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平成２８年度 離職者等再就職訓練事業（職業訓練等業務委託） 

 

企画提案要領 

（平成２８年８月版） 

群馬県立前橋産業技術専門校  

１ 業務の名称 

離職者等再就職訓練事業(職業訓練等業務委託) 

 

２ 業務の趣旨・目的 

離職者等再就職訓練事業(職業訓練等業務委託)を実施するにあたり、公募型プロポーザル

により契約交渉を行う相手方の選定を行います。優れた企画提案をした事業者を優先交渉者

とし、委託契約の交渉を行います。 

企画提案に関する諸事項は以下のとおりです。 

 

３ 業務の内容  

平成２８年度委託訓練のうち、別表（コース概要）に記載のコース 

※ 詳細は別紙１－１「平成２８年度委託訓練の業務委託仕様書」及び別添「委託訓練コー

ス別仕様書」のとおりです。 

 

４ 委託費の上限 

 委託費の上限は訓練コース、対象経費ごとに異なります。 

※ 詳細は別紙１－２「平成２８年度委託訓練の見積り、契約及び就職支援に係る留意事項」

のとおりです。 

・応募に要する経費は含みませんので、自己負担となります。 

  ・企画提案で提出した見積金額は、参考見積額であり契約金額となるとは限りません。 

 ※詳細は本要領の１１を参照のこと。 

 

５ 契約期間 

契約日から平成２９年３月３１日まで（予定） 

※就職支援経費が平成 29年度に確定するものについては、平成 29年 4月 1日付けで別途、 

 契約する予定です。 

  

６ 応募資格  

次の要件の全てを満たしていること。  

・平成２８年４月１日現在において、群馬県内に本部又は教室を有し、事業実施に必要な能

力を有すること。 

・訓練を効果的に指導できる専門知識・能力・経験を有する講師を確保していること。 

・地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当していないこと。 
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・破産宣告を受け復権していない者でないこと。 

・銀行取引停止処分を受けている者でないこと。 

・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続の申立てがなされている者ではないこと。 

・群馬県財務規則第１７０条第２項の規定に基づく県の入札参加制限を受けていないこと。 

・群馬県の指名停止処分を受けていないこと。 

・暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

・技能講習（フォークリフト運転等）を提案する事業者については、該当技能講習の群馬労

働局長登録教習機関であること（募集開始までに登録を受けることができる者を含む）。

登録教習機関に業務の一部を再委託することも可能。 

・介護職員実務者研修コース、介護職員初任者研修コースを提案する事業者については、そ

れぞれ必要な養成施設の指定を受けている者（募集開始までに指定を受けることができる

者を含む）及び募集開始までに研修指定等を受けることができる者であること。 

 

７ スケジュール 

（１）質問受付 締め切り： 

○平成２８年８月２５日（木）午後３時 

※詳細は、本要領の８のとおり 

（２）企画提案書類提出期限  ※下記期限必着（郵送の場合は書留で午後３時までに必着） 

     ○平成２８年８月２９日（月）午後３時 

※詳細は、本要領の９のとおり 

（３）第一次審査 

   ○企画提案書類受領後、順次実施 

  ※詳細は、本要領の１０（１）のとおり 

（４）第二次審査 

   ○平成２８年９月上旬 

     ※詳細は、本要領の１０（２）のとおり 

 

８ 質問受付 

次のとおり、質問を受け付けます。 

・受付期間 締め切り：○平成２８年８月２５日（木）午後３時 

・提 出 先 本要領の９（３）-提出先-にＦＡＸで送付。 ※送信した旨、電話等でご連絡

ください。 

・質問様式 別紙「質問書」による。 

・回  答 質問者及び応募登録事業者（応募登録期限以前は事前説明会参加事業者）に提

供します。 

９ 応募の手続き等  

 ・ 企画提案書類提出 

応募する場合には、次の書類を提出してください。  
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（１）提出書類 

  コースごとに、正本１部・副本４部（合計５部）と電子データ。 

※電子データは、申請書類（様式）のみで結構です。 

※正本はＡ４縦フラットファイル（紙製）に綴じ、背表紙を付け各様式には様式ごとの見

出し（インデックス）を付けてください。 

電子データをＣＤ－Ｒ等に保存し、正本に添付してください（副本には添付不要）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※副本は申請書類（様式 1,2,3･･･）、添付書類 1,2,3のみとし、添付書類４以下は不要で

す。（託児サービスを提供するときの添付書類（託添付１～４）も不要）  

副本は、ダブルクリップ等で一冊ごとに綴じてください。 

（フラットファイルは不要です） 

 

①提出書類一覧（提出する書類に☑チェックをしてください。） 

②受託申請書 様式１ 

③参考見積書 様式２ 

・見積金額は、個々の経費の積み上げによって積算し、委託費の 

上限額の範囲内でご提出ください。  

・経費の内訳がわかる書類（様式任意）を様式２に添付してください。 

・訓練実施が可能な最少の受講者数を提示してください。  

 応募者が実施可能最少受講者数以上の場合には、訓練を実施すること。応募者が実施

可能最少受講者数を下回り訓練を中止しようとする時は、専門校と協議すること。た

だし、選考通知発送後は、原則訓練を中止できないものとする。 

※実施可能最少受講者数は、定員の半数以下となるよう努めてください。 

・訓練実施に係る経費についてのみ、見積りください。 

・企画提案で提出した見積金額は、参考見積額であり契約金額となるとは限りません。 

④企画提案概要 様式３ 

・訓練開始時期は、別表「コース概要」に記載してある訓練設定期間で実施するよう努

めることとしますが、それ以外でも提案可能です。ただし、原則、平成２９年３月１

０日までに修了するようにしてください。 

⑤申請者の概要 様式４ 

 

インデックスを付ける 
１、２、３、・・・ 
添１、添２、添３、・・・ 

添
１ 

添
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・介護員養成研修事業者指定書（写）又は申請書（写）を添付（該当申請者）。 

