（１室）
ものづくり実習室（１室）
（塗装、建築大工、石工、左官、和裁）

３０～５０人収容（４室）

備品等室数

茨城県人材育成センター管理事務所◆

◆
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