
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★・応用コース 

三条 実施 

新潟県が実施する公共職業訓練です 

令和 3 年度 新潟県立 
三条テクノスクール委託訓練 

〔通学〕〔定員 10 名〕〔9 月開講〕〔6 ヶ月〕 

対象者：ハローワークで求職登録をし、早期の再就職を目指す方。 
                ハローワークで受講指示、受講推薦または支援指示が必要です。 

募集期間 7 月 20 日(火)～8 月 19 日(木) 

選 考 日 8 月 26 日(木) 〔選考会場：三条テクノスクール〕 

訓練期間 9 月 9 日(木)～3 月 8 日(火) 

訓練時間 9:30 ～ 16:10 

目標資格 介護福祉士実務者研修 修了 

受 講 料 無料 
※ただし、テキスト代 14,080 円と職業訓練総合保険料 4,800 円が必要です。 
※欠席等で補講が生じると、1 時間につき 1,000 円の補講料が必要となります。 

【介護福祉士実務者研修とは？】 

○実務者研修の修了は国家資格｢介護福祉士｣の受験

要件となっていて、3 年間の実務経験を積むことで、

国家資格にチャレンジできます。 

○カリキュラムに演習や施設実習を組み込んでいる

ので、より実践的な内容となっていますが、現場で

活躍している介護職員が基礎から丁寧に指導しま

すので、未経験の方でも安心して受講できます。 

○就職後に職場で実地研修を行うことで、喀痰吸引

などの医療的ケアも実施可能になります。 

【説明会実施中です！】 

訓練会場である｢つばめ福祉会 法人本部｣で説明

会を行っています。募集期間の毎週水曜日 14:00 から

行いますので、前日までに電話連絡の上、会場へお越

しください(ご都合が合わない方は、他の曜日・時間

でも個別に対応いたしますので、下記の教育研修室

までお電話ください)。介護の仕事や資格について、

訓練の内容について、何でもご相談ください。 

【研修会場】 
つばめ福祉会  ●燕市体育館 
 法人本部 
       ●             燕三条駅 
          ●           ●        至 新潟市 
   ファミリーマート様                   
                               至 三条市 
 
                   国道 8 号線 
             ヤマダ電機様 
               ● 
       至 長岡市 

〇訓練会場、訓練内容・資格等に関するお問い合わせ先 
 

社会福祉法人つばめ福祉会 
法人本部 教育研修室 

燕市大曲 2486 番地【無料駐車場完備】 
 
T E L 0256-61-6363(担当：吉沢、樋口、斎藤) 
法人 HP http://www.tsubame-fukushi.jp/ 
Twit te r https://twitter.com/tsubame_fukushi 
FB ページ https://www.facebook.com/tsubamefukushikai  
研修 HP http://www.tsubame-fukushi.jp/training/ 

 

〔職業訓練の 3 本柱〕 

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) 

②生活指導(職業人にふさわしい生活態度) 

③職業指導(就職・キャリア形成) 

このコースでは｢ひとり親優先枠｣｢未就職卒業者優先

枠｣｢新型コロナウイルス感染症の影響による離職者優先

枠｣を設けています。該当する方は、その旨をハローワー

ク窓口に伝えてお申し込みください。なお、優先枠は入

校を保障するものではありません。 

※施設実習期間中は変動があります。 
※訓練時間終了後、5 分程度の清掃のご協力をお願いします。 
 

※土・日・祝、冬期休暇(12 月 29 日～1 月 3 日)を除く 

※訓練を受講する際は、感染症対策にご協力いただきます。 

訓練コース番号 5-03-15-127-05-0221 



 

【令和 3 年度 募集要項】 
 
〔定  員〕 ・10 名(最少実施人数 6 名) 

〔特  典〕 ・雇用保険受給資格者…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…一定の要件を満たせば、職業訓練受給給付金の支給や求職者支援資金

