
訓練内容 取得目標資格

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

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

Webページ生成に必要なスクリプト言語PHPを学び、Webアプリケー
ションなどコンテンツの開発やサーバー構築、システム運用など、
バックエンドエンジニアが行うプログラミングの基礎技術を習得する。

・PHP技術者認定初級試験
・ウェブデザイン技能検定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

小売・流通業界の仕組みを理解するとともに、販売技術に関する専
門的な知識を習得する。

販売士２級程度

パソコンの基本操作やアプリケーションソフト、インターネット、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

パソコンの基本操作やアプリケーションソフト、インターネット、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

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、県で規定する実習カ
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

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

※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。

パソコン初級・中級連続養成科

パソコン初級科

介護職員実務者研修科

ファイナンシャルプランナー・宅地
建物取引士養成科

Ｗｅｂプログラミング初級科

医療事務科

販売ビジネス科（ＯＡビジネス科）

ＯＡ簿記初級・中級連続養成科

（北九州地区）

令和５年度　委託訓練受講生募集
４月～７月開講分
【担当校】戸畑高等技術専門校・小倉高等技術専門校

【訓練コースと概要】

コース名

Ｗｅｂデザイナー養成科

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。

　　　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。

※　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。

　[※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）。

　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。

　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。

　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。

　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。

　筆記試験及び面接により、受講者を決定いたします。

選考日時・場所

　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。

　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

（公共職業安定所）
ハローワーク八幡 ０９３－６２２－５５６６

戸畑分庁舎 ０９３－８７１－１３３１

若松出張所 ０９３－７７１－５０５５
ハローワーク小倉 ０９３－９４１－８６０９

門司出張所 ０９３－３８１－８６０９

ハローワーク行橋 ０９３０－２５－８６０９
豊前出張所 ０９７９－８２－８６０９

（高等技術専門校）
戸畑高等技術専門校 ０９３－８８２－４３０６
小倉高等技術専門校 ０９３－９６１－４００２



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

Ｗｅｂデザイナー養成科 25人 6 ヶ月 R5.4.11 ～ R5.10.10
株式会社アットワーク 小倉教室
（株式会社アットワーク）

北九州市小倉北区紺屋町１３－１　毎日西部会館９階 ２３，８７５円 R5.2.8 ～ R5.3.9
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・宅地建
物取引士養成科

20人 6 ヶ月 R5.4.14 ～ R5.10.13
日建学院 北九州校
（株式会社建築資料研究社）

北九州市小倉北区紺屋町９－１　明治安田生命小倉ビル３階 １４，３００円 R5.2.8 ～ R5.3.10
託児サービス付
（託児定員５名）

Ｗｅｂプログラミング初級科 25人 5 ヶ月 R5.4.28 ～ R5.9.27
毎日西部会館
（株式会社建築資料研究社）

北九州市小倉北区紺屋町１３－１　毎日西部会館８階 １８，７００円 R5.2.20 ～ R5.4.5
託児サービス付
（託児定員５名）

医療事務科 25人 4 ヶ月 R5.5.12 ～ R5.9.11
ダイナリィビジネス学院
（株式会社ダイナリィビジネス学院）

北九州市小倉北区中島１丁目１７－１３　ダイナリィコアビル２階 １９，５００円 R5.2.27 ～ R5.4.11
託児サービス付
（託児定員５名）

販売ビジネス科（ＯＡビジネス科） 20人 6 ヶ月 R5.5.19 ～ R5.11.17
北九州地域職業訓練センター
（職業訓練法人北九州地区職業訓練協会）

北九州市八幡東区大蔵２丁目１３－７ １８，４９０円 R5.3.1 ～ R5.4.13

６月 パソコン初級・中級連続養成科 25人 5 ヶ月 R5.6.1 ～ R5.10.31
北九州地域職業訓練センター
（職業訓練法人北九州地区職業訓練協会）

北九州市八幡東区大蔵２丁目１３－７ １４，４０９円 R5.3.20 ～ R5.5.1

小倉高等技術専門校

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

５月 パソコン初級科（短時間） ※２ 25人 3 ヶ月 R5.5.12 ～ R5.8.10
カルチャーセンター 黒崎駅前校
（有限会社カルチャーＶｉｌｌａｇｅ）

北九州市八幡西区黒崎３丁目１－３　菅原第一ビルディング５階 ６，６００円 R5.2.27 ～ R5.4.12

介護職員実務者研修科 20人 6 ヶ月 R5.6.2 ～ R5.11.30
ウェルネスジョブカレッジ
（株式会社アイコンズ）

北九州市八幡西区熊西１丁目２－５　ランデージ黒崎ビル４階 １４，０８０円 R5.3.20 ～ R5.5.9

経理事務科
（ＯＡ簿記初級・中級連続養成科）

30人 6 ヶ月 R5.6.6 ～ R5.11.30
株式会社日税サービス西日本 小倉校
（株式会社日税サービス西日本）

北九州市小倉北区香春口２丁目５－１３　エル・ビー・イービル １４，９３８円 R5.3.20 ～ R5.5.9
託児サービス付
（託児定員５名）

７月 パソコン初級・中級連続養成科 30人 5 ヶ月 R5.7.21 ～ R5.12.20
株式会社アットワーク 黒崎駅前教室
（株式会社アットワーク）

北九州市八幡西区黒崎３丁目９－２２　RISOビル７階 １２，３２０円 R5.5.15 ～ R5.6.27
託児サービス付
（託児定員５名）

※１　「受講期間」、「自己負担額」、「募集期間」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です。詳細は募集チラシをご確認ください。

６月

福岡県戸畑高等技術専門校

受講期間　※１ 募集期間　※１

受講期間　※１ 募集期間　※１

４月

５月