⑥訓練実施場所の概要 様式５ 

⑦訓練実施場所の案内図 様式６ 

⑧講師名簿 様式７  

⑨訓練実施運営体制表 様式８  

⑩公共職業訓練等の実績 様式９ 

 ・複数実績があれば、群馬県実施委託訓練・同一内容のコース（機構受託・求職者支援

訓練等）を優先的に７つ程度記載してください。 

⑪訓練生募集の協力内容 様式１０ 

⑫委託訓練カリキュラム 様式１１ 

⑬訓練用機材等概要書 様式１２ 

 ・訓練に使用する機材（パソコン、介護用具等）を記載してください。 

⑭使用教材一覧表 様式１３ 

・訓練生が費用を負担するテキスト・補講費用等の一覧です。 

⑮就職支援計画 様式１４ 

・記載した内容は必ず実施してください。 

・訓練中及び訓練修了時に実施状況を報告していただきます。 

⑯職場実習（再委託）先事業所一覧 様式１５ 

・デュアルシステムコースのみ、提出してください。 

⑰託児サービス提供内容 様式１６ 

 ・託児サービス設定コースのみ提出してください。 

※託児サービスを提案しない場合も提出が必要です。 

⑱その他 

・必要に応じ提出書類一覧に記載の添付書類を、申請様式に添付して提出ください。 

ア 応募時点において、群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号）第１７０条の

２第３項の規定により作成された平成２８・２９年度物件等購入契約資格者名簿（以

下「資格者名簿」という。）に登載されていない事業者については、次の書類を提出

してください。 

    ・直近の決算に係る財務諸表（２か年度分） 

    ・県税納税証明書（県内の県税事務所、行政県税事務所及び自動車税事務所が発行す

る完納証明書） 

    ・商業・法人登記の登記事項証明書（法務局が発行） 

    ・別記様式第２号「暴力団排除に関する誓約書」 

企画提案の結果、優先交渉事業者となった場合は、見積書提出時に、別記様式第

２号「暴力団排除に関する誓約書」を併せて提出してください。 

※ 県税納税証明書及び商業・法人登記の登記事項証明書については、提出日前３か

月以内の日付の証明書を提出してください。 

イ 消費税法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者以

外の者の場合は（様式１）課税事業者届出書、免除される事業者の場合は（様式２）
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免税事業者届出書を提出してください。 

（２）提出方法・提出期限 

・提出方法 持参又は郵送（書留） 

・企画提案書類提出期限  ※下記期限必着（郵送の場合も書留で午後３時までに必着） 

    ○平成２８年８月２９日（月）午後３時 

（３）提出先   

〒371-0006 前橋市石関町１２４－１ 

群馬県立前橋産業技術専門校 産業人材開発係 北野  

電話：０２７－２３０－２２１１ ＦＡＸ：０２７－２６９－７６５４ 

※提出する前に「提出書類一覧」で不備がないか、確認の上ご提出ください。 

  申請書類を持参される場合には、その場で確認をさせていただきますので、お電話

で来所時間をご予約願います。 

（４）応募書類の取扱い  

・提出された応募書類は返却しません。委託先の選定のためにのみ使用し、機密保持には

十分配慮します。ただし、採択された場合には「行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）、群馬県情報公開条例（平成１２年６

月１４日条例第８３号）に基づき、不開示情報あるいは非開示情報（個人情報、法人の

正当な利益を害する情報等）を除いて情報公開対象となります。 

・提出された応募書類は、審査の必要上、複製を作成することがあります。 

（５）その他注意事項 

・応募書類の作成・提出に要する経費は提案者の負担とします。 

・提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契約締結後の

場合には、契約を解除することがあります。  

・応募書類の提出後に応募を辞退する場合には、速やかにご連絡いただくとともに、その

旨書面にて提出願います。 

・申請書類に著しい不備がある場合、審査対象とならないことがありますのでご注意くだ

さい。 

・労働局長登録教習機関や養成施設の指定が必要なコースを提案する事業者の方は、必要

な手続きを速やかに行ってください。手続きの遅滞等や期日までに要件を具備すること

が困難だと判断した場合は、当該企画提案を無効にし、契約締結後の場合には、契約を

解除することがあります。 

・「職業訓練サービスの質の向上を図るための事項を説明したガイドライン」が厚生労働

省から提供されております。職業訓練サービスの向上を図るためのツールとして活用し

てください。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、「民間教育訓練

機関における職業訓練サービスガイドライン研修」が全国で実施されていますので、当

該研修を受講され、職業訓練サービスの向上につながるよう努めてください。次回以降

の委託先機関の選定について、就職実績に加え、当該研修の受講状況を考慮することも

あります。 
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10 審査  

提出された書類に基づき第一次審査及び第二次審査を行います。第二次審査において優れ

た企画提案をした事業者を、優先交渉者として決定し、委託契約の交渉を行います。 

（１）第一次審査  

・提出された書類について、順次、産業技術専門校が審査を行い、事業実施が可能である

と判断される事業者を通過者として選出します。 

・審査項目 

①応募資格はあるか（本要領の６） 

②提出書類に不備・不足はないか（本要領の９「Ｂ」（１）） 

・審査結果 

不合格者のみ通知します。 

（２）第二次審査（審査委員会） 

第一次審査通過者を対象に審査を行い、優先交渉順位を決定します。 

・審査日 ○平成２８年９月上旬 

  ※ヒアリング・プレゼンテーションはありませんので、提案者は出席を要しません。 

・審査項目 （別紙）「企画提案審査 採点基準」のとおり 

・審査結果は、第二次審査を受けた事業者全てに連絡します。 

 

11 契約 

・優れた企画提案をした事業者を優先交渉者とし、委託契約の交渉を行います。 

・企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容（訓練内容、

日程等）を産業技術専門校との協議で決定します。 

・決定した契約内容に基づき、再度見積りをお願いします。企画提案で提出した参考見積

書の金額で契約となるとは限りません。 

・なお、優先交渉者との協議が不調となった場合、次順位の者と交渉する場合があります。 

・委託により作成された成果品に関する全ての権利は、群馬県に帰属します。 
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企画提案審査 採点基準 
 （別紙） 

項目  

１ 
 

【提案金額】（様式２） 
・１人１月ごとの単価は妥当か。 

・費用対効果・積算内訳妥当性。 

２ 【訓練体制・訓練環境等】（様式２～１０） 
訓練設定 
・訓練生の受入人数は十分か。（様式２） 
・訓練の実施が可能な最少の受講者数は、訓練実施に支障ない程度か。（様式２） 
・訓練実施地域は、実施予定地域内での提案か。（様式３） 
・訓練開始時期は、設定時期での提案か。（様式３） 
訓練体制・訓練場所 
・養成施設の指定・労働局指定教習機関等必要な要件を満たしているか。（様式４） 

