
【訓練コースと概要】

訓練内容 取得目標資格 ※

パソコンの基本操作からアプリケーションソフト、インターネットやメールの活
用に必要な知識と操作の学習を通して、ビジネス実務に活かせる技能を習
得する。

ワード、エクセル等のコンピュータサービス
（ＣＳ）技能評価試験３級程度

ビジネス実務に活かせる簿記、経理の基礎知識やビジネスパソコンソフトの
基本操作技能を習得する。

日商簿記３級

高齢者や障がい（児）者等の介護を必要とする利用者に対する基本的な介
護提供能力の習得に加え、医療的ケアに関する知識及び技能を習得する。
また、介護現場での適正な業務の遂行のため、職業能力開発課で規定する
実習カリキュラムを必須カリキュラムに付加した訓練を実施する。

介護福祉士実務者研修

ファイナンシャルプランニング及び金融経済知識、経理財務知識に加え、ビ
ジネスパソコンソフトの操作技能や簿記経理の知識を習得する。

ファイナンシャルプランニング技能士２級・
３級
日商簿記３級

ＨＴＭＬ等を用いたＷｅｂページ及びPHPなどプログラミングにより作成したＣ
ＧＩをＷｅｂサーバーにアップロードして、ネットショップ等を構築することにより
プログラミング技術を習得する。

ＷＥＢクリエイター能力認定試験エキス
パート
ＰＨＰ技術者認定試験初級

インテリア商品と販売及びインテリア計画と技術の基礎知識を学び、住空間
のトータルコーディネート能力を習得する。

インテリアコーディネーター
カラーコーディネーター

ビジネス実務に活かせる簿記、経理の知識やビジネスパソコンソフトの操作
技能を習得する。

日商簿記２級・３級
ワード、エクセル等のコンピュータサービス
（ＣＳ）技能評価試験２級・３級

Ｊｗ＿ＣＡＤやＡｕｔｏＣＡＤの基本操作から実務レベルまでの操作技術を習得
する。

ＣＡＤトレース技能審査初級、ＣＡＤ利用技
術者１級・２級

ＨＴＭＬ等を用いたＷｅｂページ及びＰｅｒｌ言語などプログラミングにより作成し
たＣＧＩをＷｅｂサーバーにアップロードして、ネットショップ等を構築することに
よりプログラミング技術を習得する。

ＷＥＢデザイン技能検定２級程度

ビジネス実務に活かせる簿記会計の知識について学ぶとともに、パソコンの
基本操作から、メール・インターネット等のＩＴ知識、Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅl・ＰｏｗｅｒＰｏｉ
ｎｔの操作技能を習得する。さらに、企業で必要とされるビジネスマナー・コ
ミュニケーション能力の向上等実践的な技能を習得する。

日商簿記２級
ワード、エクセル等のコンピュータサービス
（ＣＳ）技能評価試験２級程度
PowerＰｏｉｎｔプレゼンテーション技能検定
試験（サーティファイ）初級程度

パソコンの基本操作からアプリケーションソフト、インターネットやメールの活
用に必要な知識と操作の学習を通して、ビジネス実務に活かせる技能を習
得する。

ワード、エクセル等のコンピュータサービス
（ＣＳ）技能評価試験３級程度

パソコンの基本操作からアプリケーションソフト、インターネットやメールの活
用に必要な知識と操作等の学習から開始し、最終的には実際のビジネス実
務に活かせる難易度の高いパソコン知識や技能を習得する。

ワード、エクセル等のコンピュータサービス
（ＣＳ）技能評価試験２級程度

労働安全衛生法に定める技能講習及び特別教育、安全衛生教育に係る知
識及び技能を習得する。

労働安全衛生法に定める技能講習及び特
別教育　各種

宅建業法、民法等不動産の取引に必要な知識を習得する。 宅地建物取引士

資産運用に関する金融商品の基本的な知識を身につけるとともに、不動産
関連企業のほか金融・保険・証券業などの企業において営業及び事務がで
きるよう不動産取引に関する知識を習得する。

