
月 番号 実施地 対 象 者 訓　練　内　容 取得資格

求職者（公共職業安定所長より受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる方）
☆雇用保険受給者で要件を満たしている方は、基本手当のほかに受講手当・通所手当が支給されます。

所轄の公共職業安定所に入学願書を提出してください（受付は平日の午後５時まで）

　※訓練科目によって募集期間が異なりますのでご確認ください。

　※入学願書は各公共職業安定所に用意してあります。

筆記試験・面接等を行います。（応募人数が定員以下の場合は、筆記試験を実施しないことがあります）
■選考会場：訓練科目により会場は違いますので、募集要項を確認してください。

■札幌市内の訓練では、応募者が定員の２倍を超えたときは抽選を実施し、受験者を決定する場合があります。

1
0
月

1
1
月

76 パソコン経理科⑥ 千歳市
一般求職者
（緊急）

15名
簿記会計に関する基礎的な知識及びパソコン操作技能を習得し、
関連職種への就職を目指す。

ワープロ・表計算検定３級、簿記
３級

77 パソコン実務科④ 滝川市
一般求職者
（緊急）

15名
パソコンの初心者から中級者の方がビジネスアプリケーションの
基礎からレベルアップするために必要な知識や操作について習得
し、関連職種への就職を目指す。

対 象 者 ……………

11月25日(木)

千歳職業技術専門校
(千歳市真々地２丁目4-8)

9月17日(金)

11月25日(木)

大原簿記情報専門学校 札幌校
(札幌市北区北６条西８丁目８番地1)

9月30日(木)

11月5日(金)～ ～

2月24日(木) 10月21日(木)

75 パソコン中級科⑦ 札幌市
一般求職者
（緊急）

30名
ワープロ・表計算等の基本操作ができる方がビジネスアプリケー
ションの基礎からレベルアップするために必要な知識や操作につ
いて習得し、関連職種への就職を目指す。

ワープロ・表計算検定２級

11月5日(金)～ ～

2月24日(木) 10月27日(水)

ワープロ・表計算検定３，２級

11月26日(金)

中空知地域職業訓練センター
(滝川市流通団地３丁目６番23号)

9月21日(火)

11月8日(月)～ ～

2月25日(金) 11月1日(月)

10月25日(月)～

3月11日(金) 10月19日(火)

～

3月16日(水) 10月22日(金)

野澤ビジネススクール 倶知安校
(倶知安町北１条西２丁目8-4 スズキビル2F)

10月28日(木)～

野澤ビジネススクール 余市校
(余市町大川町２丁目21　名店街ビル２階)

9月7日(火)

～

9月10日(金)

10月28日(木)～ ～

3月11日(金) 10月18日(月)

簿記３級
ワープロ・表計算検定３級

11月12日(金)

アイ日本総合ビジネス学院 札幌校
(札幌市中央区南1条西5丁目20 郵政福祉札幌第一ﾋﾞﾙ8F)

9月16日(木)

10月20日(水)

10月15日(金)～ ～

2月3日(木) 10月13日(水)

ワープロ・表計算検定３級、簿記
３級

～

3月8日(火) 10月5日(火)

VBAスタンダード検定

11月9日(火)

富士通Ｊａｐａｎ㈱ FOMユニット
(札幌市中央区北１条西２丁目１　札幌時計台ビル７階)

9月13日(月)

11月4日(木)

73 パソコン実践科⑤ 余市町
一般求職者
（緊急）

15名

基礎的なワープロ・表計算等のビジネスアプリケーション操作技
能、セキュリティーに関する知識及び広告・パンフレットの作成
を行うためのDTP基礎技術を習得し、関連職種への就職を目指
す。

倶知安
町

11月17日(水)

一般求職者
（緊急）

20名

基礎的なワープロ・表計算等のビジネスアプリケーション操作技
能、セキュリティーに関する知識及び広告・パンフレットの作成
を行うためのDTP基礎技術を習得し、関連職種への就職を目指
す。

ワープロ・表計算検定３，２級

11月12日(金)

74 パソコン実践科⑥ ワープロ・表計算検定３，２級

10月12日(火)～ ～

1月28日(金) 9月27日(月)

医療事務管理士技能認定試験

10月29日(金)

一般求職者
（緊急）

72
経理労務事務科
（デュアル）

札幌市
一般求職者

（デュアル）
30名

企業内での経理事務及び労務事務に関する知識と技能を習得し、
関連職種への就職を目指す。

71 Excelマスター科② 札幌市
一般求職者
（緊急）

15名
Excelのマクロを中心にVBAの実践的な知識と技能を習得し、関
連職種への就職を目指す。

70 パソコン経理科⑤ 滝川市
一般求職者
（緊急）

15名
簿記会計に関する基礎的な知識及びパソコン操作技能を習得し、
関連職種への就職を目指す。

中空知地域職業訓練センター
（滝川市流通団地3丁目6番23号）

～

8月30日(月)