・訓練実施場所への通所の利便性が確保されているか。（駐車場・公共交通機関）（様式５） 
・訓練実施場所は、訓練を行うために適切か。（様式５、様式６） 

訓練実施運営体制 
 ・講師は十分な知識・技能・経験を有しているか。人数や体制は十分か。（様式７） 
・責任者・講師・事務担当者等は、訓練を適切かつ効果的に実施できるか。（様式８） 

・訓練生管理及び雇用保険等の事務処理を確実に対応・実行できるか。（様式８） 

・就職支援責任者等は十分な資格を有しているか。人数や体制は十分か。（様式８） 
訓練実績 
・教育訓練実績はどうか。公共機関における講習実績等はあるか。（様式９） 
・過去の就職率はどうか。（様式９） 
訓練生募集協力 
・訓練生募集等への協力体制はどうか。（様式１０） 

３ 【訓練内容等】（様式１１～１３） 
  カリキュラム 
  ・訓練コースの目的にあったカリキュラムとなっているか。（様式１１） 
  ・仕上がり像、目標資格は適切か。（様式１１） 
・業務委託仕様書内容を達成できるか。（訓練日、訓練時間、その他）（様式１１） 
訓練用機材・使用教材 

 ・訓練用機材等は適切で、必要十分な量が確保されているか。（様式１２） 

・訓練生の自己負担（テキスト等の教材や補講費用）は必要最小限であるか。（様式１３） 

４ 【就職支援等】（様式１４） 
  ・就職支援の実施内容・方法等は十分であるか。（様式１４） 
・就職支援は訓練修了後も配慮しているか。（様式１４） 

５ 
 
 
 
 

【その他】（様式１５、様式１６）  
  職場実習先の確保 （デュアルシステムコース） 
 ・職場実習先の確保はされているか、実習先は現実的かつ適切か。（様式１５） 
託児サービス（託児サービス設定コース） 

 ・託児サービス提供の有無、提供費用、託児環境等。（様式１６） 

６ 【全体評価】 
 ・独自の提案があり、提案内容に優れているか。 

 ・確実に実行されると認められるか。 

 ・その他特筆すべき事項があったか。 

※１訓練実施地域：設定地域と提案場所が合致していない企画は減点を行います。 

２訓練開始時期：設定時期と提案時期が合致していない企画は減点を行います。 
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～送付票を付けず、本票のみをお送りください。～ 
 

群馬県立前橋産業技術専門校 産業人材開発係 北野あて（FAX：０２７－２６９－７６５４） 
                                                                

質   問   書 
 

 質問日 
 

 

 事業者名  

 担当者名  

  

電話番号 

  
 

 

FAX番号 

 

 

 メールアドレス  

 コース名  

 質問内容（題名） 

  
質問詳細 

   （注意事項）質問は上記様式で「１問１枚」でお願いします。   



コース概要 （別表）

一般
育児
等

母子
母

若者 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1
知

識
介護系 介護職員初任者研修コース⑦ 3月 １２月 西毛 26 26 H28.12.8 木 H29.3.7 月 ◎ ● ● ○ (訓練実施経費）50，000円/月×定員26人×3月

(就職支援経費）20，000円/月×定員26人×3月

実施
地域

定員 託児
人数

１コース当たりの委託費の上限
（外税）

終了日

コース

番号

訓
練
種
類

訓練
分野

訓練コース名 訓練
期間

訓練設定期間 (凡例：◎開講月/○修了月/●訓練月/■開講修了月)
訓練
開始
月 開始日

9
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                                    （別紙１－１） 

平成２８年度委託訓練の業務委託仕様書 

（知識等習得コース、建設人材育成コース、デュアルシステムコース） 
 

                         群馬県立前橋産業技術専門校  
 

この仕様書は、平成２８年度に群馬県が実施する離職者等再就職訓練事業（職業訓練等業務

委託）の民間教育訓練機関を活用して実施する委託訓練の仕様書です。 

 

１ 委託訓練にかかる基本事項 

委託訓練は、職業能力開発促進法第１５条の６第３項に基づき、産業技術専門校（以下「専

門校」という。）が職業能力の開発及び向上について適切と認められる民間教育機関等の施

設に委託して実施するものです。 

当該訓練は専門校の行う公共の職業訓練とみなされ、受講生は専門校の訓練生となります。 

委託先には訓練の実施はもちろん、就職支援、訓練事務、雇用保険事務、施設設備の充実等

を含めてお願いすることになります。 

「国や群馬県に代わり離転職者の再就職のための職業訓練を実施している」という意識を

持って訓練を受託していただく必要があります。 

 

２ 委託訓練の目的 

委託訓練はカルチャースクールではありません。 

公共職業安定所に求職申込を行い、公共職業安定所長のあっせんを受けた方を対象として、

就職に必要な知識と技能を習得するために実施するものです。したがって、訓練生全員が産

業界に必要とされる職業能力を身に付け、就職できることを目指します。 

 

３ 委託する業務 

（１）訓練生の選考 

訓練生は専門校による入校選考を実施し決定します。専門校の要請に応じて、訓練生の

選考に参加してください。 

① 入校選考は、適性検査及び面接を原則実施としますが、応募者多数の場合は、面接

を問診票にかえることがあります。コースによっては筆記試験又は実技試験を実施

する場合があります。 

選考日・選考場所・選考方法等については、別途協議とします。 

なお、選考に係る費用については、委託費に含みます。 

② 入校選考の結果に基づいて、専門校による選考を行った上で、訓練生を決定します。 

（２）訓練 

① 入校式と修了式及びそれに伴うオリエンテーション 

② 学科訓練と実技訓練 

③ 訓練生個々に対する習得状況の把握と、習得度向上のための個別指導 
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④ その他、訓練の運営に伴う訓練生の指導 

