2019 年度
障害者の多様なニーズに対応した委託訓練

訓練生募集の案内
障害のある人の
「働きたい」を実現するために

中・北部地区：沖縄県立具志川職業能力開発校
TEL

098-973-6680・098-973-5954

FAX

098-974-7465

南部・先島地区：沖縄県立浦添職業能力開発校
TEL

098-879-2560・098-878-5627

FAX

098-876-4400

沖縄県商工労働部労働政策課
TEL 098-866-2366

FAX 098-866-2355

訓練コースのご案内
＜訓練コースの種類＞
イ 知識・技能習得訓練コース・・・就職に必要な知識・技能の習得を図るため、民間教育訓練機関、社会福祉法
人、NPO 法人等を委託先として座学及び実技による集合訓練を実施するコース
ロ 障害者向けデュアルシステム訓練コース・・・知識・技能習得訓練コースの集合訓練に企業実習を組み合わ
せたコース
ハ 実践能力習得訓練コース・・・就職に必要な実践的な職業能力の開発・向上を図るために企業等を委託先と
して事業所現場を活用して実施するコース

6 月開講 【 募集期間：平成 31 年 4 月 1 日(月)～平成 31 年 4 月 23 日(火) 】
コース名：

保育士サポート訓練科

訓練期間： 6/3(月）～8/30（金） 【3ヶ月】

コースの種類： 実践能力
定員： 1名

管轄： 具志川校

募集対象： 身体（内部障害、聴覚（補聴器、口話で理解できる方））、知的、精神、発達、その他（高次脳機能障害、難病等）
訓練内容：
保育士の保育業務サポートを習得し、実際の現場で業務を遂行できるようにする。
【学科】ビジネスマナー、安全衛生、園児への接し方、施設の内外の清掃、食事補助、トイレ補助、安全対策、就職支援
【実技】現場実習（施設内外清掃、制作物の作成・掲示、行事等の運営サポート、食後の片付け、着替補助、トイレ介助等、モンテッソーリ活
動教材準備等、保育士の保育業務サポートを習得する）

訓練実施場所：沖縄市

コース名：

委託先： 社会福祉法人ぶどうの木福祉会 ぶどうの木保育園 （０９８－９３７－３２００）

初心者から始めるパソコン科

コースの種類： 知識・技能

訓練期間：

6/3（月）～8/30（金） 【3か月】

定員： 15名

募集対象：

身体（上肢、下肢、聴覚、内部障害）、精神、発達、その他（高次脳機能障害、難病等）

管轄： 浦添校

訓練内容：
ワード・エクセル等のソフト操作を習得し、文書処理や表計算処理等、オフィスワークで必要とされる技能を修得する。
【学科】職業生活訓練、ＳＳＴ（スキルアップ）、就職支援
【実技】Windows基礎、Word実践、Excel実践、PowerPoint基礎、検定対策
【取得目標資格】
・未来教育推進機構主催 日本語ワープロ技能標準試験３～２級 ・未来教育推進機構主催 表計算技能標準試験３～２級

訓練実施場所： 那覇市

コース名：

委託先： 株式会社 リレーションシップ（０９８－８６６－７１９６）

ビルメンテナンス・清掃科

訓練期間： 6/3（月）～8/30（金） 【3か月】

コースの種類： 実践能力
定員： 3名

管轄： 浦添校

募集対象： 身体（聴覚）、知的、精神、発達
訓練内容：
ホテルや公共施設において、客室・共用部分の清掃業務を行い、実践的な技術の習得を目指す。
【学科】基礎知識の習得、職場適応訓練
【実技】現場実習

訓練実施場所： 石垣市

委託先： 株式会社 沖縄ダイケン 八重山支店（０９８０-８２-１３６１）

7 月開講 【 募集期間：令和元年 5 月 7 日(火)～令和元年 5 月 30 日(木) 】
コース名： パソコン･クラウド科

コースの種類： 知識・技能

訓練期間： 7/1（月）～9/30（月） 【3ヶ月】

定員： 7名

管轄： 具志川校

募集対象： 身体（上肢、下肢（車いす可）、内部障害））、知的、精神、発達、その他（高次脳機能障害、難病等）
訓練内容：
Ｏｆｆｉｃｅソフトおよび電子メール・WEB閲覧の基本知識を習得し、Windowｓ10およびクラウドの仕組みなどの最新技術を活用したビジネスでの
応用方法を学び、どのような業種でも活躍出来る人財を育成する。
【学科】Windowｓの基礎、インターネットの基礎、Word基礎、Excel基礎、就職支援
【実技】タイピング練習、インターネットの応用、Word応用、検定対策（Word）、Excel実践、検定対策（Excel）
【取得目標資格】・サーティファイ主催 Word文書処理技能認定試験3級～2級・サーティファイ主催 Excel表計算処理技能認定試験3級～2級

訓練実施場所：うるま市

委託先：NPO法人てぃだ与勝（チャレンジドセンターてぃだ） （０９８－９７８－７２３６）

８月開講 【 募集期間：令和元年 6 月 3 日(月)～令和元年 6 月 28 日(金) 】
コース名： CADオペレーター養成科

コースの種類： 知識・技能

訓練期間： 8/1（木）～10/31（木） 【3ヶ月】

定員：10名

管轄： 具志川校

募集対象： 身体（上肢、下肢、内部障害、聴覚（口話で理解できる方））、精神、発達、その他（高次脳機能障害、難病等）
訓練内容：
建設工事事業所においてCADシステムを用いた建築製図の基本作業ができる。
【学科】安全衛生、基礎製図、CADシステムの概要、建築技術の基礎、就職支援
【実技】PC基礎操作演習（ワープロソフト・表計算ソフトの基本操作、文書作成、編集、書式設定、印刷）、2次元CAD基本操作演習、2次元
CADによる建築製図演習、3次元CADシステム演習、建築広告、営業プレゼンテーション演習
【取得目標資格】・(財)全日本情報学習振興協会主催：パソコン技能検定Ⅱ種試験3～2級 ・(財）全国建築CAD連盟主催：建築CAD検定試験
３～2級

