
【訓練コースと概要】

訓練内容 資格取得目標

造園一般（石組、植栽、剪定、養生、消毒）及び果樹園
等についての知識・技能を習得する。

造園技能士２・３級

医療・調剤・介護事務について学ぶとともに、医事コン
ピュータ操作技能や簿記経理の知識を習得する。

診療報酬請求事務能力認定試験程度

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（Ｃ
Ｓ）技能評価試験２級程度

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

幅広い利用者に対する基本的な介護提供能力の習得
に加え、介護過程及び医療的ケアに関する知識及び
技能を習得する。また、介護現場での適正等を図るた
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。

介護職員実務者研修

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級コンピュータサービス技能評
価試験におけるワープロ部門、エクセル部門各
2級・3級

一般医薬品登録販売者の資格取得に必要な知識を
学び、資格取得を目指します。また、あらゆる職場に
対応できる対応力やＰＣスキルを習得する。

登録販売者、販売士

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
日商簿記３級

医療・調剤・介護事務について学ぶとともに、医事コン
ピュータ操作技能や簿記経理の知識を習得する。

診療報酬請求事務能力認定試験程度

「Zoomミーティング」「Chatwork（チャットワーク）」
「MicrosoftTeams」等の導入・設定及び運用に関する
知識技能の習得ならびにPowerPoint、にExcelの応用
操作技術（web会議等へのプレゼン技法を含む）を習
得する。学科・実技のリモート訓練（同時双方型訓練）
を実施（３０～４８０Ｈ程度）。※リモート訓練に必要な
自宅等のインターネット環境及び機器は訓練生が用
意し、通信費等は訓練生が負担する。なお、用意でき
ない場合は、実施施設にて実施施設の機器を使用し
てリモート訓練を受ける。

ワード、エクセル等のコンピュータサービス（Ｃ
Ｓ）技能評価試験２級程度

Webを使用して、観光及び観光物産開発等観光に関
するマーケティングの技術を習得する。

ＣＳ検定（ワープロ部門３級・表計算部門３級）
ホテル実務技能検定試験

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

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

英語を主体として学びながら、ビジネスパソコンソフト
の操作技能等についても習得する。

ＴＯＥＩＣ６００程度ワード、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

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

※資格取得目標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。

ＯＡ簿記初級科（短時間）

ファイナンシャルプランナー
科

医療事務科（短時間）

パソコン中級科（リモート会
議等習得コース）

英語ビジネス科

パソコン初級科（短時間）

CADオペレーター科（デュア
ル）

（福岡地区）

令和4年度　委託訓練受講生募集
８月～１１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

造園・園芸科

Web情報技術科

パソコン初級・中級連続養成
科

医療事務科（デュアル）

介護職員実務者研修科

ＯＡ簿記初級・中級連続養
成科

（一般用医薬品）登録販売
者養成科

観光マーケティング科

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

　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。

　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。

　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。

　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。

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。

※　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。

○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・職業能力開発課へお問い合わせください。

　　・　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。

　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。）

　[※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。

選考日時・場所

　筆記試験及び面接により、受講者を決定いたします。

　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。

（公共職業安定所） （高等技術専門校）
ハローワーク福岡東 ０９２－６７２－８６０９ 福岡高等技術専門校 ０９２－６８１－０２６１
ハローワーク福岡南 ０９２－５１３－８６０９

ハローワーク福岡西 ０９２－８８１－８６０９ 福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課
ハローワーク福岡中央 ０９２－７１２－８６０９ ０９２－６４３－３６０４



令和４年度訓練コース一覧（８月～１１月分）

福岡県

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

庭園管理科
（造園・園芸科）

20人 6 ヶ月 R4.8.2 ～ R5.1.31
福岡人材開発センター
（一般社団法人日本造園組合連合会福岡県支部）

福岡市東区千早５丁目３－１ 13,100円 R4.6.1 ～ R4.6.30

医療事務科（デュアル）※３ 25人 4 ヶ月 R4.8.2 ～ R4.11.30
株式会社ビジネスサポート天神校
（株式会社ビジネスサポート）

福岡市中央区天神３丁目４ー７　天神旭ビル７階 5,390円 R4.6.1 ～ R4.6.30

パソコン初級・中級養成科
（パソコン初級・中級連続養成科）

25人 5 ヶ月 R4.8.2 ～ R4.12.28
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 12,783円 R4.6.1 ～ R4.6.30

