介護福祉士養成科訓練生募集
訓練概要
本コースは厚生労働大臣の指定を受けた養成施設(専門学校の介護福祉科等)において、離職者
などの求職者向けの介護に関する学科及び実技の訓練を行い、介護の専門職である「介護福祉士」
の資格取得(国家資格)を目指す２年間のコースです。

訓練期間
平成３１年４月から平成３３年３月までの２年間

応募資格
次のすべての条件を満たす方
①高等学校卒業(高等学校卒業程度認定試験(旧：大学入学資格検定)合格者を含む。)以上の学歴
を有する方で、ハローワークに求職申込みをしており、公共職業安定所長の受講指示、受講推
薦又は支援指示を受けられる方
②ハローワークにおける職業相談において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティン
グを受け、職業経験の棚卸し及び職業生活設計の結果、当該訓練の受講が必要と認められる方
③当該訓練コースを修了し対象資格等を取得する明確な意思を有する方
④国家資格等高い知識及び技能を習得し正社員就職を希望する方

応募書類
①入学願書(写真は、正面・上半身・脱帽で縦3.5㎝×横3㎝、６ヶ月以内に撮影したもの)
②卒業証明書(最終卒業の学校で発行されたもの)
③健康診断書(願書提出前おおむね６ヶ月以内のもの)
④高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明書の写し
※②～④については、募集締切に間に合わない場合は、選考日までに提出してください。

応募方法
入学願書は、現住所を管轄するハローワークに提出してください。(入学願書は、最寄りのハ
ローワークにあります。)なお、必ず職業相談を受けてください。

訓練実施場所・募集締切・募集定員・入学日・自己負担額・訓練担当機関
訓練の実施場所は、原則として居住地近くの専門学校等を選択願います。
詳しくは各訓練担当機関のチラシをご覧ください。
№
訓練実施場所
１ せいとく介護こども福祉専門学校
( 札幌市中央区南11条西8-2-47)

２ 大原医療福祉専門学校
３
４
５
６
７
８
９
10
11

(札幌市北区北6条西8-3-2)
札幌医学技術福祉歯科専門学校
( 札幌市中央区南5条西11-1289-5)
専門学校北海道福祉大学校
(札幌市中央区南3条西1丁目)
北海道介護福祉学校
(夕張郡栗山町湯地60)
函館臨床福祉専門学校
(函館市美原1-15-1)
旭川福祉専門学校
(上川郡東川町進化台)
旭川大学短期大学部
(旭川市永山3条23-1-9)
オホーツク社会福祉専門学校
(北見市常盤町3-16-60)
北海道福祉教育専門学校
(室蘭市母恋北町1-5-11)
帯広大谷短期大学
(河東郡音更町希望ヶ丘3-3)

裏面に 続く

募集締切
３月８日
(金)
３月８日
(金)
３月８日
(金)
３月８日
(金)
３月８日
(金)
３月８日
(金)
３月11日
(月)
３月11日
(月)
３月22日
(金)
３月12日
(火)
３月14日
(木)

募集定員
８名
８名
８名
８名
８名
１５名
５名
５名
１０名
１０名
５名

入学日
自己負担額
訓練担当機関
４月６日 約１０８，０００円 道立札幌高等技術専門学院
(土)
(札幌市東区北27条東16丁目1-1)
４月４日 約８４，８００円
同 上
(木)
４月５日 約９６，０００円
同 上
(金)
４月５日 約１２４，１００円
同 上
(金)
４月５日 約１８５，０００円
同 上
(金)
４月４日 約９９，０００円 道立函館高等技術専門学院
(木)
(函館市桔梗町435番地)
４月９日 約５８，０００円 道立旭川高等技術専門学院
(火)
( 旭川市緑が丘東3条2丁目1-1)
４月４日 約１６８，０００円
同 上
(木)
４月６日 約１２４，０００円 道立北見高等技術専門学院
(土)
(北見市末広町356番地1)
４月10日 約３４０，０００円 道立室蘭高等技術専門学院
(水)
(室蘭市東町3丁目1-11)
４月２日 約１２４，３２９円 道立帯広高等技術専門学院
(火)
(帯広市西24条北2丁目18-1)

