
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集概要

訓練概要

対 象

選考方法

受講料等

一関

介護サービス

○介護職員初任者研修課程修了

○

 募集概要
一次募集
二次募集

※一次募集の応募状況によっては、二次募集を実施しない場合があります。

 訓練概要

場所：
時間：
※原則として土日・祝日は休みです。
※

 象 者

○公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行っている方
○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
○
○訓練終了後

 選考方法
会場：
時間：
内容：適性検査（四則計算［整数・小数・分数］、漢字の読み書き）、面接

受講料等
受講料は無料（公費負担）

一関地区  

介護サービス

介護職員初任者研修課程修了

区分
一次募集
二次募集

※一次募集の応募状況によっては、二次募集を実施しない場合があります。
場所：一関高等職業訓練校
時間：９時から
※原則として土日・祝日は休みです。
※訓練の科目によっては上記の時間と異なる日があります。
○公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行っている方
○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
○原則として受講申込時までにジョブ・カードが交付されている方
○訓練終了後
会場：一関高等職業訓練校
時間：１０
内容：適性検査（四則計算［整数・小数・分数］、漢字の読み書き）、面接
受講料は無料（公費負担）

  ハロートレーニング

介護サービス

介護職員初任者研修課程修了

１4 人

※一次募集の応募状況によっては、二次募集を実施しない場合があります。
一関高等職業訓練校

時から１６
※原則として土日・祝日は休みです。

訓練の科目によっては上記の時間と異なる日があります。
○公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行っている方
○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

原則として受講申込時までにジョブ・カードが交付されている方
○訓練終了後３か月以内に再就職する強い意志のある方

一関高等職業訓練校
１０時開始（受付時間：

内容：適性検査（四則計算［整数・小数・分数］、漢字の読み書き）、面接
受講料は無料（公費負担）

ハロートレーニング

介護サービス

介護職員初任者研修課程修了

人

※一次募集の応募状況によっては、二次募集を実施しない場合があります。
一関高等職業訓練校（

１６時まで（昼休み：
※原則として土日・祝日は休みです。

訓練の科目によっては上記の時間と異なる日があります。
○公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行っている方
○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

原則として受講申込時までにジョブ・カードが交付されている方
か月以内に再就職する強い意志のある方

一関高等職業訓練校 
時開始（受付時間：

内容：適性検査（四則計算［整数・小数・分数］、漢字の読み書き）、面接
受講料は無料（公費負担） 

ハロートレーニング

介護サービス

介護職員初任者研修課程修了 

募集期間

※一次募集の応募状況によっては、二次募集を実施しない場合があります。
（一関市舞川字西平８－２

時まで（昼休み：
※原則として土日・祝日は休みです。

訓練の科目によっては上記の時間と異なる日があります。
○公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行っている方
○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

原則として受講申込時までにジョブ・カードが交付されている方
か月以内に再就職する強い意志のある方

 
時開始（受付時間：９時３

内容：適性検査（四則計算［整数・小数・分数］、漢字の読み書き）、面接
 

 

介護サービス

募集期間

※一次募集の応募状況によっては、二次募集を実施しない場合があります。
一関市舞川字西平８－２

時まで（昼休み：１２時から
※原則として土日・祝日は休みです。 

訓練の科目によっては上記の時間と異なる日があります。
○公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行っている方
○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

原則として受講申込時までにジョブ・カードが交付されている方
か月以内に再就職する強い意志のある方

３０分から
内容：適性検査（四則計算［整数・小数・分数］、漢字の読み書き）、面接

（

介護サービス
火 ～

※一次募集の応募状況によっては、二次募集を実施しない場合があります。
一関市舞川字西平８－２

時から１３

訓練の科目によっては上記の時間と異なる日があります。
○公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行っている方
○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

