介護福祉士養成科
訓練生募集

授業料無料！

訓練概要
本コースは養成施設において、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」の資格取得を目指す２年間※のコースです。
※ 保育士資格をお持ちの方が介護福祉士の資格取得を目指すコース(保育士有資格者コース)は１年間の訓練
コースになります。

応募資格
次の要件を全て満たす方となります。
（１）概ね４５歳未満の者
（２）直近の就業形態において有期労働契約などによる非正規雇用労働者など、就業経験において不安定
就労の期間が長いことや安定就労の経験が少ないことにより能力開発機会が乏しかった者又は出産・
育児等により長期間離職していた女性等
（３）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者
（４）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者
（５）ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングにより当該訓練の受講が必要と認められる者
※（１）について、ハローワークにおけるキャリアコンサルティング等により受講の必要性が判断され
た場合は４５歳以上の方についても応募は可能です。
※ 新規学卒者及び学校卒業後１年以上経過していない者は応募資格を有しません。
※ 上記の応募資格のほか、各養成校の入学資格を満たしていることが条件となります。各養成校の入
学資格についてはハローワークの訓練担当窓口で確認いただけます。

募集期間
平成３１年１月４日（金）～ ２月１３日（水）

応募書類
①入校願書（写真は、正面・上半身・脱帽で、縦4.0㎝×横3.0㎝、６ヶ月以内に撮影したもの）
②卒業を証明する書類（最終卒業の学校で発行されたもの）（卒業証明書、卒業証書の写し等）
※ ご提出いただいた願書（証明写真含む）、その他応募書類はご返却できませんので、予めご了承ください。
※ 個人情報の取扱いについて、応募書類にて知り得た個人情報は職業訓練実施以外の目的には利用しません。

応募方法
入校願書は、現住所を管轄するハローワークに提出してください。（入校願書は、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・募集定員・入校日・訓練実施機関
訓練の実施場所は、原則として居住地近くの養成施設を選択願います。
募集
No.
訓練実施場所(養成施設名)
訓練実施機関
定員
西日本短期大学
①
３名
(福岡市中央区福浜 1-3-1)
福岡医療短期大学
②
３名
(福岡市早良区田村 2-15-1)
福岡介護福祉専門学校
③
３名
(福岡市博多区千代 1-30-25)
福岡県立福岡高等技術専門校
(福岡市東区千早 4-24-1)
福岡医療秘書福祉専門学校
④
３名
(福岡市博多区博多駅東 1-16-22)
大原保育医療福祉専門学校福岡校
⑤
３名
(福岡市博多区上川端町 13-19)
麻生医療福祉専門学校福岡校
⑥
３名
(福岡市博多区博多駅南 2-12-29)
専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ
福岡県立戸畑高等技術専門校
⑦
３名
（北九州市戸畑区小芝 3-3-1）
(北九州市戸畑区東大谷 2-1-1)
福岡県 職業能力開発課
平岡介護福祉専門学校
⑧
３名
（福岡市博多区東公園 7-7）
(小郡市大保 1433)

※久留米高等技術専門校との共管

九州大谷短期大学(２年課程)
(筑後市蔵数 495-1)
九州大谷短期大学
⑩
(保育士有資格者１年コース)
(筑後市蔵数 495-1)
大川看護福祉専門学校
⑪
(大川市酒見上城内 391-5)
※入校は平成３１年４月になります。

⑨

３名
３名

福岡県立久留米高等技術専門校
(久留米市合川町 1786-2)

３名

選考会場・日時
希望される訓練実施場所(養成施設)ごとに選考会場が異なります。（会場一覧表のとおり）
訓練実施場所
選考会場
選考日時
福岡県吉塚合同庁舎
表№①～⑥入校希望者
（福岡市博多区吉塚本町 13-50）
２月２０日
戸畑高等技術専門校
（水）
表№⑦入校希望者
(北九州市戸畑区東大谷 2-1-1)
９：００集合
９：３０開始
福岡県立久留米高等技術専門校
表№⑧～⑪入校希望者
(久留米市合川町 1786-2)
※久留米高等技術専門校で入校選考を受ける場合は、スリッパ及び靴入れ（ビニール袋等）を持参し
てください。
※福岡県吉塚合同庁舎で入校選考を受ける場合は、公共交通機関をご利用願います。（駐車場は利用
できません。）

入校選考内容
１）学科試験（国語総合、数学（数学Ⅰ程度）） ２）面接
※応募者個人宛には、受験票の発行・発送はいたしません。
※筆記用具（鉛筆・消しゴム）をご持参ください。
※保育士有資格者１年コース(九州大谷短大実施)は入校選考方法が異なります。
※筆記試験のサンプル問題(例題)を公式ホームページ『福岡県の職業訓練』に掲載しています。

合 格 発 表 日
１）合格発表は、平成３１年３月５日（火）です。
２）合否等については本人宛通知します。電話でのお問い合わせにはお答えできません。

訓 練 内 容 等
訓練カリキュラムは養成施設により違いがありますが、概要は次のとおりです。
訓練期間
２年間（平成３１年（２０１９年）４月～平成３３年（２０２１年）３月）
訓練内容 養成施設に入校し、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、高齢者福祉論、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、障害者の理解、医療的ケア
資格取得
介護福祉士（国家試験受験資格）※
目
標
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
と同時に介護福祉士の国家試験受験資格が取得できます。
就 職先
経

