
募集期間 2019年4月18日(木)～5月17日(金)

定 員 20名(応募者が少ないときは、訓練を中止する場合があります。)

訓練期間 2019201920192019年年年年6666月月月月6666日日日日((((木木木木))))～～～～11111111月月月月5555日日日日((((火火火火))))

※土・日・祝日・夏期休暇（8月13日～15日）を除く

訓練時間 午前9：00 ～ 午後3時40分（６時限）

取得資格 介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験（※受験は必須）

受 講 料 無料

受講条件 介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格を有する求職者介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格を有する求職者介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格を有する求職者介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格を有する求職者

但し、教材費10,044円（税込）及び介護支援専門員実務研修受講試験受験料9,800円（受験は必須）

は自己負担です。

★★★★発展コース（５か月コース） 2019年6月開講 県立新潟テクノスクール

６月開講コース 受講生募集

ケアマネージャー

新潟県が実施する公共職業訓練

目 的：新たな知識や技能を習得することで、希望する職種への就職の可能性を高めるため。

対象者：ハローワークで求職登録し、早期の再就職を目指す方。

注）入校するには公共職業安定所長の受講あっせんが必要です。

(受講者の決定は裏面をご覧ください)

ひとり親世帯枠（２名）

母子家庭の母親、父子家庭の父親に該当される方は、

ハローワークの相談窓口にお申し出ください。ただし、

優先枠は合格を確約するものではありません。

有限会社 日本メルツ

〒951－8063  新潟市中央区古町通４番町640番地八千代ビル２階

電話電話電話電話：：：：０１２０－８１０－５９７（フリーダイヤル）０１２０－８１０－５９７（フリーダイヤル）０１２０－８１０－５９７（フリーダイヤル）０１２０－８１０－５９７（フリーダイヤル）

バス停「本町通五番町」より徒歩３分 ・ バス停「古町」より徒歩６分

徒歩３分で有料駐車場あり(１日500円）【ツインパーク西堀駐車場】

車種によっては駐車場の利用ができない場合があります。

ハローワーク新潟新潟新潟新潟

ハローワーク新津新津新津新津

ハローワーク巻巻巻巻

ハローワーク新発田新発田新発田新発田

■ 目的・対象者 ■ 入校優先枠

■ 訓練実施場所

■ 訓練説明会

・雇用保険受給者は、失業給付を受けながら受講できる場合があります。

・雇用保険を受けられない方で公共職業安定所長の受講あっせんを受け、かつ、年収や世帯収入、世帯資産等が

一定要件に該当する場合、「訓練受講給付金」が支給されます。

・いずれの場合もハローワークの窓口にお尋ねください。

年間でケアマネージャー養成科は今だけ！

まずはお気軽に説明会にご参加ください！

10:00～11:00  ： 4/23 (火) ・ 5/7 (火) ・5/ 14 (火)

13:30～15:00  ： 5/8 (水)   

13:30～15:00  ： 4/22 (月)

9:00～11:00  ： 4/26 (金)

養成科
介護支援専門員実務研修受講試験に合格するための受験対策を通し、福祉・医療現場への再就職を介護支援専門員実務研修受講試験に合格するための受験対策を通し、福祉・医療現場への再就職を介護支援専門員実務研修受講試験に合格するための受験対策を通し、福祉・医療現場への再就職を介護支援専門員実務研修受講試験に合格するための受験対策を通し、福祉・医療現場への再就職を

目指します。目指します。目指します。目指します。基礎基礎基礎基礎から応用へ徹底した教科から応用へ徹底した教科から応用へ徹底した教科から応用へ徹底した教科指導・実務指導で、就職指導・実務指導で、就職指導・実務指導で、就職指導・実務指導で、就職までまでまでまで支援いたします！支援いたします！支援いたします！支援いたします！

2017201720172017年度年度年度年度 介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験

合格率合格率合格率合格率 93.393.393.393.3％％％％

((((全国全国全国全国平均合格率平均合格率平均合格率平均合格率21.521.521.521.5％％％％))))