原則として受講申込時までにジョブ・カードが交付されている方
か月以内に再就職する強い意志のある方

から９時５０
内容：適性検査（四則計算［整数・小数・分数］、漢字の読み書き）、面接

（公共職業訓練

介護サービス
～

※一次募集の応募状況によっては、二次募集を実施しない場合があります。
一関市舞川字西平８－２） 

１３時まで）

訓練の科目によっては上記の時間と異なる日があります。
○公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行っている方
○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

原則として受講申込時までにジョブ・カードが交付されている方
か月以内に再就職する強い意志のある方

５０分まで
内容：適性検査（四則計算［整数・小数・分数］、漢字の読み書き）、面接

職業訓練）

介護サービス科

選考日

※一次募集の応募状況によっては、二次募集を実施しない場合があります。

時まで） 

○公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行っている方 
○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

原則として受講申込時までにジョブ・カードが交付されている方

まで） 
内容：適性検査（四則計算［整数・小数・分数］、漢字の読み書き）、面接

）  岩手県

科

平成 29 年度の訓練
情報はこちらから

選考日

※一次募集の応募状況によっては、二次募集を実施しない場合があります。

○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 

内容：適性検査（四則計算［整数・小数・分数］、漢字の読み書き）、面接

 岩手県

科 
 水

 

年度の訓練 
情報はこちらから！ 



■訓練内容

学 

科 

訓練導入講習
介護サービス概論
ＯＡ概論

キャリアデザイン概論

安全衛生概論

修了評価
時間計

実 

技 

介護サービス実習

上級救命講習

ＯＡ実習

文書作成実習

表計算データ処理実習

企業実習
時間計

時間計
※１ 介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規

定する介護員初任者研修課程カリキュラム
※２ 訓練内容は変更されることがあります。
■留意事項
○選考会の面接は、申込順に実施するた

め、待ち時間が生じる場合があります。
○やむを得ない事情により選考会を欠席及

び遅刻する場合は、事前にご連絡くださ
い。なお、無断で欠席又は遅刻した場合
は、選考対象外となる場合があります。

○選考結果は選考日より
あて郵送します。

○この訓練は、応募状況等により実施されない場合があります。
■問合せ先

岩手県立産業技術短期大学校水沢校
または最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

 訓練内容
科目

訓練導入講習
介護サービス概論
ＯＡ概論 

キャリアデザイン概論

安全衛生概論

修了評価 
時間計
介護サービス実習

上級救命講習

ＯＡ実習 

文書作成実習

表計算データ処理実習

企業実習 
 時間計

 時間計
介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規
定する介護員初任者研修課程カリキュラム
訓練内容は変更されることがあります。

 留意事項
○選考会の面接は、申込順に実施するた

め、待ち時間が生じる場合があります。
○やむを得ない事情により選考会を欠席及

び遅刻する場合は、事前にご連絡くださ
い。なお、無断で欠席又は遅刻した場合
は、選考対象外となる場合があります。
選考結果は選考日より
あて郵送します。
この訓練は、応募状況等により実施されない場合があります。

 問合せ先
岩手県立産業技術短期大学校水沢校
または最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

 科目
訓練導入講習 
介護サービス概論 

 

キャリアデザイン概論

安全衛生概論 

 

介護サービス実習 

上級救命講習 

 

文書作成実習 

表計算データ処理実習

 

介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規
定する介護員初任者研修課程カリキュラム
訓練内容は変更されることがあります。

○選考会の面接は、申込順に実施するた
め、待ち時間が生じる場合があります。

○やむを得ない事情により選考会を欠席及
び遅刻する場合は、事前にご連絡くださ
い。なお、無断で欠席又は遅刻した場合
は、選考対象外となる場合があります。
選考結果は選考日より
あて郵送します。 
この訓練は、応募状況等により実施されない場合があります。