12 帯広コア専門学校
(帯広市西11条南41-3-5)
13 釧路専門学校
(釧路市昭和中央2-7-3)

３月14日
(木)
３月13日
(水)

１０名
１０名

４月６日
(土)
４月４日
(木)

約９９，３００円
約１２４，３００円

道立帯広高等技術専門学院
(帯広市西24条北2丁目18-1)
道立釧路高等技術専門学院
(釧路市大楽毛南1丁目2-51)

合
計
１１０名
(注１)訓練期間中の授業料は無料です。ただし、教科書代、材料費、学校行事(研修旅行等)に参加する場合などは
自己負担となります。
自己負担額は２年分ですが変更となる場合があります。詳しくは専門学校等にお問い合わせください。
(注２)当訓練は、国との協議と平成31年度の道予算の成立を前提として実施するものであり、また、各専門学校等
の空き定員を活用して行われるものですので、今後定員が変動する可能性があります。

選考会場 ・選考日時・試験科目
希望される訓練実施場所ごとに選考会場が異なります。
№

訓 練 実 施 場 所

選考日
３月18日
(札幌市中央区南11条西8-2-47)
(月)
２ 大原医療福祉専門学校
同 左
３月18日
(札幌市北区北6条西8-3-2)
(月)
３ 札幌医学技術福祉歯科専門学校
同 左
３月15日
(札幌市中央区南5条西11-1289-5)
(金)
４ 専門学校北海道福祉大学校
同 左
３月19日
(札幌市中央区南3条西1丁目)
(火)
５ 北海道介護福祉学校
同 左
３月20日
(夕張郡栗山町湯地60)
(水)
６ 函館臨床福祉専門学校
道立函館高等技術専門学院
３月13日
(函館市美原1-15-1)
(函館市桔梗町435番地)
(水)
７ 旭川福祉専門学校
道立旭川高等技術専門学院
３月18日
(上川郡東川町進化台)
(旭川市緑が丘東3条2丁目1-1)
(月)
８ 旭川大学短期大学部
道立旭川高等技術専門学院
３月18日
(旭川市永山3条23-1-9)
(旭川市緑が丘東3条2丁目1-1)
(月)
９ オホーツク社会福祉専門学校
道立北見高等技術専門学院
３月26日
(北見市常盤町3-16-60)
(北見市末広町356番地1)
(火)
10 北海道福祉教育専門学校
同 左
３月20日
(室蘭市母恋北町1-5-11)
(水)
11 帯広大谷短期大学
道立帯広高等技術専門学院
３月19日
(河東郡音更町希望ヶ丘3-3)
(帯広市西24条北2丁目18番地1)
(火)
12 帯広コア専門学校
道立帯広高等技術専門学院
３月19日
(帯広市西11条南41-3-5)
(帯広市西24条北2丁目18番地1)
(火)
13 釧路専門学校
同 左
３月18日
(釧路市昭和中央2-7-3)
(月)
(注)試験の開始時間は、訓練担当機関(道立高等技術専門学院)に確認してください。
筆記用具をご持参ください。

１ せいとく介護こども福祉専門学校

選

考
同

会
左

場

試 験
面接試験

科

目

面接試験
面接試験
面接試験
面接試験
作文、面接試験
学科試験(国語､数学)、
面接試験
学科試験(国語､数学)、
面接試験
学科試験(国語、数学)、
面接試験
適性検査、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
面接試験、作文
学科試験(国語)
面接試験
学科試験(国語)
面接試験
作文、面接試験

