
【訓練コースと概要】

訓練内容 取得目標資格 ※

介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知
識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身
につけ、基本的な介護業務を行う技能を習得する。

介護職員初任者研修

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

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

ＣＡＤソフトの基本操作・作図などを学び、実務レベル
の操作技術を習得する。また、併せて３次元ＣＡＤソフ
トの操作技術を学び、３Ｄプリンタの操作技術を習得
する。

２次元ＣＡＤ利用技術者２級
３次元ＣＡＤ利用技術者試験２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

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

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

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

※ 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。

８月～１１月開講分
【担当校】久留米高等技術専門校・大牟田高等技術専門校

コース名

介護職員初任者研修科

パソコン初級科

（筑後地区）

令和4年度　委託訓練受講生募集

パソコン初級・中級連続養
成科

ファイナンシャルプラン
ナー科

ＯＡ簿記初級・中級連続養
成科

医療事務科

３次元CAD科

パソコン初級科（短時間）

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

○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。

　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。

※　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。

　　・　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。）

　筆記試験及び面接により、受講者を決定いたします。

　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

　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。

選考日時・場所

　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。

（公共職業安定所）
ハローワーク久留米 ０９４２－３５－８６０９

大川出張所 ０９４４－８６－８６０９
ハローワーク大牟田 ０９４４－５３－１５５１

ハローワーク八女 ０９４３－２３－６１８８
ハローワーク朝倉 ０９４６－２２－８６０９

（高等技術専門校）

久留米高等技術専門校 ０９４２－３２－８７９５
大牟田高等技術専門校 ０９４４－５４－０３２０



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

介護職員初任者研修科１期 20人 3ヶ月 R4.8.2 ～ R4.10.31
株式会社クローバーサポート
（株式会社クローバーサポート）

久留米市天神町８　リベール３階 14,080円 R4.5.24 ～ R4.6.30

ＯＡ簿記初級・中級連続養成科２期 25人 6ヶ月 R4.8.2 ～ R5.1.31
ビジネススクールLink　to　Link久留米校
（有限会社Linkプロジェクト）

久留米市津福本町１６０８－３　大橋ビル２階
（１０月から移転　久留米市津福本町１６１８ー３）

12,870円 R4.5.24 ～ R4.6.30
託児サービス付
（託児定員５名）

医療事務科（デュアル）２期　※３ 25人 4ヶ月 R4.8.3 ～ R4.11.30
株式会社医療事務研究会久留米校
（株式会社医療事務研究会）

久留米市東和町６－９　フジホーム久留米ビル６階 5,390円 R4.5.24 ～ R4.6.30

医療事務科３期 25人 3ヶ月 R4.9.1 ～ R4.11.30
西日本新聞パソコン教室　久留米校
（アイズプロ株式会社）

久留米市東町３１－３４　毎日文化会館４階 18,000円 R4.6.17 ～ R4.7.27

３次元CAD科 20人 5ヶ月 R4.9.2 ～ R5.1.31
パソコンスクールPCワークス
（福島産業株式会社）

筑後市長崎４２４ 23,322円 R4.6.17 ～ R4.7.27

パソコン初級科(短時間)２期 25人 3ヶ月 R4.9.1 ～ R4.11.30
日建学院久留米校
（株式会社建築資料研究社）

久留米市東和町６－９　フジホーム久留米ビル３階 8,000円 R4.6.17 ～ R4.7.27

ＯＡ簿記初級・中級連続養成科３期 25人 6ヶ月 R4.10.4 ～ R5.3.31
株式会社パソコンタイム
（株式会社パソコンタイム）

朝倉市三奈木２１８５－１ 12,705円 R4.7.21 ～ R4.8.30

パソコン初級・中級連続養成科３期 25人 5ヶ月 R4.10.4 ～ R5.2.28
パソコンスクールPCワークス
（福島産業株式会社）

筑後市長崎４２４ 15,400円 R4.7.21 ～ R4.8.30

ファイナンシャルプランナー科 25人 4ヶ月 R4.10.5 ～ R5.1.31
日建学院久留米校
（株式会社建築資料研究社）

久留米市東和町６－９　フジホーム久留米ビル３階 9,000円 R4.7.21 ～ R4.8.30

１１月 パソコン初級科３期 25人 3ヶ月 R4.11.2 ～ R5.1.31
久留米地域職業訓練センター
（職業訓練法人久留米地区職業訓練協
会）

久留米市東合川５丁目９－１０ 5,720円 R4.8.19 ～ R4.9.28

大牟田高等技術専門校 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

８月
経理事務科③
（ＯＡ簿記初級・中級連続養成科）

30人 6ヶ月 R4.8.3 〜 R5.1.30
ビジネススクールLink　to　Link　大牟田校
（有限会社Linkプロジェクト）

大牟田市有明町２丁目１－１１ 12,870円 R4.5.25 ～ R4.7.6

９月 パソコン初級・中級連続養成科② 20人 5ヶ月 R4.9.6 〜 R5.1.31
サンビジネススクール　大牟田校
（サンビジネス株式会社）

大牟田市柿園町１丁目１－３　柿園ビル 11,758円 R4.6.24 ～ R4.8.9

１１月
経理事務科④
（ＯＡ簿記初級・中級連続養成科）

30人 6ヶ月 R4.11.1 〜 R5.4.26
サンビジネススクール　大牟田校第２教室
（サンビジネス株式会社）

大牟田市柿園町１丁目１－５　大牟田食販内 12,226円 R4.8.23 ～ R4.10.5

※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」とは通常より一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。

受講期間　※１ 募集期間　※１

久留米高等技術専門校

受講期間　※１ 募集期間　※１

１０月

９月

８月


