
ジョブシティカレッジ豊橋校では、2023 年 5 月 2 日～2023 年 7 月 27 日までの 3 か

月間、愛知県（東三河高等技術専門校）からの委託により以下の公共職業訓練（ハロートレ

ーニング）を実施予定です。 

訓練科名：介護福祉実践科 

受講生の応募条件:特になし 

取得可能な資格：介護職員初任者研修・同行援護従業者養成研修・福祉用具専門相談員・認

知症サポーター・普通救命講習Ⅰ 

訓練内容：「介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）」「福祉用具専門相談員（福祉用

具レンタル事業所で勤務する際の必須資格）」「同行援護従業者養成研修一般課程（視覚障が

い者の介助を行う際の必須資格）」の資格を取得可能。介護保険の制度や認知症高齢者への

適切な対応方法、腰を痛めずに介助する方法等が学べる。また、「障がい福祉初任者研修」

にて障害の特性や、障がい者への適切な支援方法、法律を経験豊富な講師陣が丁寧に指導す

る。3 日間の介護実習もあり、現場の雰囲気をつかむことができる。就職についても、サポ

ートを行う。 

（詳細カリキュラムとスケジュールは、説明会でお渡しします。） 

受講生募集期間：2023 年 3 月 7 日～3 月 27 日 

訓練時間：平日 9：20～16：00 

訓練場所：〒440-0083 愛知県豊橋市下地町字若宮 66 番地 ジョブシティカレッジ豊

橋校（豊鉄バス「境田」バス停下車徒歩 6 分） 

※その他、訓練内容等詳細につきましては、本校宛お問い合わせください。 

ジョブシティカレッジ豊橋校連絡先：0532-53-4222 

応募手続きの詳細につきましては、下記の東三河高等技術専門校ホームページ掲載の募集

案内をご覧ください。 

ホームページ： 

https://www.aichivti.ac.jp/site/higashimikawa/saftynet-higashimikawa-may.html 

連絡先:電話 0533-93-5222 

公共訓練の受講には、最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）に求職申込を行い、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る必要があります。 



 

Tel.0532-53-4222 
担当／萩原・青木・淺野            

■受付時間／平日 9：00〜17：00  ■定休日／土・日・祝日 

朝日グリーンサービス株式会社 
ジョブシティカレッジ豊橋校 

https://www.asahi-g.net ジョブシティカレッジ豊橋校 検 索 

定員 20名 託児サービス付き（受入予定人数 4名） 

介護職員初任者研修、福祉用具専門相談員、同行援護従業者養成研修の課程を中心に、障がい者福祉
を学ぶ内容に特化した障がい福祉初任者研修・ビジネス人間関係・ビジネスマナー等の就職支援を構
成したカリキュラム（詳細カリキュラムとスケジュールは、説明会でお渡しします）。 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
◎介護・福祉分野の基礎的知識・技能を習得し、ストレスマネジメントも出来る人材育成を目的としています。 

◎20 代～70 代までの、幅広い年代の修了生が介護福祉の分野で活躍中です！ 

◎高齢者介護・障がい者支援のプロフェッショナルの講師陣が適切な支援方法について講義を行います！ 

◎国家資格・キャリアコンサルタントの有資格者が履歴書の添削や面接指導を実施します！ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

●訓練期間／2023 年 5 月 2 日～2023 年 7 月 27 日（土・日・祝日休み／その他休講日あり） 
 
●訓練時間／平日 9：20 ～ 16：00 
 
●テキスト代・実習関連費用／15,490 円（消費税込）・4,500 円（消費税込） 
 
●訓練実施場所／〒440-0083 豊橋市下地町字若宮 66 番地 ジョブシティカレッジ豊橋校 
         豊橋鉄道バス「境田」バス停下車徒歩 6 分・受講生用無料駐車場あります。 
 

●説明会／随時開催 所要時間約 30 分～1 時間程度 

 お電話または LINE・ホームページにてご希望の日時を事前にお知らせください。 

 

ホームページ 

 

公式 LINE 

 

訓 練 内 容 な ど 

 