訓練実施場所：沖縄市

委託先：有限会社ビーンズ（パソコン教室ビーンズ） （０９８-９３３-７２４５）

9 月開講 【 募集期間：令和元年 7 月 1 日(月)～令和元年 7 月 26 日(金) 】
コース名：

介護職員初任者研修科

訓練期間： 9/2（月）～11/29（金）

【3か月】

コースの種類： 知識・技能
定員： 12名

管轄： 浦添校

募集対象： 身体（聴覚、内部障害）、知的、精神、発達、その他（高次脳機能障害、難病等）
訓練内容：
介護に従業する職員が行う業務全般に関する専門的知識及び技術を習得する。
【学科】介護職員初任者研修、就職講座
【実技】介護職員初任者研修、施設体験
【取得目標資格】
・介護職員初任者研修

訓練実施場所： 南風原町

委託先： 公益社団法人 沖縄県精神保健福祉会連合会（０９８-８８９-４０１１）

11 月開講 【 募集期間：令和元年 9 月 2 日(月)～令和元年 9 月 27 日(金) 】
コース名： パソコン・簿記科

コースの種類： 知識・技能

訓練期間： 11/1（金）～3/31（火） 【5ヶ月】

定員：15名

管轄： 具志川校

募集対象： 身体（内部障害、上肢、下肢（階段を上り下りできる方）、精神、発達、その他（高次脳機能障害、難病）
訓練内容：
一般企業の事務職や小売店等の販売業務にて必要な簿記会計の知識とパソコン操作技術、ビジネスマナー等を身につけ、社会で活躍でき
る人材育成を目指す
【学科】SST（スキルアップ）、ビジネスマナー、就職支援
【実技】簿記基礎、商業簿記、日商簿記検定対策、パソコン基礎、Word文書作成、Word検定対策、Excel表計算、Excel検定対策、パワーポイ
ント
【取得目標資格】
・日本商工会議所主催 日商簿記検定3級
・サーティファイ主催 Word文書処理技能認定試験3級～2級 ・サーティファイ主催 Excel表計算処理技能認定試験3級～2級

訓練実施場所：沖縄市

委託先：東亜貿易株式会社（琉球職業能力開発院） （０９８－９８９－４８５２）

1 月開講 【 募集期間：令和元年 11 月 1 日(金)～令和元年 11 月 22 日(金) 】
コース名： パソコンビジネス科

コースの種類： 知識・技能

訓練期間：

定員： 10名

1/6（月）～3/31（火）

【3か月】

管轄： 浦添校

募集対象： 身体（上肢、下肢、視覚、聴覚、内部障害）、精神、発達、その他（高次脳機能障害、難病等）
訓練内容：
ワード・エクセル等のソフト操作を身に付け文書作成から表計算処理等、一般事務・経理・営業事務等で必要とされる技能を習得する。
【学科】職業生活訓練、ＳＳＴ（スキルアップ）、就職支援
【実技】Windows、Word実践、Excel実践、PowerPoint、検定対策
【取得目標資格】
・サーティファイ主催 Word文書処理技能認定試験３～２級 ・サーティファイ主催 Excel表計算処理技能認定試験３～２級

訓練実施場所： 那覇市

委託先： 株式会社ワイエムシィ（０９８-８８７-５２７８）

※定員に満たない場合は、開講しない場合もあります。
※訓練内容等の詳細につきましては、各委託先にお問い合わせください。

働きたい

ハローワークに
求職登録

訓練の申込

職業訓練開始

就職

訓練生募集の詳細について
応募資格
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等所持者、発達障害者、難病のある方
で、次のいずれにも該当する方です。
①障害の状態が固定し、訓練に支障がない方
②公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込みを行っている方
③公共職業安定所長から職業訓練の受講に関するあっせんを受けた方
④身辺処理能力を有し、介助を必要としない方
⑤訓練終了後就職の意志があり、就職に必要な技能習得が見込める方
※手帳所持者以外の方は、ハローワーク窓口にてご相談ください。
※各委託先で、受入可能な障害の種類があります。

申し込み方法
住所地のハローワークに職業相談のうえ、お申し込み下さい。申し込みには、①入校願書②写
真１枚（横３ｃｍ×縦４ｃｍ）③応募資格者基準に該当する手帳が必要です。（主治医の意見書が
必要な場合もあります。詳しくは、各コースの募集案内をご覧ください。）
ハローワーク那覇
ＴＥＬ ０９８－８６６－８６０９
ハローワーク沖縄
ＴＥＬ ０９８－９３９－３２００
ハローワーク名護
ＴＥＬ ０９８０－５２－２８８６
ハローワーク宮古
ＴＥＬ ０９８０－７２－３３２９
ハローワーク八重山 ＴＥＬ ０９８０－８２－２３２７

選考方法
各訓練コースとも面接等により、選考を行います。選考方法・合格発表方法は各訓練コースによ
り異なります。詳細については各コースの募集案内をご確認いただくか、各委託先へお問い合
わせ下さい。

諸経費
入学金、受講料は無料です。但し、テキスト代や、保険料などの実費は自己負担となります。

給付金等
要件を満たす方は、訓練手当等の給付金を受けることができる場合があります。詳しくは、住所
を管轄するハローワークにお問い合わせください。
※入校願書は、具志川・浦添職業能力開発校及びハローワークで配布しています。

