
授業料は無料です。
訓練に必要な器具は貸与します。また、
雇用保険受給資格があり、公共職業安
定所長から入校指示を受けた方は、雇
用保険が訓練期間中支給される場合も
あります。
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市営バス（JR鹿児島本線 折尾駅から）

折尾駅　70番「二島駅」「小倉」行き
 「原牟田」バス停下車　徒歩約 2分

折尾駅　65番「学研都市」行き
 「原牟田」バス停下車　徒歩約 2分
※70・65番とも「学園大通り」からでも乗車できます。

タクシー（JR鹿児島本線 折尾駅から）
2,000 円程度　約 15分

自家用車
北九州都市高速道路「黒崎 IC」から「折尾・中間」
方面出口に行き、「都市高速黒崎入口」交差点
を右折後、約９Km 直進し「大鳥居西」交差点
で右折して約 700m

2022FY06@12000

入校を考えている皆
様へ

企業の皆様へ

寮 棟 寮 室

食 堂浴 場

通校が困難な方には校内に寮設備
があります。
一定の要件を満たす方は寮を利用できます。

インターンシップの機会を。
訓練期間中に企業等で就業体験を行うことは、職業
に関する理解を深める上で大変有意義なことです。
訓練生の技能習得意欲の向上及び就職活動の一助と
なるインターンシップ制度について、ご理解とご協力
をお願いします。

本校では、障がいのある訓練生が就職するために必要な知識や技能の
習得に励んでいます。

その他、本校では障がい者の多様なニーズに対応した委託訓練も実施しております。
詳細は本校の委託訓練の担当までお問い合わせ下さい。

サポートも充実 !!
精神保健福祉士・保健師の資格を持った
職員や生活指導員など様々な職員が、
訓練や就職または健康面に関することな
どのサポートを行います。

応募手続や入校の時期、募集日程などについては「ホームページ」または
「募集要項」をご確認下さい。詳しくは最寄りのハローワークの障がい者
窓口、または当校までお気軽にお問い合わせください。

採用ご担当者様へ、障がい者の雇用に関することや、インターンシップに関することなど、本校まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

見学やオープンキャンパスも実施しています。
施設見学は毎週木曜日（事前予約制）14:00からです。お気軽にお問い合わせください。

［インターンシップの概要］
期間　２週間以内

（土日祝日をのぞく、概ね 8：30～16：00）

負担　実習期間中の賃金、通勤手当等の支給は不要
その他、実施に際しては事前打ち合わせを実施します。また、
万が一の事故に備え、訓練生は「職業訓練生総合保険」等
に加入しています。

ア ク セ ス

福岡県の職業訓練
募集要項のページへ

本校のPR動画
Youtubeへ

MAP

急 が ば 学 べ急 が ば 学 べ

授業料無料！

じょぶまる。
福岡県の職業訓練広報室長

施設見学は
毎週木曜日（事前予約制）
14:00からです。

お気軽にお問い合わせください。

3D-CAD科

プログラム設計科

商業デザイン科

OA事務科

流通ビジネス科

流通ビジネス科
音声パソコンコース

総合実務科

職域開発科

■訓練科目■

ホームページもご覧ください。 福岡県の職業訓練 検索

TEL.093-741-5431   FAX.093-741-1340

あますみ〒808ｰ0122
福岡県北九州市若松区大字蜑住1728ｰ1

福岡障害者
職業能力開発校



訓練科目の
ご案内
高校卒業程度又はこれと同等の学力が必要な科目 義務教育修了又はこれと同等の学力が必要な科目

〈各訓練科目の応募要件〉

3D-CAD科・プログラム設計科・商業デザイン科・
OA事務科
身体障がい、精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、
難病などのある方（手帳の有無を問いません）。

総合実務科
知的障がいのある方で支援者（保護者含む）
がいる方（支援者の協力が必要なため）。
入寮生は、生活・就業訓練のため休校日前
日から帰省できる方。

職域開発科
精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい
のある方（手帳の有無を問いません）。
毎日の通校も訓練と位置づけております。
そのため入寮はできません。

流通ビジネス科
身体障がい、精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病
などのある方（手帳の有無を問いません）。
流通ビジネス科 音声パソコンコース
視覚障がいのある方（手帳の有無を問いません）。