⑤ 出欠状況に注意を払い、中途退校の防止に努めてください。 

（３）就職支援 

訓練期間中及び訓練修了後を通じて訓練生全員を就職させるため、下記①～⑨の他、 

最大限の就職支援策を講じてください。 

※④については、訓練期間１月を超えるコースは必須です。 

① 就職の促進に寄与するカリキュラムの設定 

応募書類の書き方、面接指導等の基本的な内容はもちろん、求人情報の集め方、パソ

コンによる求人検索の方法、業界セミナーやイベントへの参加、独自のセミナー開催

等、具体的な就職支援に取り組んでください。 

また、訓練期間１月以上の知識等習得コースについては、訓練期間の２／３経過後

に訓練生が就職活動を行う日として、午後に訓練を設定しない日を隔週１日以上設け、

この日に行った就職活動について就職活動報告書をもとに就職支援を行ってくださ

い。なお、当該就職活動日は求職者支援制度におけるハローワークへの来所日と同日

でも差し支えありません。 

② 就職支援責任者の設置 

③ 受講生の職歴・年齢等を考慮した個別のキャリア・コンサルティング 

④ ジョブ・カードの作成支援・能力評価等の管理 

⑤ 求人情報の提供 

⑥ 求人開拓と職業紹介（無料の職業紹介の届出又は許可を受けている場合及び有料職業

紹介の許可を受けている場合に限る。これら許可証がない場合は、一切、紹介行為に

かかわれないので、委託先としては許可を受けている方が望ましい。） 

⑦ セミナーやイベント等の案内 

⑧ ハローワークでの職業相談の勧奨 

訓練期間中は、訓練生に対して、訓練のない日や訓練時間外を活用して、ハロー

ワークへ訪問して職業相談を受けることを勧奨してください。 

訓練修了時及び訓練修了後は、就職状況を把握し、未就職者に対してハローワー

クへ訪問して職業相談を受けることを勧奨してください。 

⑨ 修了後の活動の支援 

訓練修了後も、訓練生の就職活動に係る継続的支援について、努めることとします。

修了生のうち未就職者に対しては、就職支援を毎月１回以上行う等、修了後３か月

後まで継続するよう努めてください。 

（４）訓練事務 

① 出欠席の管理及び指導 

出席表、欠席・遅刻・早退届等の管理、受講時間、修了要件等の管理 

※修了要件（概要） 

 ア 技能・知識の習得状況が修了に値すると認められる場合 

   イ 受講時間が学科及び実技の訓練時間のそれぞれ８０％以上 

   ウ 養成施設等の指定を受けている場合は、指定の要件に適合すること 
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② 指導日誌の記入 

出席表、欠席・遅刻・早退届、指導日誌の３つの簿冊の記載は一致させてください。 

③ 訓練に変更があった場合の、専門校及び訓練生への連絡(講師、時間割、教材等) 

④ 委託訓練実施状況報告書（月報告）の提出 

⑤ 実績報告書（訓練修了後の「業務完了報告」）の提出 

（５）雇用保険事務 

雇用保険事務は早急な事務処理が求められますので、指示された提出期日を厳守してく

ださい。 

急を要する場合には、専門校まで持参してください。 

主な業務は下記①～③のとおりです。 

① 受講届・通所届に係る事務処理と訓練生の指導 

② 受講証明書に係る事務処理と訓練生の指導 

③ 失業認定申告書他、公共職業安定所への提出書類の事務処理 

（６）職業訓練受講給付金・訓練手当事務 

前(５)の雇用保険事務に準じます。 

職業訓練受講給付金受給者については、「職業訓練受講給付金支給申請書」に委託先機関

で受講証明を行ってください。 

（７）資格試験受験の支援 

① 試験の案内と助言 

② 受験に向けた学習指導 

（８）各種手続きの取次ぎ 

受講証明書、退校願等、各種手続きの専門校への取り次ぎ 

（９）危機管理等 

① 訓練生の健康管理 

② 災害発生時の安全確保に備え、避難場所と避難経路の確保及び訓練生への周知、避難

誘導員の配置等、適切な危機管理対策 

③ 事故や災害等が発生した時の訓練生の安全確保のための対応 

④ トラブルや事故発生時における速やかな専門校への連絡 

⑤ 天災その他やむを得ない事情により休講する場合は、専門校と協議してください。 

（10）その他 

訓練生の円滑な訓練受講及び就職支援のため、巡回就職支援指導員をはじめとする県の

職員が委託先を随時訪問することがあります。巡回就職支援指導員等は、訓練や就職支

援等の実施状況を確認するとともに、的確な実施・就職支援等がなされていない場合は、

委託先機関に必要な指導・助言を行います。県の職員による調査･立ち入り検査等は、拒

否することはできません。 

 

４ 訓練日と訓練時間 

（１）休業日 

以下の日は休業日（訓練を行わない日）とし、休業日に訓練を実施したい場合及びこれ以
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外の休業日を設ける場合は、専門校と協議してください。 

① 土曜日、日曜日 

② 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

③ 夏休み ８月１３日～１５日 

④ 年末年始 １２月２９日～１月３日 

⑤ その他、専門校が指定した日 

（２）訓練時間 

   ① 職業訓練は昼間に行うものとし、訓練時間は１日６時間、週５日、１月あたり１００

時間を標準とします。ただし、育児等両立支援コースは、１日５時間以下とし、

１月あたり８０時間を標準とします（職場実習を１日６時間で設定する場合は、別途

協議すること）。 

② 法令に定めがある養成施設の訓練時間数については、厚生労働大臣の指定を受けた内 

容であることとします。また、訓練生がやむを得ない理由により訓練を欠席するなど 

し、資格取得に必要な所定の訓練時間数を満たせなくなった場合には、可能な限り補 

講を実施してください。補講の費用は原則無料としますが、資格取得に係る法定講習

であって無料補講等の実施が困難な場合は訓練コースの募集時にあらかじめ訓練受

講希望者に対し、費用負担額を周知してください。 

③ １時間は１時限（４５分以上６０分以内）とします。 

④ 入校式及び修了式は、訓練時間に含めません。 

⑤ 個別に行うキャリア・コンサルティングについては訓練時間に含めません。 

ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングのうち、出席管理の対象と

なり（あらかじめ科目設定されており、訓練時間内に実施するもの）、訓練生全員に対

し集合訓練として実施するジョブ･カード制度の説明等は、訓練時間に含むことも可能

です。 

⑥ その他、昼休み等については専門校と協議してください。 

（３）入校日と修了日 

①入校日は（１）休業日の翌日を除くものとし、それぞれ入校式、修了式とガイダンス

及び関連事務を実施してください。 

②入校式と修了式は訓練時間からは除外しますが、入校日及び修了日は訓練期間には含

まれます。 

 