Ｗｅｂ情報技術科 25人 5 ヶ月 R4.8.2 ～ R4.12.28
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ー８　天神重松ビル６階 27,000円 R4.6.1 ～ R4.6.30
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 R4.9.2 〜 R5.2.28
ウィズインターンスクール
（株式会社ウィズグループ）

福岡市中央区薬院３丁目３－５　オフィスニューガイアLAPIS薬院４階 14,080円 R4.7.1 ～ R4.7.29
託児サービス付
（託児定員３名）

OAビジネス科
（ＯＡ簿記初級・中級連続養成科）

30人 6 ヶ月 R4.9.2 〜 R5.2.28
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ー１０　紙与天神ビル２階 18,000円 R4.7.1 ～ R4.7.29
託児サービス付
（託児定員５名）

登録販売者養成科
（（一般用医薬品）登録販売者養成
科）

30人 3 ヶ月 R4.9.2 〜 R4.11.30
ミレ・ジョブカレッジ清川教室
（株式会社ミレ・クリエーション）

福岡市中央区清川２丁目９－２　タイセイビル４階 9,570円 R4.7.1 ～ R4.7.29
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 R4.10.4 〜 R5.3.31
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ー３０　淀ビル３階 12,760円 R4.8.1 ～ R4.8.31

ファイナンシャルプランナー科 25人 4 ヶ月 R4.10.4 〜 R5.1.31
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 9,240円 R4.8.1 ～ R4.8.31

医療事務科（短時間）※２ 25人 3 ヶ月 R4.10.4 〜 R4.12.28
株式会社ニチイ学館福岡校
（株式会社ニチイ学館）

福岡市中央区天神２丁目１４ー１３　天神三井ビル６階 16,000円 R4.8.1 ～ R4.8.31

パソコン中級科（リモート会議等習得
コース）

25人 6 ヶ月 R4.10.4 〜 R5.3.31
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 20,438円 R4.8.1 ～ R4.8.31
託児サービス付
（託児定員５名）

観光マーケティング科 25人 4 ヶ月 R4.11.1 〜 R5.2.28
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ー８　天神重松ビル６階 19,000円 R4.9.1 ～ R4.9.30
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 R4.11.1 〜 R5.4.28
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 R4.9.1 ～ R4.9.30
託児サービス付
（託児定員５名）

パソコン簿記科（短時間）※２
（OA簿記初級科（短時間））

30人 4 ヶ月 R4.11.1 〜 R5.2.28
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２０３号 6,160円 R4.9.1 ～ R4.9.30

CADオペレーター科（デュアル）※３ 20人 4 ヶ月 R4.11.1 〜 R5.2.28
ダイ・キャリア
（株式会社大設計）

福岡市博多区中呉服町２ー２　ポラリスビル５階 14,000円 R4.9.1 ～ R4.9.30

職業能力開発課（共管分） 福岡県

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

９月
パソコン初級・中級連続養成科（短時
間・託児付）※２

25人 6ヶ月 R4.9.2 〜 R5.2.28
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 12,500円 R4.7.1 ～ R4.7.29
託児サービス付

（託児定員２５名）

１１月 パソコン初級科（短時間）※２ 25人 3 ヶ月 R4.11.1 〜 R5.1.31
株式会社アットワーク博多駅前第２教室
（株式会社アットワーク）

福岡市博多区博多駅前１丁目１１－２７　峰ビル３階 6,050円 R4.9.1 ～ R4.9.30

※１　「受講期間」、「募集期間」、「自己負担額」は予定であり、変更に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　「短時間」とは通常より1日の訓練時間が短い訓練となります。詳細は募集チラシをご確認ください。
※３　「デュアル」とは企業実習付の訓練です。

受講期間　※１

１１月

８月

募集期間　※１

福岡高等技術専門校（単独分）

受講期間　※１

９月

募集期間　※１

１０月