費

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、在宅介護支援
センター、有料老人ホーム、病院 等
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）に参加する場合の経費などは自己負担となります。
※自己負担となる経費は養成施設により異なりますので、詳しくは募集チラシを
ご覧いただくか、各養成施設にお問い合わせください。

※訓練内容の詳細は、各養成施設に直接お問い合わせください。
【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： 住所管轄の公共職業安定所（ハローワーク）
○募集期間、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校
○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：下記の各養成施設
各高等技術専門校
養成施設
福岡高等技術専門校
092-681-0261
①
西日本短期大学
092-721-1152
職業能力開発課
092-642-3604
②
福岡医療短期大学
092-801-0923
久留米高等技術専門校
0942-32-8795
③
福岡介護福祉専門学校
092-882-7004
④
福岡医療秘書福祉専門学校
092-481-3354
⑤
大原保育医療福祉専門学校福岡校
092-271-2286
⑥
麻生医療福祉専門学校福岡校
092-415-2294
⑦ 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 093-882-0018
⑧
平岡介護福祉専門学校
0942-73-5666
⑨
九州大谷短期大学(２年課程)
0942-53-9900
⑩
九州大谷短期大学(１年課程)
⑪
大川看護福祉専門学校
0944-88-3433

選考会場一覧
○希望する訓練実施場所（養成施設）ごとに、下記のとおり選考会場が異なりますのでご注意ください。
【地図】
Ⅰ

上記①から⑥を希望する場合

Ⅱ

上記⑦を希望する場合

福岡県吉塚合同庁舎
福岡市博多区吉塚本町１３－５０
電話：092-681-0261（福岡高等技術専門校）
※自家用車来場厳禁

p
Ⅲ

上記⑧～⑪を希望する場合

※吉塚合同庁舎で受験する方は専用駐車場がありませんので公共交通機関をご利用願います。
※久留米高等技術専門校で入校選考を受ける場合は、スリッパ及び靴入れ（ビニール袋等）を持参してください。

介護福祉士養成課程認可校

職業訓練生
募集
2年間の
授業料無料

伝統の歴史と高い就職実績
福岡県初の介護福祉士認可校
歴史が証明する圧倒的信頼が
高い進路決定率に繋がります
2017年度 就職率

96.7%

（202名 / 209名）※2018年3月末時点

麻生グループのバックアップ
麻生専門学校グループは140年の
歴史を持つ麻生グループの一員
100以上の医療福祉機関を有する
ASOグループだからこそできる
教育があります

充実の国家試験対策
タブレットやスマートフォンでも
学習できる麻生独自のeラーニング
で、いつでもどこでも予習＆復習
介護・福祉業界出身の講師による
直接対策授業

アクセス良好
博多駅から徒歩8分

麻生医療福祉専門学校

福岡校について

介護福祉士として卒業した学生数は福岡県内で
トップクラス 過去20年で約930名卒業

文部科学大臣認定 職業実践専門課程認定
※より高い職業実践教育を行う学科として文部科学大臣が認定した学科です

（麻生医療福祉専門学校 福岡校のみ）

・病院 高齢者施設 障害者施設
訪問介護 デイサービスなどへ就職
・卒業後、業界で活躍する卒業生同士の繋がりが強い
・「同窓会」を実施し、情報収集や人脈作り等に活用
・卒業後の再就職も斡旋 キャリアアップを応援

リハビリ・看護の知識を持った
ケアワーカーを目指すことができます

・業界のニーズを取り入れ、必要とされている人材像を
把握し、カリキュラムに反映
・業界最前線の施設、医療機関、施設、団体等と連携
・実習や実習後の学習も施設と連携 より高い学びを実現
・1年次からの充実した国家試験対策授業及び合宿

充実の設備 学習環境
・援助技術の習得・向上に役立つ実習室や
学習に集中できる環境

・ASOでは看護師資格を持った複数の常勤講師による指導
により、確実な知識・技術を習得することができます。

介護実習室

自習室や図書館

入浴実習室

※今までは医師や看護師にしかできなかった「痰の吸引」や「経管栄養」
のケアも介護福祉士が実施出来るようになっています

・ASOグループの施設・医療機関との情報交換により
現場で求められるニーズを反映した授業・カリキュラム

就学状況

在校生の声

Q 入学前に想像していた内容と
入学後の内容についてご意見お聞かせ下さい
A 現場で即戦力になる実習演習が期待していた通りの内容でした。
講師の方々も経験豊富で分かりやすいです。

自己負担額
（単位＝円）

項目

１年次

２年次

テキスト

46,000

15,000

実習服一式

28,000

0

Q 実習はどうでしたか

学校行事費

11,500

11,000

A 思っていた以上にやらなければならない事、学ぶことが多く、
充実していました。

その他教材

8,500

6,500

傷害保険料

5,500

3,000

99,500

35,500

楽しめるだけでなく、指導者の方や利用者の方から学べること
もあり、良かったです。

Q クラスでの学校生活はどうですか
A クラス行事があることで、クラス全体がまとまっていくのを実
感できたので良かったです。年齢は違いますが、有意義な生活
を送っています。

計
合計

135,000

※入学後追加徴収は基本的にありませんが、金額が若干変更になる
場合があります。

資料のご請求、入学についてのご相談
詳しい資料をご希望の方
ホームページ、お電話にて
資料請求を受け付けております

入学についてのご相談をご希望の方

*
お電話、学校説明会にて
ご相談を受け付けております
*詳細はホームページをご確認下さい

ご不明点は
いつでも
ご相談下さい