５ カリキュラム 

（１）真に、訓練生の就職に資する内容としてください。 

（２）資格取得を目指した訓練を取り入れるなど、訓練生のモチベーションを継続させ高めさ

せる工夫をしてください。 

（３）知識習得に終えることなく、実務に役立つ内容としてください。 

（４）養成施設としての基準時間を超える訓練時間については、独自の提案をしてください。 

（５）訓練の中に就職支援の時間を設けること。 

講座内容：自己理解、仕事理解、職業意識、職場内のコミュニケーション、聴き方・話
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し方、ビジネスマナー、職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導等、受講

生の就職に資する各種取組み 

訓練時間：訓練期間１月以上は１８時間以上、訓練期間３月以上は３０時間以上 

また、デュアルシステムコースにおける訓練導入講習で、就職支援の内容を

行う場合は、就職支援の時間とみなすことができるものとする。 

※若年者を主な対象とした訓練コースについては、若年層の特性に配慮したカリキュ

ラムの設定（社会人として必要な能力やコミュニケーション能力の向上を図る科目を

多く設定等）とすること。 

（６）介護職員実務者研修及び介護職員初任者研修は、講座で得た技能等を実際の介護現場に

おいて実践するための職場実習を３０時間以上実施してください。実習にあたっては、

受講者の安全衛生に十分配慮するとともに、職場見学・職場体験とならないように注意

してください。 

実習先の選定にあたっては、訓練生の就職に資するよう受講生の住所地、就職希望等を

配慮すること。また、複数の種類の施設を実習できるよう努めてください。 

（７）若年者を主な対象とした訓練コースは、訓練コース修了後に想定する職種等に関する

職場体験等（職場見学、職場体験、職業人講話等）を、就職支援の時間とは別に６時間

以上設定すること。 

（８）求職者支援制度の対象者がハローワークへ来所できる日を確保できるよう、カリキュラ

ム設定に配慮してください（各算定月経過後の１週間以内の平日に休講日を半日以上設

定するなど）。 

当該時間は就職活動日として、訓練生に対して、ハローワークで職業相談を受けるこ

とを勧奨すると共に、訓練生の就職活動状況を把握し就職支援を実施してください。 

（９）訓練の後期において、訓練生が就職活動を行える時間を確保してください。 

訓練期間１月以上の知識等習得コースについては、訓練期間の２／３経過後に訓練生が

就職活動を行う日として、午後に訓練を設定しない日を隔週 1 日以上設けてください。

なお、当該就職活動日は上記（８）の求職者支援制度におけるハローワークへの来所日

と同日でも差し支えありません。 

当該時間は就職活動日として、訓練生に対して、ハローワークで職業相談を受けること

を勧奨すると共に、訓練生の就職活動状況を把握し就職支援を実施してください。 

（10）優先交渉者となった場合、速やかに、訓練実施日程の調整を行った上で訓練日程表を作

成し、専門校の承認を受けるものとします。 

（11）委託先の決定にあたって、カリキュラムの一部を専門校で修正する場合があります。 

 

６ パソコンを使用する場合 

（１）訓練に使用するパソコンは、訓練生１人につき１台を確保してください。 

（２）ＯＳは Windows Vista 以降とし、ソフトウエアは同一バージョンとしてください。 

 

７ 訓練を実施する施設・設備 

（１）訓練の運営に支障の無い範囲であれば、訓練実施場所と事務業務等を行う場所は離れて 
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いても問題ありません。 

（２）訓練環境については、より好環境で訓練が実施できるように、訓練生一人あたり 1.65

㎡以上の広さを確保してください。 

 

８ 事務局体制 

（１）訓練を実施する施設には、下記①～④の者すべてが配置され、訓練を適切に運営できる

体制を整えてください。 

① 年間を通して、訓練全般に係る責任者が常勤していること。 

② 年間を通して、訓練に係る事務担当者が１名以上常勤していること。 

③ 受講中の訓練生からの質問、苦情等に対し、適切に対応できる担当者が明確になって

いること。 

④ 訓練修了者に対する就職支援体制を確保すること。 

（２）電話、ＦＡＸ、郵便物、Ｅメール等、日常的に専門校から連絡が取れる体制を整えてく

ださい。 

 

９ 指導体制 

（１）講師の資質 

講師は、下記①～③のいずれかに該当している者で、訓練を効果的に指導、運営できる

専門知識、能力、経験を有し、１年以上の講師経験を有する者とします。 

① 職業訓練指導員免許を有する者 

② 職業能力開発促進法第３０条の２第２項に該当する者 

③ 講師として相応しい資格と経験を有していると、専門校が認めた者 

※パソコン関連の訓練指導者についての追加要件として以下のいずれかに該当するものと

します。 

   ア Microsoft Office Specialist Word･Excel Expertの資格、情報通信関連訓練と関

係の深い内容についての指導経験、ＩＴ機器導入の支援の業務等、日常的にＩＴ機器

の利用法等についてユーザーに説明する業務に従事した経験等が１年以上あること。 

   イ MOT（Microsoft Official Trainer）2007～を有すること。 

   ウ MCT（Microsoft Certified Trainer）を有すること。 

 

（２）講師の人数 

① 学科にあっては訓練生３０人に１人以上、実技にあっては訓練生１５人に１人以上の

配置としてください。 

② パソコン操作を伴う訓練は実技です。 

 

10 個人情報の保護 

訓練生の個人情報の取り扱いに当たっては、群馬県個人情報保護条例の関係規定が適用

されます。当該訓練の従事者は、個人の権利、利益を侵害することがないように誠実に

職務を行ってください。 
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11 自己負担額 

（１）公共職業訓練の受講料は無料なので、教科書、教材等訓練生個人の所有となるもの以外

の経費の徴収は認められません。従って、実習経費等が発生する場合は、すべて訓練実

施経費で賄ってください。 

    資格取得に係る法定講習であって無料補講等の実施が困難な場合は訓練コースの募集

時にあらかじめ訓練受講希望者に対し、費用負担額を周知してください。 

（２）教材費は自己負担となることから、必要最小限にしてください。なお、自作テキスト等

の販売価格の無い教材は、無償配布を原則とし、やむを得ない場合は、受講生が客観的

にみて妥当と思われる金額を設定してください。また、訓練生に自己負担額の徴収額、

徴収時期を事前に明示してください。 

（３）パンフレット等に記載した金額以上の受講者負担は行わないでください。 

   ※訓練修了に必要不可欠でない費用は、受講者の任意とすること。 

（４）教材費に消耗品等は含めないでください。 

（５）就職支援、就職状況把握に係る費用については、すべて訓練実施経費の中で賄ってくだ

さい。 

 