【介護支援専門員実務研修受講試験 受験資格】

１．法定資格保有者法定資格保有者法定資格保有者法定資格保有者

下記資格の登録日又は免許交付日以降、当該資格に基づく直接的な対人援助業務に従事した期間

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、

介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む）、精神保健福祉士

２．生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員 （地域密着型）介護老人福祉施設・（地域密着型）特定施設入居者生活介護（介護予防含む）

３．支援相談員支援相談員支援相談員支援相談員 介護老人保健施設

４．相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員 障害者総合支援法第５条第16項及び児童福祉法第６条の２第７項に規定する事業

５．主任相談支援員主任相談支援員主任相談支援員主任相談支援員 生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する事業

通算して５年以上通算して５年以上通算して５年以上通算して５年以上

かつかつかつかつ900900900900日以上日以上日以上日以上

受験資格の問合せ先

介護支援専門員実務研
修受講試験等実施本部

Tel 025-281-5526

そ の 他

延長募集延長募集延長募集延長募集

5月月月月21日日日日（火）（火）（火）（火）



①託児サービス利用が必要な理由（次のいずれにも該当すること）

１）０歳児から２歳児の児童の保護者であって職業訓練を受講することによって当該児童を保育することができない。

２）同居の親族その他の者が当該児童を保育することができない。

②託児サービス提供先 ： 古町わくわくちびっこ園 【新潟市中央区本町通７番町1146’ＭＹ’Ｓ本町ビル２階 025－211－2882】

③入校申し込みの際に、「託児サービス利用申込書」を

ハローワークへご提出ください。後日調整のうえ託児サービス

利用者を決定します。

施設の定員が満員の場合、利用できないことがあります。

■ 訓練カリキュラム（予定）

募集期間 2019年4月18日（木）～ 5月17日（金）

応募書類 ①入校申込書入校申込書入校申込書入校申込書 ハローワークにあります。撮影６ヶ月以内の顔写真

(35mm×45mm以内)を貼付してください。

②返信用封筒返信用封筒返信用封筒返信用封筒（合否結果通知用）

長３型(120mm×235mm)の表面に郵便番号、住所及び氏名を記入し、

８２円切手を貼付したもの。

提 出 先 募集期間内に居住地を管轄するハローワークへ

公共職業訓練では、次の３つの指導を総合的

に行い、求職者の就職を支援します。

①教科指導 職業に必要な専門的な知識・

技術の習得

②生活指導 職業人に相応しい生活態度の涵養

③職業指導 就職・キャリア形成に係る助言

以下の点を総合的に判断し、受講者を決定します。

職業相談における訓練受講の必要性（希望職種との適合性、経験・知識・資格等）、就職活動状況、職業訓練受講歴、

新潟テクノスクールが行う選考試験結果を総合的に判断し決定します。なお、選考試験は、下記のとおりです。

日時 2019年5月23日（木） 午前10：45～（受付開始午前10：30）

会場 新潟県立新潟テクノスクール（新潟市中央区鐙西1－11－2）

事前の案内はいたしませんので、直接上記選考会場にお集まりください。事前の案内はいたしませんので、直接上記選考会場にお集まりください。事前の案内はいたしませんので、直接上記選考会場にお集まりください。事前の案内はいたしませんので、直接上記選考会場にお集まりください。

内容 筆記試験30分（中学校卒業程度の国語・数学）

所持品 筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル）

※結果の通知は、
選考試験実施の
おおむね10日以内に
発送します。

■ 応募手続 ■ 職業訓練の３本柱

■ 受講者の決定

お問い合わせは…

内容については、コース説明会に参加いただくことをおすすめします。

新潟県立新潟テクノスクール新潟県立新潟テクノスクール新潟県立新潟テクノスクール新潟県立新潟テクノスクール 開発援助課開発援助課開発援助課開発援助課 ((((電話：電話：電話：電話：025025025025----247247247247----7361736173617361))))

〒〒〒〒９５０－０９１５９５０－０９１５９５０－０９１５９５０－０９１５ 新潟市中央区鐙西１－１１－２新潟市中央区鐙西１－１１－２新潟市中央区鐙西１－１１－２新潟市中央区鐙西１－１１－２