就職率平均 

90％以上！ 

（直近2年度） 

5～60代の 

正社員就職実績 

多数あり！ 



【訓練カリキュラム】 

開講月 訓練科名 定員(最少開講人数) 訓練実施施設 レベル 

５月 介護福祉実践科 ２０人(９人) ジョブシティカレッジ豊橋校 初級 

●科の内容 

「介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）」「福祉用具専門相談員（福祉用具レ

ンタル事業所で勤務する際の必須資格）」「同行援護従業者養成研修一般課程（視覚障

がい者の介助を行う際の必須資格）」の資格を取得可能。介護保険の制度や認知症高齢

者への適切な対応方法、腰を痛めずに介助する方法等が学べる。また、「障がい福祉初

任者研修」にて障害の特性や、障がい者への適切な支援方法、法律を経験豊富な講師陣

が丁寧に指導する。３日間の介護実習もあり、現場の雰囲気をつかむことができる。就

職についても、サポートを行う。 

●取得目標資格 

介護職員初任者研修（修了試験有・費用無料）※出席状況によっては初任者研修修了証

を受けられない場合もあります。 

福祉用具専門相談員指定講習会修了(修了試験有・費用無料） 

同行援護従業者養成研修一般課程修了（試験無） 

普通救命講習Ⅰ修了等 

認知症サポーター 

●就職先の主な職務 

訪問介護事業所 ・通所介護事業所（デイサービス）・介護老人福祉施設・介護老人 

保健施設・障がい者施設・病院等の介護職員 

●独自の就職支援内容 

地域の介護施設・事業所に訓練の事を周知し、就職フェアを開催。それぞれの法人の概

要や特色について、説明してもらっている。また、過去の修了生から直接、就職後の話

を聞ける場も設けている。修了後も就職支援は期間を問わず継続している。 

●訓練に用いる主な設備等 

介護ベッド、シーツ・枕・枕カバー、車椅子、歩行器、浴槽等 

《訓練実施施設所在地》 

愛知県豊橋市下地町字若宮66番地 

《受講生の応募条件》 

特になし 

《適性検査を実施する場合の方法》 

筆記試験及び面接 

《適性検査を実施する場合の合否基準》 
筆記試験(50点満点)と面接(50点満点)
の合計点が４割以上を合格とする。 

但し、面接が20点未満の場合は不合格とする 

《訓練時間》 

９：２０～１６：００ 

《教科書代等自己負担額》 

15,490円  

※実習関連費用（目安額）4,500円 

《説明会》 

随時 

《問い合わせ先》 

０５３２－５３－４２２２ 

担当／萩原・青木・淺野 

 科目 科目の内容 時間数 

学 科 

介護職員初任者研修 

職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、 介護の基本、 介護・福

祉サービスの理解と医療との連携、介護におけるコミュニケーション技術、

老化の理解、 認知症の理解、障害の理解、振り返り 

86 

福祉用具専門相談員 福祉用具の活用、福祉用具の理解、医学の基礎知識、リハビリ概論 48 

同行援護従業者養成研修 
視覚障がい者(児）福祉の制度とサービス、障がい・疾病の理解①、障がい者

(児)の心理①、代筆・代読の基礎知識、同行援護の基礎知識 
17 

障がい福祉初任者研修 身体・知的・精神障害の特性や、障がい者への適切な支援方法、法律等 21 

確認テスト テスト等で理解度を確認 3 

就職ガイダンス 
ジョブ・カードの作成、履歴書の書き方、職務経歴書の書き方、面接指導、

目標設定、キャリコン、企業説明会、職業人講話、ビジネスマナー 
14 

ビジネスにおける対人関係 

対人関係、コミュニケーション能力向上、傾聴の意義と方法、カウンセリン

グ技法、「仕事うつ」の予防と対処、セルフコントロール、職場内のコミュ

ニケーション 

3 

 小 計 192 

実 技 

福祉援助演習 福祉的視点からの支援、 援助技術の演習（事例含む） 16 

生活支援技術の講義・演習 整容、移動・移乗、食事、入浴、清潔保持、排泄、睡眠 78 

同行援護従業者養成研修 

演習 
基本技能、応用技能 9 

介護実習 介護保険施設、事業所、障害者施設等で体験実習 18 

実習事前事後演習 実習にあたっての事前演習 9 

普通救命講習Ⅰ 救命処置習得（心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法） 3 

認知症サポーター講座 地域や職域における認知症支援 2 

小 計 135 

 合 計 327 

※ 訓練開始日に入校式、訓練最終日に修了式を実施します。 



　8:30　　　　　 　  　        　10:00　　　　　11:00　　　　12:00　　　　13:30　　　　15:00　　　　16:30

　室内遊び

※個々それぞれにあわせた授乳、おむつ交換を致します。

 [入園手続きに必要な物]　　・健康保険証 ・保護者の身分証明書(常時必要）・母子手帳・認印

愛知県豊橋市向山台町8−2

※お子様の状況によっては、託児受入ができない場合もあります。

[訓練実施施設]　

ジョブシティカレッジ豊橋校　　　　 TEL:0532-53-4222

[託児施設問合せ]　

ちゃいるどルーム　やんちゃりか　TEL:0532-54-1780

　登園       自由保育   室内外遊び      お弁当　　　 お昼寝

[内容]　死亡・後遺障害

※手続き方法などの確認も含め、事前に訓練施設へ出向いて
相談されることをお勧めします。

※託児サービスを希望される方は4月17日の適性検査時に、
「職業訓練受講期間中に係る託児サービス利用申込書（下書
き用）」ご記入の上、ジョブシティカレッジ豊橋校にご持参くださ
い。当日、内容確認後に正式にお申込みをしていただきます。

 [毎日の持ち物]　　・ミルクセット(授乳中のお子様のみ) ・オムツ、お尻拭き(必要な方のみ) ・
着替え上下1セット ・弁当・おやつ（飴・ガムは不可）水分類 ・汗拭きタオル2枚・口拭きタオル、
ミルク・哺乳瓶(乳児のみ）等

　 　 おやつ　　　　　降園

※時間厳守

保育料・・・無料　/　弁当、おやつ等は各自負担　

この訓練では、小さなお子様がいらっしゃる方にも安心して受講して頂くために、希望者の
方へ以下の託児サービスを用意しております。

0歳～就学前　　　/　　4名

28人　/　11人

若林　まさ子

ちゃいるどルーム　やんちゃりか施設名

保育時間

受入年齢　/　受入予定人数

平日　8：30～16：30

負担金

愛知県豊橋市向山大池町１８−１

入所定員　/　職員人数

所在地

管理者

◇介護福祉実践科  5月開講（5月2日～7月27日）

保育内容

持ち物

担当する医療機関
大池クリニック [種類]　傷害保険、損害賠償責任保険

加入保険

受入予定人数

4名