宅地建物取引士
ファイナンシャルプランニング技能士２・３
級

※ 取得目標資格は各訓練により異なることがありますので、詳細は各訓練の募集チラシをご覧ください。

宅地建物取引士養成科

ＯＡ簿記実践科

パソコン初級科

パソコン初級・中級連続養成科

ファイナンシャルプランナー・宅地建
物取引士養成科

Ｗｅｂプログラミング科

インテリアコーディネーター科

ＯＡ簿記初級・中級連続養成科

Ｗｅｂデザイナー養成科

ＣＡＤオペレーター科

作業・機械免許習得科

（福岡地区）

令和５年度　委託訓練受講生募集
４月～７月開講分
【担当校・部署】福岡高等技術専門校・職業能力開発課

コース名

パソコン初級科（リモート訓練付）

ＯＡ簿記初級科

介護職員実務者研修科

ファイナンシャルプランナー科

福岡県

応募資格

応募方法

募集期間

選考方法

受講期間

訓練場所

受講経費

○　注意事項

○　その他

　　　受講申込が少ない場合、訓練実施を中止する場合があります。

　各訓練の選考日時・場所につきましては、各訓練の募集チラシ[※２] をご参照ください。

　[※１・２] 「受講申込書（入校願書）」及び「募集チラシ」は、募集期間中、公共職業安定所の窓口に備えています。

　各訓練の訓練期間につきましては、裏面の訓練コース一覧をご参照ください（原則、土・日・祝日は休講です）。

選考日時・場所

　　　詳しくは公共職業安定所または訓練を担当する高等技術専門校へお問い合わせください。

　主な応募資格は、公共職業安定所長から受講あっせんをうけることができ、訓練を受けて関連職種へ就職を希望される方です。
　なお、各訓練によって応募資格の内容が変わることがありますので、詳細は各訓練の募集チラシをご覧ください。

　募集期間内に、居住地管轄の公共職業安定所の職業相談窓口でご相談の上、受講申込書(入校願書) [※１] を提出してください。
　なお、詳細につきましては、各訓練の募集チラシをご覧ください。

　筆記試験及び面接により、受講者を決定いたします。

※　個人情報の取り扱いについて、応募書類にて知り得た個人情報は選考以外の目的には使用いたしません。

　各訓練の訓練場所につきましては、裏面の訓練コース一覧をご参照ください。

　受講料は無料です。
　ただし、テキスト代等は各自負担となります（金額は裏面の訓練コース一覧をご参照ください）。
　なお、訓練実施場所への交通費、昼食代等も各自負担になります。

資格取得目標

　各訓練の資格取得目標につきましては、この用紙の 【訓練コースと概要】 をご参照ください。

　各訓練の募集期間につきましては、裏面の訓練コース一覧をご参照ください。

（公共職業安定所）
ハローワーク福岡東 ０９２－６７２－８６０９
ハローワーク福岡南 ０９２－５１３－８６０９

ハローワーク福岡西 ０９２－８８１－８６０９

ハローワーク福岡中央 ０９２－７１２－８６０９

（高等技術専門校）
福岡高等技術専門校 ０９２－６８１－０２６１
福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課
０９２－６４３－３６０４