岩手県立産業技術短期大学校水沢校
または最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

介護系職種の雇用条件・求められる人材像に関する知識、事業所訪問、ビジネスマナー
 （※１）

コンピュータの仕組み、インターネットの仕組み、セキュリティに関する知識

キャリアデザイン概論 
オリエンテーション、キャリアコンサルティング、職業倫理、職場のコミュニケーショ
ン、応募書類、面接対策、職業・生活設計
労働災害の概要、介護系職種における安全衛生対策、メンタルヘルス対策、職場の安全
衛生、ＶＤＴ作業者の衛生管理
介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験（試験概要説明、試験対策含）

 （※
心配蘇生法（成人・小児・乳児・新生児）、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の
手当、搬送法
文字入力、タッチタイピング、データ管理、電子メールの活用
入力操作、書式設定、表の作成、図形や画像等による文書の装飾、各種ビジネス文書の
作成

表計算データ処理実習 表の作成、並べ替え、データ抽出、関数、グラフ作成、帳票作成
プレゼンテーションとは、スライドの作成、特殊効果
職場における実践的な実務対応

介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規
定する介護員初任者研修課程カリキュラム
訓練内容は変更されることがあります。

○選考会の面接は、申込順に実施するた
め、待ち時間が生じる場合があります。

○やむを得ない事情により選考会を欠席及
び遅刻する場合は、事前にご連絡くださ
い。なお、無断で欠席又は遅刻した場合
は、選考対象外となる場合があります。
選考結果は選考日より数日以内に申込者

この訓練は、応募状況等により実施されない場合があります。

岩手県立産業技術短期大学校水沢校
または最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

介護系職種の雇用条件・求められる人材像に関する知識、事業所訪問、ビジネスマナー
（※１） 
コンピュータの仕組み、インターネットの仕組み、セキュリティに関する知識
オリエンテーション、キャリアコンサルティング、職業倫理、職場のコミュニケーショ
ン、応募書類、面接対策、職業・生活設計
労働災害の概要、介護系職種における安全衛生対策、メンタルヘルス対策、職場の安全
衛生、ＶＤＴ作業者の衛生管理
介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験（試験概要説明、試験対策含）

（※１） 
心配蘇生法（成人・小児・乳児・新生児）、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の
手当、搬送法 
文字入力、タッチタイピング、データ管理、電子メールの活用
入力操作、書式設定、表の作成、図形や画像等による文書の装飾、各種ビジネス文書の
作成 
表の作成、並べ替え、データ抽出、関数、グラフ作成、帳票作成
プレゼンテーションとは、スライドの作成、特殊効果
職場における実践的な実務対応

介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規
定する介護員初任者研修課程カリキュラム
訓練内容は変更されることがあります。

○選考会の面接は、申込順に実施するた 
め、待ち時間が生じる場合があります。

○やむを得ない事情により選考会を欠席及
び遅刻する場合は、事前にご連絡くださ
い。なお、無断で欠席又は遅刻した場合
は、選考対象外となる場合があります。

以内に申込者

この訓練は、応募状況等により実施されない場合があります。

岩手県立産業技術短期大学校水沢校（奥州市水沢区佐倉河字東広町
または最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

介護系職種の雇用条件・求められる人材像に関する知識、事業所訪問、ビジネスマナー

コンピュータの仕組み、インターネットの仕組み、セキュリティに関する知識
オリエンテーション、キャリアコンサルティング、職業倫理、職場のコミュニケーショ
ン、応募書類、面接対策、職業・生活設計
労働災害の概要、介護系職種における安全衛生対策、メンタルヘルス対策、職場の安全
衛生、ＶＤＴ作業者の衛生管理
介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験（試験概要説明、試験対策含）

心配蘇生法（成人・小児・乳児・新生児）、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の

文字入力、タッチタイピング、データ管理、電子メールの活用
入力操作、書式設定、表の作成、図形や画像等による文書の装飾、各種ビジネス文書の

表の作成、並べ替え、データ抽出、関数、グラフ作成、帳票作成
プレゼンテーションとは、スライドの作成、特殊効果
職場における実践的な実務対応

介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規
定する介護員初任者研修課程カリキュラム 
訓練内容は変更されることがあります。 