の融資を受けることができます。 

       ※詳しくはハローワークの窓口までお問い合わせください。 

〔募集期間〕 ・受付期間 7 月 20 日(火)～8 月 19 日(木) 

       ・応募書類 ①入校申込書：ハローワークにあります。 

                    (顔写真貼付：6 ヶ月以内に撮影したもの 4.5 ㎜×3.5 ㎜) 

             ②返信用封筒：長形 3 号の封筒(120 ㎜×235 ㎜)に 140 円切手を貼り、入校申込者の郵便

番号、住所、氏名を記入してください。 

       ・受付場所 居住地を管轄するハローワーク 

〔入校選考〕 ※事前に案内を出しませんので、日時・場所を間違えないようにしてください。 

       ・期  日 8 月 26 日(木) 

       ・場  所 三条テクノスクール 

       ・受付時間 9:30～9:45 

       ・選考内容 学科試験(国語・数学を含む一般常識で 20 分間) 

             面接試験 10 分程度(受験者多数の場合、午後までかかることもあります) 

       ・所 持 品 筆記用具(鉛筆、消しゴム、黒ボールペン) 

       ※選考日当日、体温を測ってきてください。受付で体調を確認します。 

〔合格発表〕 ・期  日 9 月 2 日(木) 

       ※結果を返信用封筒により発送します。電話での照会には応じられません。 

       ※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、テクノスクールが行う選考試験結果 

〔そ の 他〕 ・職業訓練生総合保険に加入していただきます。(保険料 4,800 円) 

       ・入校の際、本人確認のために運転免許証等のコピーを提出していただきます。 

〔訓練内容〕 

科目(項目)名 時間 内容 

入校式・修了式・職業安定所訪問 5   

普
通
学
科 

就職指導 20 履歴書・職務経歴書の書き方、個別面接指導 など 

オリエンテーション 3 開講・修了オリエンテーション 

施設見学 12 法人施設・事業所、法人外施設・事業所の見学 

一般科目 22 高齢者疑似体験、レクリエーション体験学習、介護職員の基本的マナー など 

専
門
学
科 

人間の尊厳と自立 7 人間の多面的な理解と尊厳、自立・自律の支援 など 

社会の理解ⅠⅡ 36 介護保険制度の基礎的理解、社会保障制度 など 

介護の基本ⅠⅡ 31 介護福祉士の制度、介護実践における連携 など 

コミュニケーション技術 21 介護におけるコミュニケーション など 

生活支援技術ⅠⅡ 21 生活支援と ICF、居住環境の整備と福祉用具の活用 など 

介護過程ⅠⅡ 46 介護過程の意義と目的、介護過程の展開 など 

こころとからだのしくみⅠⅡ 80 人間の心理、人体の構造と機能 など 

発達と老化の理解ⅠⅡ 36 こころの変化と日常生活への影響、人間の成長・発達 など 

認知症の理解ⅠⅡ 31 認知症ケアの理念と視点、医学的側面からみた認知症の理解 など 

障害の理解Ⅰ 31 障害者福祉の理念、医学的側面からみた障害の理解 など 

医療的ケア 60 安全な療養生活、清潔保持と感染予防 など 

専
門
実
技 

生活支援技術ⅠⅡ 51 介護技術の基本 など 

介護過程Ⅲ 45 利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開 

医療的ケア(演習) 15 喀痰吸引、経管栄養 など 

施設実習 90 特別養護老人ホーム：5 日間、デイサービスセンター：5 日間、GH・小規模多機能：5 日間 

施設実習 オリエンテーション 9 施設実習事前オリエンテーション、施設実習事後オリエンテーション 

実技演習 36  

総訓練時間 合計 708  

※訓練期間中にキャリアコンサルティングを実施し、ジョブカードを作成します。 

〔お問い合わせ先〕      新潟県立三条テクノスクール 能力開発支援課 

               〒955-0024 三条市柳沢 353 番地 2 

               TEL 0256-38-3464  または最寄りのハローワークへ 