3D-CAD科
機械設計・製図に必要な知識・技能について

訓練を行います。

〈1年訓練／定員20名〉

主な取得可能資格
機械製図技能士、機械検査技能士、
２次元CAD利用技術者試験、３次元CAD利用技術者試験

３次元ＣＡＤ実習風景

商業デザイン科　
印刷物制作に必要な知識・技能について

訓練を行います。

〈1年訓練／定員20名〉

主な取得可能資格
技能士補、色彩検定、Illustrator 検定、Photoshop 検定、
グラフィックデザイン検定

色彩構成実習風景

OA事務科
事務職として必要な
基本的知識・技能について訓練を行います。

〈1年訓練／定員20名〉

主な取得可能資格
技能士補、簿記検定、表計算（ＥＸＣＥＬ）検定、ワープロ検定
電卓計算検定、計算実務検定

簿記訓練風景

プログラム設計科
IT業界に必要な専門知識・技能について

訓練を行います。

〈2年訓練／定員20名〉

主な取得可能資格
技能士補、基本情報技術者（午前問題免除講座修了試験も含む。）
各種プログラミング検定

開発した携帯用アプリ実機転送風景

流通ビジネス科
商品の流通や販売・事務に関する

知識・技能について訓練を行います。

〈1年訓練／定員25名〉

主な取得可能資格
販売士検定、簿記検定、ワープロ検定、表計算（ＥＸＣＥＬ）検定、
計算実務検定

販売士訓練風景

総合実務科
就職可能な職種の幅を広げる

訓練を行います。

〈1年訓練／定員15名〉

知的障がいのある方を対象とした科目です。 精神障がい・発達障がい・高次脳機能障がいのある方を対象とした科目です。

商品陳列作業風景

職域開発科
個々の障がい特性や適性に合わせた訓練を行い

自分に合った就労形態や職種を見つけます。

〈6ヵ月訓練／定員10名〉

製造基礎実習風景（電気部品組立）

音声パソコンコース
スクリーンリーダーを利用した

パソコン操作の訓練を行います。

〈1年訓練／定員5名〉

主な取得可能資格
日商PC検定文書作成3級、日商PC検定データ活用3級

音声パソコン操作実習風景

視覚障がいのある方を対象とした科目です。

設計に必要な規格や製図の関連知識について学びま
す。また、２次元・３次元CADの操作方法をマスターし、
３Dデータから３Dプリンターでの試作やプレゼンテー
ション資料の作成ができるように指導を行います。

商業印刷物作成時に必要なデザイン、色彩表現、印刷から
製本までの商業印刷全般の基礎知識とDTP（パソコン
による編集作業）を主体とした技能が習得できるように
指導を行います。

事務職の基本となる簿記会計やビジネスマナー、電卓計算等
を学ぶと同時に、ワード・エクセルなどのアプリケーションソフト
を中心としたパソコン操作についても、基礎から応用まで、
幅広い事務能力が習得できるように指導を行います。

プログラマ・ＳＥを目指し、１年次には情報処理技術者試験に
向けてIT・プログラミングの基礎知識が習得できるよう指導を
行います。２年次には就職に向けて実践的な技術を学び、
即戦力となる技能の習得ができるように指導を行います。

商品の流通やサービスの提供、物流ネットワークに関する
知識とそれに伴うパソコンの基礎やワード、エクセルの技
能の習得、簿記、電卓等幅広く学び適性にあった就職の
機会拡大が図れるように指導を行います。

小売店での商品のパックや袋詰め、清掃、物流、製造、
事務補助などの訓練を通して、就職可能な職種の幅を広
げる指導を行います。また、職業人として必要なビジネス
マナーや体育などの指導を行います。

安定した就労生活を送るために必要な生活リズムの安定を
図る社会生活訓練とオフィスワーク、物流、販売、製造、清
掃の基礎訓練で作業評価や適性を把握し、実践訓練・職
場体験を通して自己の適性に応じた知識・技能が習得でき
るように指導を行います。

ワード・エクセル・インターネット検索など仕事をする上で必要な
IT知識・技能をスクリーンリーダーを活用して操作できるよう
指導し、就職をめざします。また、福祉機器操作、点字、テープ
起こしなど、幅広い職種に対応できるよう指導を行います。

流通ビジネス科

令和 5年度より「機械 CAD科」は「3D-CAD 科」へ
訓練科の愛称を変更しました。

じょぶまる。福岡県の職業訓練広報室長

急 が ば 学 べ急 が ば 学 べ
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