 
め、待ち時間が生じる場合があります。 

○やむを得ない事情により選考会を欠席及 
び遅刻する場合は、事前にご連絡くださ 
い。なお、無断で欠席又は遅刻した場合 
は、選考対象外となる場合があります。 

以内に申込者 

この訓練は、応募状況等により実施されない場合があります。

（奥州市水沢区佐倉河字東広町
または最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）

内容
介護系職種の雇用条件・求められる人材像に関する知識、事業所訪問、ビジネスマナー

コンピュータの仕組み、インターネットの仕組み、セキュリティに関する知識
オリエンテーション、キャリアコンサルティング、職業倫理、職場のコミュニケーショ
ン、応募書類、面接対策、職業・生活設計 
労働災害の概要、介護系職種における安全衛生対策、メンタルヘルス対策、職場の安全
衛生、ＶＤＴ作業者の衛生管理 
介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験（試験概要説明、試験対策含）

心配蘇生法（成人・小児・乳児・新生児）、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の

文字入力、タッチタイピング、データ管理、電子メールの活用
入力操作、書式設定、表の作成、図形や画像等による文書の装飾、各種ビジネス文書の

表の作成、並べ替え、データ抽出、関数、グラフ作成、帳票作成
プレゼンテーションとは、スライドの作成、特殊効果
職場における実践的な実務対応 

介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規
 

この訓練は、応募状況等により実施されない場合があります。
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内容
介護系職種の雇用条件・求められる人材像に関する知識、事業所訪問、ビジネスマナー

コンピュータの仕組み、インターネットの仕組み、セキュリティに関する知識
オリエンテーション、キャリアコンサルティング、職業倫理、職場のコミュニケーショ

労働災害の概要、介護系職種における安全衛生対策、メンタルヘルス対策、職場の安全

介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験（試験概要説明、試験対策含）

心配蘇生法（成人・小児・乳児・新生児）、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の

文字入力、タッチタイピング、データ管理、電子メールの活用
入力操作、書式設定、表の作成、図形や画像等による文書の装飾、各種ビジネス文書の

表の作成、並べ替え、データ抽出、関数、グラフ作成、帳票作成
プレゼンテーションとは、スライドの作成、特殊効果 

介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規

この訓練は、応募状況等により実施されない場合があります。 

（奥州市水沢区佐倉河字東広町 66-

介護系職種の雇用条件・求められる人材像に関する知識、事業所訪問、ビジネスマナー

コンピュータの仕組み、インターネットの仕組み、セキュリティに関する知識
オリエンテーション、キャリアコンサルティング、職業倫理、職場のコミュニケーショ

労働災害の概要、介護系職種における安全衛生対策、メンタルヘルス対策、職場の安全

介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験（試験概要説明、試験対策含）

心配蘇生法（成人・小児・乳児・新生児）、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の

文字入力、タッチタイピング、データ管理、電子メールの活用 
入力操作、書式設定、表の作成、図形や画像等による文書の装飾、各種ビジネス文書の

表の作成、並べ替え、データ抽出、関数、グラフ作成、帳票作成 

介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規

-2 ☎0197-

介護系職種の雇用条件・求められる人材像に関する知識、事業所訪問、ビジネスマナー 

コンピュータの仕組み、インターネットの仕組み、セキュリティに関する知識 
オリエンテーション、キャリアコンサルティング、職業倫理、職場のコミュニケーショ

労働災害の概要、介護系職種における安全衛生対策、メンタルヘルス対策、職場の安全

介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験（試験概要説明、試験対策含） 

心配蘇生法（成人・小児・乳児・新生児）、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の

入力操作、書式設定、表の作成、図形や画像等による文書の装飾、各種ビジネス文書の

介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規

-22-4427）

時間
42 
39 

3 

27 

3 

6 
120 

91 

8 

3 

57 

57 
24 

120 
360 
480

介護サービス概論・介護サービス実習は、岩手県介護職員養成研修事業取扱要綱に規

） 