令和５年度訓練コース一覧（４月～７月分）

開始月 訓練コース名 定員 訓練期間
訓練実施施設

（訓練実施事業者）
訓練実施施設所在地 自己負担額　※１ 備　　考

パソコン初級科（リモート訓練付） 25人 3 ヶ月 R5.4.7 ～ R5.7.6
株式会社クロスアビリティズ
（株式会社クロスアビリティズ）

福岡市中央区天神２丁目１４－３８　伊藤ビル３階 ７，９００円 R5.2.8 ～ R5.3.3
託児サービス付
（託児定員５名）

パソコン簿記科
（ＯＡ簿記初級科）

30人 4 ヶ月 R5.4.7 ～ R5.8.4
キャリアアップスクール
（株式会社ハーモニー）

福岡市中央区大名２丁目９－３０　淀ビル３階 １０，２３０円 R5.2.8 ～ R5.3.3

介護職員実務者研修科 25人 6 ヶ月 R5.4.7 ～ R5.10.6
ミレ・ジョブカレッジ 博多駅前校
（株式会社ミレ・クリエーション）

福岡市博多区博多駅東２丁目５－２８　博多偕成ビル８階 １６，７２０円 R5.2.8 ～ R5.3.3
託児サービス付
（託児定員５名）

ファイナンシャルプランナー科 25人 4 ヶ月 R5.5.9 ～ R5.9.8
福岡人材開発センター
（職業訓練法人福岡地区職業訓練協会）

福岡市東区千早５丁目３－１　福岡人材開発センター３階 ９，４６０円 R5.3.1 ～ R5.4.10

Ｗｅｂプログラミング科 25人 5 ヶ月 R5.5.9 ～ R5.10.6
ヒューリスアカデミー 福岡校
（株式会社ヒューリスアカデミー）

福岡市中央区天神３丁目４－８　天神重松ビル６階 ２７，０００円 R5.3.1 ～ R5.4.10
託児サービス付
（託児定員２名）

インテリアコーディネーター科 25人 6 ヶ月 R5.5.9 ～ R5.11.8
福岡人材開発センター
（一般社団法人福岡県技能士会連合会）

福岡市東区千早５丁目３－１　福岡人材開発センター４階及び５階 ２７，０００円 R5.3.1 ～ R5.4.10

ＯＡビジネス科
（ＯＡ簿記初級・中級連続養成科）

30人 6 ヶ月 R5.5.9 ～ R5.11.8
日税サービス西日本 博多校
（株式会社日税サービス西日本）

福岡市博多区博多駅南１丁目１３－２１　九州北部税理士会館新館１階 １４，９３８円 R5.3.1 ～ R5.4.10
託児サービス付
（託児定員５名）

ＣＡＤオペレーター科（デュアル） ※２ 20人 4 ヶ月 R5.6.1 ～ R5.9.29
ダイ・キャリア
（株式会社大設計）

福岡市博多区中呉服町２－２　ポラリスビル４階第１教室 １４，０００円 R5.4.3 ～ R5.5.8

Ｗｅｂデザイナー養成科 25人 5 ヶ月 R5.6.1 ～ R5.10.31
ヒューリスアカデミー 福岡校
（株式会社ヒューリスアカデミー）

福岡市中央区天神３丁目４－８　天神重松ビル６階 ２７，５００円 R5.4.3 ～ R5.5.8
託児サービス付
（託児定員２名）

ＯＡ簿記実践科 25人 8 ヶ月 R5.6.1 ～ R6.1.31
西日本新聞パソコン教室 天神校
（アイズプロ株式会社）

福岡市中央区渡辺通４丁目１０－１０　紙与天神ビル２階 ２５，０００円 R5.4.3 ～ R5.5.8
託児サービス付
（託児定員５名）

パソコン初級科（短時間） ※３ 25人 3 ヶ月 R5.7.4 ～ R5.9.29
福岡事務サポート 天神校
（株式会社福岡事務サポート）

福岡市中央区天神３丁目１５－２４　三天第一ビル２０２－B号 ５，２８０円 R5.5.1 ～ R5.5.31
託児サービス付
（託児定員５名）

Ｗｅｂプログラミング科 25人 5 ヶ月 R5.7.4 ～ R5.11.30
コンピュータ教育社
（株式会社コンピュータ教育社）

福岡市博多区博多駅東１丁目１－３３　はかた近代ビル３階 １５，０００円 R5.5.1 ～ R5.5.31
託児サービス付
（託児定員３名）

介護職員実務者研修科 25人 6 ヶ月 R5.7.4 ～ R5.12.28
福祉研究カレッジ
（株式会社介護家族）

福岡市中央区清川１丁目３－１　グッドタイムホーム南天神３階 １４，５００円 R5.5.1 ～ R5.5.31
託児サービス付
（託児定員５名）

ＯＡビジネス科
（ＯＡ簿記初級・中級連続養成科）

30人 6 ヶ月 R5.7.4 ～ R5.12.28
日税サービス西日本 博多校
（株式会社日税サービス西日本）

福岡市博多区博多駅南１丁目１３－２１　九州北部税理士会館新館２階 １４，９３８円 R5.5.1 ～ R5.5.31
託児サービス付
（託児定員５名）

職業能力開発課（共管分）

開始月 訓練コース名 定員 訓練期間
訓練実施施設

（訓練実施事業者）
訓練実施施設所在地 自己負担額　※１ 備　　考

４月
パソコン初級・中級連続養成科（短時
間・託児付） ※３

25人 6 ヶ月 R5.4.7 ～ R5.10.6
株式会社アットワーク 博多駅前教室
（株式会社アットワーク）

福岡市博多区博多駅東１丁目１－３３　はかた近代ビル２階 １０，７８０円 R5.2.8 ～ R5.3.3
託児サービス付
（託児定員25名）

パソコン初級・中級連続養成科（短時
間・託児付） ※３

25人 6 ヶ月 R5.6.1 ～ R5.11.30
株式会社クロスアビリティズ
（株式会社クロスアビリティズ）

福岡市中央区天神２丁目１４－３８　伊藤ビル２階 １２，５００円 R5.4.3 ～ R5.5.8
託児サービス付
（託児定員25名）

介護職員実務者研修科 20人 6 ヶ月 R5.6.1 ～ R5.11.30
福祉研究カレッジ
（株式会社介護家族）

福岡市中央区清川１丁目３－１　グッドタイムホーム南天神３階 １４，５００円 R5.4.3 ～ R5.5.8
託児サービス付
（託児定員５名）

作業・機械免許習得科 15人 3 ヶ月 R5.7.4 ～ R5.9.29
一般社団法人福岡経営者労働福祉協会
（一般社団法人福岡経営者労働福祉協会）

福岡市南区塩原４丁目１３－１０ ２１，１４０円 R5.5.1 ～ R5.5.31

宅地建物取引士養成科(eラーニング) 5人 4 ヶ月 R5.7.4 ～ R5.10.31
日建学院 天神校
（株式会社建築資料研究社）

福岡市中央区天神２丁目１３－７　福岡平和ビル５階 ６，０００円 R5.5.1 ～ R5.5.31

ファイナンシャルプランナー・宅地建
物取引士養成科

25人 5 ヶ月 R5.7.4 ～ R5.11.30
日建学院 天神校
（株式会社建築資料研究社）

福岡市中央区天神２丁目１３－７　福岡平和ビル５階 １３，０００円 R5.5.1 ～ R5.5.31

※１　「受講期間」、「自己負担額」、「募集期間」は予定であり、変更となることがあります。詳細は各訓練の募集チラシをご確認ください。
※２　「デュアル」とは企業実習付きの訓練です。損害賠償責任に対する民間保険への加入義務があります。
※３　「短時間」とは通常より1日の訓練時間が短い訓練です。詳細は募集チラシをご確認ください。

福岡県福岡高等技術専門校（単独分）

受講期間　※１ 募集期間　※１

４月

５月

６月

７月

６月

７月

受講期間　※１ 募集期間　※１