12 事務担当者・就職支援責任者の研修会 

委託先の事務担当者・就職支援責任者等と訓練の実施等に伴う打ち合わせを行います。 

また、必要に応じて研修会を行う場合もありますので、その際は参加してください。 

（１）訓練の実施方法等について 

（２）訓練実施状況報告・就職状況報告・雇用保険等の事務処理について 

（３）中途退校の防止及び事務処理について 

（４）訓練に係る各様式について 

（５）就職支援について 

（６）その他 

 

13 就職状況調査 

訓練修了時（中途退校者は退校時）及び訓練修了９０日以内における、訓練生個々の就職状

況を把握し、報告してください。 

訓練期間が１月以上のコースについて、訓練修了後は、随時、就職状況を把握することに努

め、訓練修了３０日、６０日ごとに、就職状況を報告してください。 

就職状況の調査等に要する経費は、すべて委託費で賄ってください。 

 

14 受講生の募集活動 

専門校が実施する委託訓練について、訓練生の募集活動に協力してください。 

また、募集期間中に訓練内容説明会を訓練場所で２回程度実施する場合があります。会場の

設営や説明等ご協力ください。 
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15 その他 

契約締結後のカリキュラム、訓練日程、訓練時間等の変更は、原則として認められません。 

やむを得ず変更の必要が生じた場合は、速やかに専門校と協議してください。 
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（別紙１－２） 

平成２８年度委託訓練の見積り、契約及び就職支援に係る留意事項 

 
群馬県立前橋産業技術専門校 

 
この留意事項は、平成２８年度に群馬県が実施する離職者等再就職訓練事業で民間教

育訓練機関等を活用して実施する委託訓練に関するものです。 

 

１ 契約の特定条件 

（１）契約保証金 

契約保証金は契約金の１０／１００以上ですが、群馬県財務規則第１９９条第３号及

び第６号に該当する場合は免除となることがあります。 

●群馬県財務規則第１９９条第３号（抜粋） 

知事が必要と認めた資格を有する者で、当該契約が確実に履行されると認められると

き。具体的には、群馬県の「物品等購入契約資格者名簿」に登録してある場合です。 

●群馬県財務規則第１９９条第６号（抜粋） 

随意契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認められるとき。 

（２）前払金 

ありません。 

（３）支払時期 

①訓練実施経費等（就職支援経費以外）： 

訓練終了し、業務完了後、額を確定し支払う。 

②就職支援経費： 

訓練修了９０日以内の就職状況報告を受けて、額を確定し支払う。 

    

２ 契約 

（１）優先交渉者に選定された事業者にあっては、後日改めて、見積書を提出していた

だいたうえで契約を締結します。企画提案で提出した参考見積書の金額で契約とな

るとは限りません。 

（２）募集定員に応募者が満たない場合、応募や入校の辞退者が出た場合や中途退校等、

委託人数は変動するため、必ずしも募集定員数での入校や契約金額での支払いを確

約するものではありません。 

（３）職場実習を実施する場合は、実習先は委託先機関が開拓するものとし、訓練生の住所

地近くとなるよう配慮すること。 

（４）デュアルシステムコースの実習先は委託先機関が開拓するものとし、受託企業等の

確保及び実習型訓練の適切な訓練実施の管理を責任を持って確実に行うこと。 

   また、委託先機関は当該実習型訓練を開始する前までに、実習型訓練を行う企業

と再委託契約を締結することを原則とし、当該契約書の写しを提出してください。

当該契約書には、実習内容、実習期間、実習時間、受講生の管理体制について明

記することとします。 
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３ 委託費 

委託費の支払基準は以下のとおりです。 

（１）委託費の上限は次のとおりです。（すべて外税） 

   ○建設人材育成コース（フォークリフト実践コース） 

・訓練実施経費 訓練生１人１月あたり  １００，０００円 

○訓練期間１月を超える知識等習得コース 

・訓練実施経費 訓練生１人１月あたり  ５０，０００円 

・就職支援経費 訓練生１人１月あたり  ２０，０００円 

・託児サービス 児童１人１月あたり   ６６，０００円（託児設定コース） 

○デュアルシステムコース 

    ・訓練実施経費 訓練生１人１月あたり  ６０，０００円 

    ・訓練導入講習 訓練生１人あたり     ８，０００円  

    ・評価手数料  訓練生１人あたり     ４，８８０円 

※ １月とは、暦月ではなく、訓練開始日又はそれに応当する日を起算日とし、翌月の

応当日の前日までの区切られた１月（以下「算定基礎月」という。）をいいます。 

※ 算定基礎月各月において、あらかじめ定められた訓練時間の８０％に相当する時間

の訓練を受講した者を対象に委託費を算定し、委託先に支払いを行います。ただし、

訓練開始日から訓練修了日までの全訓練期間（中途退校した場合は退校までの期間）

における訓練時間の８０％以上に相当する時間の訓練を受講したものに対しては、前

述にかかわらず、全訓練期間について支払い対象の算定基礎月とします（以下「支払

対象月」という。）が、年度を超える通算はしません。 

補講費用は訓練生から徴収しないものとしますが、資格取得に係る法定講習であって補

講等に係る費用を訓練生から徴収する場合は、補講等分の時間は委託費の算出対象となる

受講時間の算定に含めません。 

※ １月当たりの訓練時間が１００時間未満の場合は、訓練時間の割合で按分します。 

※ 訓練期間が３月を超える場合は、就職支援経費は３月が上限です。 

  詳細は、「４ 就職支援経費」を参照。 

（２）入校生数は定員が上限となります。 

（３）入校生が定員に満たない場合には、訓練生１人当たりの金額に欠員数を乗じた金

額を、当初契約金額から減額します。 

（４）訓練生が中途退校した場合は減額します。欠席が連続して退校となった場合は、

連続欠席が始まった日の前日を退校日とします。 

ア １か月単位に減額します。 

イ 中途退校した月については日割り計算を行います。ただし、当該月の訓練が行

われた日数が１６日以上又は訓練が行われた時間が９６時間以上のいずれかに

該当する場合は、減額しません。 

ウ（１）※の支払対象月のみ算定対象になります。 

    