合格発表日
合格発表は、選考日から１週間以内に選考結果通知を本人あてに郵送します。
詳しくは選考日に説明します。なお、電話でのお問い合わせにはお答えできません。

訓練内容
訓練カリキュラムは訓練実施場所(専門学校等)により若干の違いがありますが、概要は次のとお
りです。
訓練期間
訓練内容

資格取得
目
標
就 職 先

２年間(平成３１年４月～平成３３年３月)
専門学校等の介護福祉科(又は介護福祉学科)に 入校し、介護福祉士として必要な知識・
技術を習得します。
【カリキュラム例：一部抜粋】
人間関係とコミュニケーション、発達と老化の理解、介護の基本、生活支援技術、
介護総合演習、介護実習、認知症の理解、障がいの理解
介護福祉士(国家資格)
厚 生労働大臣 指定介護 福祉士養 成課程を履 修してい ただくた め、訓練 修了時に国家試験
の受験資格が付与されます。
特別養護老人ホーム、老人保健施設、デイサービスセンター、グループホーム、有料老人
ホーム、病院 等

お問い合わせ先
○応募資格、応募方法に関するお問い合わせ先：現住所管轄のハローワーク(公共職業安定所)
○募集締切、選考試験、その他不明な点に関するお問い合わせ先：下記の各高等技術専門学院
・道立札幌高等技術専門学院
：０１１－７８１－０５５９
・道立函館高等技術専門学院
：０１３８－４７－１１２１
・道立旭川高等技術専門学院
：０１６６－６５－６２２０
・道立北見高等技術専門学院
：０１５７－３３－４４３６
・道立室蘭高等技術専門学院
：０１４３－４４－７８２０
・道立帯広高等技術専門学院
：０１５５－３７－６９７５
・道立釧路高等技術専門学院
：０１５４－５７－８０１６
○詳細な訓練カリキュラム、必要経費等に関するお問い合わせ先：下記の各専門学校等
・せいとく介護こども福祉専門学校：０１１－５１２－１３２１
・大原医療福祉専門学校
：０１１－７１６－０２９４
・札幌医学技術福祉歯科専門学校 ：０１１－５１３－２１１１
・専門学校北海道福祉大学校
：０１１－２７２－６０８５
・北海道介護福祉学校
：０１２３－７２－６０６０
・函館臨床福祉専門学校
：０１３８－４３－１１７７
・旭川福祉専門学校
：０１６６－８２－３５６６
・旭川大学短期大学部
：０１６６－４８－３１２１
・オホーツク社会福祉専門学校
：０１５７－２４－１７５０
・北海道福祉教育専門学校
：０１４３－２２－７７２２
・帯広大谷短期大学
：０１５５－４２－４４４４
・帯広コア専門学校
：０１５５－４８－６０００
・釧路専門学校
：０１５４－５１－３１９５

【職業訓練受講給付金】
雇用保険を受給できない方が受講する場合に、ハローワークの支援指示を受け、一定の
要件を満たす場合、職業訓練受講給付金が支給されます。
詳しくはハローワークにお問い合わせください。
【労働者災害補償保険制度】
訓練 は安全 第一を 旨とし ますが 、職場実習 等で不慮の災害が発 生する可能性もありま す。
このため、訓練受講生の皆様には、北海道が事務を担う北海道事業主団体等委託訓練学
生組合の構成員となっていただき、労働者災害補償保険に加入していただくこととなりま
すのでご承諾ください。(加入手続きは北海道が行います。また、掛金も全額北海道が負担
します。)
なお、労働者災害補償保険の特別加入についてご承諾いただけない場合は、すみやかに
下記申出先までお申し出ください。
＜申出先＞
□ 応募先の道立高等技術専門学院
電話番号は「お問い合わせ先」に記載しています。
□ 北海道事業主団体等委託訓練学生組合
事務局 北海道経済部労働政策局人材育成課 電話 011-204-5098
【職業訓練生総合保険】
訓練受講中の事故等による負傷、設備や他人に対する損害へのは訓練受講者の負担とな
ることがありますので、訓練受講者には任意保険(職業訓練生総合保険または、その他民間
の同等の補償内容の保険)への加入が必要となります 。