利用時間 朝８：３０～夕方１６：１０

託児可能人数 ２人 （３歳未満児の受入人数 ２人）

障がい児など

要介助児の受入

不可

保護者負担額 なし

その他

・完全給食（離乳食は時期に合わせた提供）

・駐車場なし ・送迎なし （送迎用駐車場あり）

保護者

持参内容

（毎日登降園時に確認して補充して下さい）

・着替え…２組位（上着、シャツ、ズボン、靴下等）

・食事用エプロン…毎日２枚持参（ビニール素材のもの）

・オムツ…１袋（オムツの後ろ側に１枚ずつ大きく記名ください）

・おむつ交換時に敷くタオル…毎日１枚持参（フェイスタオル）

・お尻拭きウェットティッシュ

・持ち手付きポリ袋 大５～６枚

・ポリ袋 （25cm×30cm）1箱

・手さげ袋…連絡ノートや汚れ物・お昼寝用具などを入れて持ち帰ります。

・コップ（１歳以上）…お茶を飲んだり、うがい時に使います。

・コップ袋（１歳以上）…コップが入る大きさ。

・手拭きタオル（１歳以上）…紐付き

・汚れ物入れ用布袋…汚れた物を入れて持ち帰ります

■ 託児サービス

ハローワーク新潟（美咲庁舎）で申込書を受け付けることはできません。

新潟の場合は、ときめきしごと館（新潟市中央区弁天2-2-18新潟KSビル内 tel.025-240-4510）に提出してください。 ※※※※無料駐車場はございません無料駐車場はございません無料駐車場はございません無料駐車場はございません

科 目 （項目） 名 時間 内 容

※

入校式 1入校式を行う。

修了式 1修了式を行う。

職業安定所訪問（就職活動日） 3公共職業安定所を訪問し、就職活動を行う。

小計① 5 ※ 訓練時間に含めない項目

普

通

学

科

入校に際して 2入校時に必要なオリエンテーションを行う。

修了に際して 2訓練の振り返り及び今後のフォロー体制についての説明を行う。

就職指導 24ジョブカードを活用し、自己分析を行う。

訓練時間 小計② 28

専

門

学

科

介護保険法の基礎 125試験だけでなくケアマネージャーとして求められる介護保険法の知識を養う。

介護支援の応用 50問題演習を中心に、試験に対応できる応用力を養う。

保健医療の基礎 72試験だけでなくケアマネージャーとして求められる医療の知識を養う。

保健医療の応用 42問題演習を中心に、試験に対応できる応用力を養う。

福祉サービスの基礎 36試験だけでなくケアマネージャーとして求められる福祉の知識を養う。

福祉サービスの応用 20問題演習を中心に、試験に対応できる応用力を養う。

模擬試験 18初級・中級・上級の３段階の模擬試験を実施する。各段階における自身のレベルと弱点を知る。

最終重要ポイントチェック 14最終重要ポイントをチェックし、総復習を行う。

訓練時間 小計③ 377

専

門

実

技

パソコン技術 21ケアマネージャーに求められるパソコンの知識を基礎から学ぶ。

福祉・医療の仕事発表会 6自身が携わってきた福祉・医療の仕事を振り返り、経験を発表することで、職業理解を深める。

ケアプラン作成演習 54グループでケアプラン作成の一連の流れを行う。接遇面での注意点を学ぶ機会となる。

生活指導 25自分にとっての仕事の意味を考え、人生をどのように描くか自分自身と向き合う。

ケアコミュニケーション 13介護・医療現場におけるコミュニケーション技術を学び、円滑な人間関係形成を可能とする。

グループ学習 24知識の習得レベルに応じたグループに分かれ、苦手克服やレベルアップを図る。

弱点克服個別学習 41徹底した個別指導を行うことにより、苦手分野を克服し、合格する力を養成する。

訓練時間 小計④ 184

総訓練時間 589

延長募集延長募集延長募集延長募集

5月月月月21日日日日（火）（火）（火）（火）