４ 就職支援経費（訓練期間１月を超える知識等習得コースのみ） 

就職率の向上とともに、求職者の安定的な雇用の実現を図るため、委託先機関におい

て実施した訓練コースの安定的な雇用に係る就職率に応じて、就職支援経費を支給しま

す。 

（１）就職支援経費の対象となる就職者の定義 
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① 訓練修了後３か月以内（訓練修了日の翌日から起算して９０日以内のこと。）に就

職（中退就職を含む）又は内定した者のうち、「雇用期間の定め無し」又は「雇い

入れの日から起算して１２０日以上」の雇用期間により雇い入れられた者、かつ週

の所定労働時間が 20 時間以上の労働時間で雇い入れられた者及び自営を開始した

者とします。 

② 就職した者のうち、一般労働者派遣事業（登録型派遣事業）により派遣される場合

は、就職者は訓練修了後３か月以内に派遣先に就業（就業予定は除く）した者に限

ります。 

③ 自営業の場合は、訓練修了後３か月以内に設立又は開業し、かつ法人設立届出書又

は個人事業開廃届出書の写しを提出した者に限ります。 

④ 委託事業者又はその関連事業者に雇用された又は内定した場合は、雇用保険の加入

者又は加入予定者に限り、雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写しの提出が必

要となります。 

⑤ 就職の認定には、群馬県が定める就職状況報告書と就職証明書等が必要です。 

（２）就職支援経費就職率 

次の式で算出します。 

就職支援経費就職率（％）＝（対象就職者数)÷（訓練修了者数＋対象就職者のうち  

中退就職者数)×100（小数点以下第１位を四捨五入） 

※ 中退就職者とは、中退時点で就職者の定義を満たしていた者とします。 

（３）就職支援経費の単価は就職支援経費就職率に応じて次のとおりとなります。 

就職支援経費就職率 単価（外税）／人・月 

８０％以上 ２０，０００円 

６０％以上８０％未満 １０，０００円 

６０％未満 支給無し 

（４）算定方法 

訓練生数×対象月数（３月を超える訓練であっても、修了月を含む直前３月のみ）

×就職支援経費 

※  ただし、訓練生が中途退校した場合及び１月当たりの訓練時間が１００時間未満

の場合は、訓練実施経費に準じて減額します。 

（５）不正受給に対する措置 

就職状況の虚偽報告が行われた場合、就職支援経費の支払い停止又は支払った就職支

援経費の返還だけでなく、不正行為に係る処分を通知した日から３年間受託機会がなく

なります。併せて、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からも同様に３年間、

受託機会がなくなります。 

 

５ ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング及び能力評価について 

Ａ 訓練期間１月を超える知識等習得コース 

委託先機関にジョブ・カード作成アドバイザー（登録キャリア・コンサルタント）

を配置のうえ、「キャリアプランシート（様式１）」「職務経歴シート（様式２）」

「職業能力証明シート（様式３－１（免許・資格）、様式３－２（学習歴・訓練歴）、

様式３－３－２－２（訓練成果・実務成果））」を活用したキャリア・コンサルティ

ングを実施し、ジョブ・カードの作成支援を行ってください。 
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なお、ジョブ・カード作成アドバイザー（登録キャリア・コンサルタント）の配置

体制が企画提案時に整わない場合には、訓練の開始前までに確実に配置すること。 

  キャリア・コンサルティングを訓練期間中に、原則３回以上実施してください。 

 Ｂ デュアルシステムコース 

 （１）職業能力証明シートの作成 

委託先機関は「職業能力証明シート（様式３－３－１－１（訓練成果・実務成果）（企

業実習・ＯＪＴ用））」を作成し、実習型訓練の開始前までに受講生に提示すること。

職業能力証明シートの作成に当たっては、訓練成果が客観的かつ公正に評価される

よう、モデル評価シートや汎用性のある評価基準に基づき、実習型訓練の内容を

踏まえ専門校と協議の上作成すること。 

（２）能力評価の実施 

  ①受講者による自己評価 

   受講者が職業能力証明シートの内容に基づき自己評価を実施するのに必要な助言、

協力を行い、受講生による自己評価を行った職業能力証明シートを実習型訓練の修

了日までに実習先企業へ提出するようにしてください。 

② 実習先企業による受講者の能力評価の実施 

   受講者から職業能力証明シートの提出を受けた実習先企業は、速やかに受講者の

能力評価を行い、職業能力証明シートを作成し、ジョブ・カードを持参してキャリ

ア・コンサルティングを受けることを勧奨してください。 

（３）評価手数料 

  実習型訓練修了後に受講者の能力評価を行い、職業能力証明シートを作成した場合

には、評価手数料を支払います。 

  ※受講者に対し、能力評価を行わなかった場合は支払いません。 

 

６ 就職支援責任者の設置について 

訓練期間１月以上のコースは必須です。ただし、フォークリフト実践コースについ

ては、（２）及び（５）を除く。 

訓練生の就職支援を行うため、就職支援責任者を設置し、以下の業務を行ってくだ

さい。 

（１）過去の訓練生に対する就職実績等を踏まえ、受講者に対する就職支援を企画、立

案すること  

（２）訓練生に対するキャリア・コンサルティング、ジョブ・カードの作成の支援等の

就職支援が適切に実施されるよう管理すること  

（３）就職支援に関し、公共職業能力開発施設、公共職業安定所等の関係機関及び訓練

修了生の就職先候補となる事業主、事業主団体等と連携し、情報を確保し、訓練修

了生に案内等情報提供が行えるようにすること  

（４）訓練修了生及び就職を理由として中途退校した者の就職状況を把握、管理するこ

と  

（５）訓練実施日数のうち５０％以上の日数は、当該訓練の就職支援責任者が当該訓練

実施施設で業務を行うこととする。ただし、実習型訓練期間中については、訓練実

施施設に限らず、適切な就職支援が可能な場所において業務を行うことができる。 

（６）就職支援責任者は、ジョブ・カード作成アドバイザー（登録キャリア・コンサル

タント）であることが望ましい。 
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７ デュアルシステムコースにおける訓練導入講習について 

