
訓練内容 取得目標資格

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

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

自動車教習施設における大型自動車一種免許の学科及び
実技のほか、自動車運送業界における各種法令等の基礎
やITスキル等の習得、企業実習を組み合わせた実践的な
技能を習得する。

大型自動車一種免許

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

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

医療・調剤・介護事務について学ぶと共に、医療現場で活
躍の場が増えている医師事務作業補助者としての知識・技
能・PC操作スキルの習得を目指し、医療業界のニーズに対
応した人材を養成する。

診療報酬請求事務能力認定試験程度
医師事務作業補助者検定試験
調剤事務管理士

企業で必要な給与会計・各種社会保険などの実践的な事
務処理の仕方を学び、併せて、簿記、ワープロ・表計算、社
会人常識マナー及びコミュニケーション能力などの業務に
必要なスキルを習得する。

社会人常識マナー検定２級
電卓計算検定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

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

風力発電の基礎的知識を学ぶとともに、風車メンテナンス
に必要とされる資格の取得を目指す。

第二種電気工事士
フォークリフト運転技能講習
高所作業車運転技能講習など１５の資格

※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。

医療事務・医師事務作業補助
科

一般事務実践科

英語ビジネス科

風車メンテナンス技術者育成
コース

ＯＡ簿記初級・中級連続養成科

パソコン初級科（短時間）

大型自動車一種運転業務従事
者育成コース

パソコン初級・中級連続養成科

Webデザイナー養成科

介護職員実務者研修科

（北九州地区）

令和4年度　委託訓練受講生募集
８月～１１月開講分
【担当校】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

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

○　その他

　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。

※　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。

　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。

　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。

　　・　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。

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。

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。

　[※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。

　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。

（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

８月 OA簿記初級・中級連続養成科 25人 6ヶ月 R4.8.19 ～ R5.2.17
学校法人愛和学園九州ビジネス専門学校
（学校法人愛和学園）

北九州市小倉北区大門２丁目２－１６ 14,300円 R4.6.1 ～ R4.7.15

パソコン初級・中級連続養成科 20人 5ヶ月 R4.9.21 ～ R5.2.20
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４階 14,630円 R4.7.6 ～ R4.8.18
託児サービス付
（託児定員５名）

大型自動車一種運転業務従事者育
成コース

10人 2ヶ月 R4.9.29 ～ R4.11.9
株式会社おんが自動車学校
（株式会社おんが自動車学校）

遠賀郡遠賀町大字今古賀８１－５ 5,000円 R4.7.27 ～ R4.8.31

風車メンテナンス技術者育成コース 10人 6ヶ月 R4.9.1 ～ R5.2.28
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 39,000円 R4.5.25 ～ R4.8.15

１０月 Ｗｅｂデザイナー養成科 25人 6ヶ月 R4.10.20 ～ R5.4.19
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 16,500円 R4.7.29 ～ R4.9.12
託児サービス付
（託児定員５名）

OA簿記初級・中級連続養成科 25人 6ヶ月 R4.11.2 ～ R5.4.28
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 12,940円 R4.8.24 ～ R4.10.7

パソコン初級科（短時間）※２ 25人 3ヶ月 R4.11.15 ～ R5.2.14
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 R4.8.29 ～ R4.10.12

介護職員実務者研修科 20人 6ヶ月 R4.11.25 ～ R5.5.24
折尾研修センター
（株式会社健康サポートセンター）

北九州市八幡西区折尾４丁目３－１ 14,080円 R4.9.9 ～ R4.10.24
託児サービス付
（託児定員５名）

小倉高等技術専門校 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

医療事務・医師事務作業補助科 30人 4ヶ月 R4.9.1 〜 R4.12.26
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１階 18,000円 R4.6.24 ～ R4.8.8
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 R4.9.13 〜 R5.3.10
ビジネススクールLink　to　Link　北九州校
（有限会社Linkプロジェクト）

北九州市八幡西区黒崎3丁目８－２２　黒崎駅前グリーンビル２階 12,870円 R4.7.5 ～ R4.8.18
託児サービス付
（託児定員５名）

パソコン基礎・応用連続養成科
（パソコン初級・中級連続養成科）

30人 5ヶ月 R4.10.12 〜 R5.3.10
豊前地域職業訓練センター
（職業訓練法人豊前地区職業訓練協会）

豊前市八屋１９２６番地 9,680円 R4.8.2 ～ R4.9.15
託児サービス付
（託児定員５名）

事務実践科
（一般事務実践科）

30人 5ヶ月 R4.10.13 〜 R5.3.10
専門学校九州テクノカレッジ５号館
（学校法人友幸学園）

北九州市小倉北区堅林町１０－１ 13,805円 R4.8.2 ～ R4.9.15

１１月 英語ビジネス科 25人 4ヶ月 R4.11.2 〜 R5.2.28
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１階 18,000円 R4.8.23 ～ R4.10.6

※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。

１０月

戸畑高等技術専門校

９月

受講期間　※１ 募集期間　※１

受講期間　※１ 募集期間　※１

９月

１１月


