
【訓練コースと概要】
訓練内容 取得目標資格

オフィスで必須とされるパソコン技能を基礎から学び、
パソコンの知識やより訴求力のある文章作成ができる
技能の習得を目指します。また、ビジネスマナーを学
び実際に体験することによりコミュニケーション力を養
い、より実務に活かせる技能の習得を目指します。

MOS（一般レベル）、エクスパート（上級レベル）

パソコンの基本操作からＩＴ技術の基礎知識（メール・イ
ンターネットの基礎知識）・ビジネスソフト（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ
l・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）の基本操作や活用・応用方法を学
ぶ。また、企業で必要とされる職業能力開発における
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。

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

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、表計算エクセル部門各2級・3
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

HTML言語を用いたWebページの作成・更新等のWeb
制作の基本を学習するとともに、PHP・JavaScriptプロ
グラミング基礎、データベース操作法、Webアプリケー
ション作成など、Webシステム開発に従事するために
必要な実務知識、技能を習得する。

・PHP技術者認定試験初級
・HTML5プロフェッショナル認定レベル１
・基本情報技術者試験

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

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

医療・調剤・歯科事務、レセプトについて学ぶとともに、
医事コンピュータ操作技能やWord、Excelの基礎的技
能を習得する。

診療報酬請求事務能力認定試験程度

農業分野への就業に必要となる農作物の栽培技術を
習得するとともに、販売など農業経営に関する知識を
習得する。

日本農業技術検定３級
農業簿記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。

（筑豊地区）

令和4年度　委託訓練受講生募集
８月～１１月開講分
【担当校】小竹高等技術専門校・田川高等技術専門校

コース名

パソコン初級・中級連続養
成科
（田川校実施）

パソコン初級・中級連続養
成科
（小竹校実施）

介護職員実務者研修科

ビジネスWeb初級・中級連
続養成科

パソコン初級科

（一般用医薬品）登録販売
者養成科

ＯＡ簿記初級・中級連続養成
科

農業科（野菜コース）

医療事務科

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

※　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。

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。

○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。

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。

　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。）

　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。

　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。

　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。

　[※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。

（公共職業安定所）

ハローワーク飯塚 ０９４８－２４－８６０９
ハローワーク直方 ０９４９－２２－８６０９
ハローワーク田川 ０９４７－４４－８６０９

（高等技術専門校）
小竹高等技術専門校 ０９４９－６２－６４４１

田川高等技術専門校 ０９４７－４４－１６７６



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

医療事務科 20人 4ヶ月 R4.8.4 〜 R4.12.1
有限会社医療事務研究会　飯塚教室
（有限会社医療事務研究会）

飯塚市新立岩４－４　クレイン３ビル７階 13,600円 R4.6.2 〜 R4.7.1

パソコン初級・中級連続養成科 30人 6ヶ月 R4.8.4 〜 R5.1.31
株式会社福岡サービスシステム
（株式会社福岡サービスシステム）

鞍手郡鞍手町大字中山１０３１－２１ 16,588円 R4.6.2 〜 R4.7.1

ＯＡ簿記初級・中級連続養成科 30人 6ヶ月 R4.9.1 〜 R5.2.28
株式会社福岡ソフトウェアセンター
（株式会社福岡ソフトウェアセンター）

飯塚市幸袋５２６ー１ 13,000円 R4.7.1 〜 R4.8.1
託児サービス付
（託児定員５名）

農業科（野菜コース） 10人 6ヶ月 R4.9.1 〜 R5.2.28
合同会社近代農業研究会
（合同会社近代農業研究会）

飯塚市横田２５３－３ 6,050円 R4.7.1 〜 R4.8.1

介護職員実務者研修科 20人 6ヶ月 R4.10.4 ～ R5.3.31
株式会社マネージメントバンク
（株式会社マネージメントバンク）

飯塚市幸袋５２６ー１　福岡ソフトウェアセンター３階 19,360円 R4.8.1 ～ R4.8.31
託児サービス付
（託児定員２名）

ビジネスWeb初級・中級連続養成科 30人 8ヶ月 R4.10.4 ～ R5.6.1
PROGRESS　IT　SCHOOL
（有限会社PROGRESS）

鞍手郡鞍手町大字中山１０３１－２１ 20,392円 R4.8.1 ～ R4.8.31

パソコン初級科 20人 4ヶ月 R4.10.4 ～ R5.1.31
株式会社福岡ソフトウェアセンター
（株式会社福岡ソフトウェアセンター）

飯塚市幸袋５２６ー１ 7,000円 R4.8.1 ～ R4.8.31
託児サービス付
（託児定員５名）

パソコン初級科（デュアル）※３ 20人 5ヶ月 R4.11.1 〜 R5.3.31
株式会社プロサポート
（株式会社プロサポート）

直方市大字頓野９７０ 5,280円 R4.9.1 〜 R4.9.30

ＯＡ簿記初級・中級連続養成科 30人 6ヶ月 R4.11.1 〜 R5.4.28
飯塚経理専門学校
（株式会社IES）

飯塚市花瀬２４ 14,410円 R4.9.1 〜 R4.9.30

田川高等技術専門校 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

ＯＡ簿記初級・中級連続養成科 30人 6ヶ月 R4.8.3 〜 R5.1.30
有限会社EDJAPAN.COM
（有限会社EDJAPAN.COM）

田川市大字川宮９３２－１ 18,150円 R4.6.1 〜 R4.7.7

農業科（野菜コース） 10人 6ヶ月 R4.8.2 〜 R5.1.31
川崎農業技術サポートセンター
（株式会社太陽）

田川郡川崎町大字川崎２０３２ 7,500円 R4.6.1 〜 R4.7.7

パソコン初級・中級連続養成科 25人 5ヶ月 R4.9.2 〜 R5.1.30
たがわ情報センター
（株式会社クリエイティブジャパン）

田川市番田町２－１ 13,310円 R4.7.1 〜 R4.8.9

（一般用医薬品）登録販売者養成科 25人 4ヶ月 R4.9.1 〜 R4.12.26
たがわ情報センター
（株式会社クリエイティブジャパン）

田川市番田町２－１ 9,988円 R4.7.1 〜 R4.8.9

１１月 医療事務科 20人 3ヶ月 R4.11.1 〜 R5.1.31
有限会社医療事務研究会田川教室
（有限会社医療事務研究会）

田川市中央町３－６７　KOEIビル２階 11,870円 R4.9.1 〜 R4.10.11

※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。

８月

８月

９月

小竹高等技術専門校

受講期間　※１ 募集期間　※１

受講期間　※１ 募集期間　※１

９月

１０月

１１月