（１）訓練受講の目的を明確化して就職意欲を喚起するとともに対象者の職業能力を

効果的に高めるための訓練導入講習を行うものとし、当該訓練時間は、２４時間以

上６０時間以下の範囲とします。訓練導入講習は、訓練受講の目的を明確化し、職業能

力を効果的に高めるために実施するものであり、訓練期間の初期に実施することが望まし

いです。 

（２）訓練導入講習部分については、各委託先のノウハウや経験を反映しつつ、次の

①から⑤までに掲げる内容を盛り込むこととし、③に掲げる内容は必ず実施してく

ださい。 

① 当該委託訓練の修了後に予想される就職先の職種に関する求人、労働条件、

必要な免許･資格･実務経験等、雇用の状況に関する理解の促進に資するもの 

② 当該委託訓練の修了後に予想される就職先の職種について、企業等が求める

人材像の理解の促進に資するもの 

③ 当該委託訓練の修了後に予想される就職先の職種について、関係事業所を訪

問しての現職従事者との意見交換、模擬実習体験等当該職種の職業体験機会と

なるもの（単なる事業所見学にならないよう留意すること。） 

④ 当該委託訓練の受講意欲の喚起に資するもの 

⑤ 職業に必要なビジネスマナーの向上に資するもの 

（３）訓練導入講習が当該訓練において一体的に実施されるものであることに鑑み、

訓練実施経費における「１月当たりの訓練時間が１００時間未満の場合の按分」及

び「あらかじめ定められた訓練時間の８０％に相当する時間の訓練を受講した者を対

象に支払」は、訓練導入講習を当該月の座学訓練又は実習型訓練の訓練時間と合

計して算出してください。なお、訓練導入講習費については、適用しません。 

また、受講生が中途退所した等により、訓練導入講習が行われた時間が、２４

時間未満の場合には、訓練導入講習費を支払わないものとします。 

 

８ 育児等両立支援コースについて 

○育児等の両立のために訓練時間に配慮が必要な者を対象として、１日あたりの訓練

時間を短く設定するもので、次のコースが対象となります。 

パソコン基礎コース③ 

※訓練を提案するにあたり、託児サービスを付加することが理想です。 

託児提案児童数は、各コース４名を上限とします。 

（１）訓練対象者は、次の者を優先的に入校できることとし、定員に残がある場合

はその他の者も受講できることとします。 

①育児等により、１日あたりの職業訓練の受講時間に一定の配慮が必要と認めら

れる者。 

ア 育児：小学生以下の児童がいることが確認できた場合。 

イ 介護：同居又は近隣に居住する親族が、介護サービスを受けるための要介

護、要支援の認定を得ていることが書面により確認できた場合。 

②母子家庭の母及び父子家庭の父等 

（２）訓練時間は、概ね９～１５時の間に訓練を実施し、１月あたり８０時間を標準

とします。 

（３）訓練（キャリア・コンサルティングを含む）は、育児等と仕事の両立、母子家
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庭の母等の就職を支援する内容としてください。また、次の各内容を盛り込んだ

ものとしますが、受講対象者の様態等を考慮し、柔軟に設定してください。 

   ①地域における雇用失業情勢、母子家庭の母等を取り巻く雇用の状況に関する理

解の促進に資するもの 

②企業が求める人材像の促進に資するもの 

③自己の職業適性等の理解の促進に資するもの 

④職業に必要なビジネスマナーの向上に資するもの 

⑤企業の就業現場の理解の促進に資するもの 

⑥職業能力開発に関する理解の促進に資するもの 

⑦県や市町村の各種制度 

 

９ 託児サービスについて 

（１）対象者は、就学前の児童の保護者で、職業訓練を受講することによって、当該

児童を保育することができない者、かつ、同居親族その他の者が当該児童を保育

することができない者です。 

（２）訓練実施場所の施設外において、訓練実施機関自らが又は委託により託児サー

ビスを提供する場合は、訓練実施場所から通所可能な距離にある託児サービス機

関を確保してください。 

（３）託児サービスに係る委託費の単価は、個々の積み上げによる実費とし、児童１

人１月あたり６６，０００円（外税）を上限とします。 

  ※また、受講生が中途退校した場合や託児サービスの利用を中止した場合の取り

扱いについては、訓練実施経費に準じて減額しますが、「１月当たりの訓練時間が１

００時間未満の場合の按分」及び「あらかじめ定められた訓練時間の８０％に相当す

る時間の訓練を受講した者を対象に支払」は適用外とします。 

（４）託児サービス提供機関は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める

保育所、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、認定こども園、認可外保育施設、

一時預かり事業を行う施設とし、託児中の事故等に備え、傷害保険、賠償責任保

険等に加入すること、児童福祉法等の関係法令及び通知を遵守すること、託児サ

ービスの実施に係る日誌の作成及び報告をすることとします。 

（５）託児サービスの利用料は無料としてください。ただし、託児サービス利用料に

含まれない食事・軽食（ミルク・おやつを含む）代、おむつ代等実費分について

は、受講者の負担とすることができますが、受講生募集時に必ず書面にて受講生

に周知してください。 

（６）提案した託児サービスについては、確実に実施できるよう託児サービス提供機

関に定員分を必ず確保してください。また、訓練が行われる日は、託児サービス

を利用することができるようにしてください。託児サービス利用希望者がいない

場合は、託児サービスを利用しない可能性があります。 

（７）託児サービス提供機関から託児サービス利用状況を報告させ、託児サービスの

利用状況の管理・報告を行ってください。 

（８）提案する際には、託児提供機関に託児サービスの制度を充分に説明し、理解を

得てください。 

 



知識等習得コース

介護職員初任者研修⑦

２６人

平成28年12月～平成29年3月

３ヶ月

300時間

◎介護職員初任者研修
　（※習得資格）

￮ 介護報酬請求事務技能検定

　介護職員初任者研修取得に必要な技能の他、
サービス接遇、介護サービスなど幅広い技能を習
得し、介護現場で活躍できる人材を育成する。
　また、職場実習を行うことにより、技能をより実
践的なものとするとともに社会人としての基礎能
力を習得し、質の高い業務を遂行できる人材を目
指す。

・高齢者介護福祉施設
・病院施設
・デイサービスセンター

有り（30時間以上）

ジョブ・カードの作成支援を行ってください。その他

委託訓練コース別仕様書

訓練目標
(目標資格）

◎必須
￮  任意

※資格名は例示：同等程度に
変更や、例示以外も提案可能

仕上がり像

想定職種・職務

職場実習

訓練種類

コース名

定員

訓練設定期間

訓練期間

訓練時間（標準）
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