在宅訓練（スクーリング含）を通じて、簿記３級を取得する事を
目標に、簿記会計に関する知識と技能及び税務実務に関する知識
と技能を習得し、関連職種への就職を目指す。

10月4日(月)～ ～

1月21日(金) 9月30日(木)

ファイナンシャル・プランニング
技能検定３級、ワープロ・表計算
検定 ３、２級

10月22日(金)

美唄地域人材開発センター
（美唄市東明1条1丁目2-1）

アイ日本総合ビジネス学院 札幌校
(札幌市中央区南1条西5丁目20 郵政福祉札幌第一ﾋﾞﾙ8F)

～

1月31日(月)

30名
パソコン初心者の方がワープロ・表計算等のビジネスアプリケー
ションの基礎的な知識と操作及びセキュリティに関する基礎的な
知識を習得し、関連職種への就職を目指す。

ワープロ・表計算検定３級

9月7日(火)

10月14日(木)～

9月29日(水)

8月24日(火)

9月27日(月)～ ～

2月18日(金) 9月13日(月)

MOS エキスパート（Word、
Excel）

10月19日(火)

富士通Ｊａｐａｎ㈱ FOMユニット
(札幌市中央区北１条西２丁目１　札幌時計台ビル７階)

一般求職者
（緊急）

15名

11月2日(火)

一般求職者
（緊急）

30名

8月18日(水)

一般求職者
（緊急）

15名
総務事務に必要な給与計算、各種社会保険等に関する知識、資産
運用、設計に関する知識及びパソコン操作の技能を習得し、関連
職種への就職を目指す。

病院等での受付・会計・保険請求・診療請求の知識と技能を習得
し、関連職種への就職を目指す。

9月3日(金)
ニチイ学館 札幌支店 JRタワー教室
(札幌市中央区北５条西２丁目5　JRﾀﾜｰｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞさっぽろ
18階)

一般求職者
（緊急）

15名
Java言語を用いたプログラミングに関する実践的な知識と技能を
習得し、関連職種への就職を目指す。

8月19日(木)

9月24日(金)～ ～

1月13日(木) 9月16日(木)

8月19日(木)

9月24日(金)～ ～

3月11日(金) 9月8日(水)

Oracle Certified Java
Programmer,Bronze SE 7/8

10月14日(木)

㈱GKI札幌ラーニングセンター
(札幌市中央区北5条西6丁目1-23第2道通ビル6F)

ワープロ・表計算検定３級

10月14日(木)

コンパス IT工房パソコン教室
(札幌市白石区栄通18丁目６番15号)

障がい者
（精神・身

体）
4名

障がいのある方を対象とし、基礎的なワープロ・表計算等のビジ
ネスアプリケーションの操作を習得し、関連職種への就職を目指
す。

9月16日(木)～ ～

2月4日(金) 9月8日(水)

8月16日(月)

9月17日(金)～ ～

3月4日(金) 9月3日(金)

野澤ビジネススクール 小樽校
(小樽市堺町５番１号 道通ビル5F)

8月19日(木)

9月24日(金)～ ～

1月13日(木) 9月8日(水)

10月14日(木)

キャリアバンク高等職業能力開発校
(札幌市中央区北５条西５丁目７　sapporo55ﾋﾞﾙ5F)

10月8日(金)

大原簿記情報専門学校 札幌校
(札幌市北区北６条西８丁目８番地1)

一般求職者
（緊急）

30名

59
CADエキスパート
科②

ワープロ・表計算検定３，２級

病院等での保険請求・診療請求の知識と技能を習得し、関連職種
への就職を目指す。

札幌市
一般求職者
（緊急）

30名
ＣＡＤによる図面作成の操作方法及び建築に関する基礎知識を習
得する事で、実践的な建築図面作成の知識と技能を習得し、関連
職種への就職を目指す。

ＣＡＤ利用技術者試験２次元２
級、建築CＡＤ検定３級、２級

医療事務管理士技能認定試験

一般求職者
（緊急）

30名

60 パソコン実践科④ 小樽市
一般求職者
（緊急）

20名

ワープロ・表計算等の基本操作ができる方がビジネスアプリケー
ションの基礎からレベルアップするために必要な知識や操作につ
いて習得し、関連職種への就職を目指す。

61

62

基礎的なワープロ・表計算等のビジネスアプリケーション操作技
能、セキュリティーに関する知識及び広告・パンフレットの作成
を行うためのDTP基礎技術を習得し、関連職種への就職を目指
す。

経理税務科② 札幌市
一般求職者
（緊急）

30名
簿記２級を取得する事を目標に、簿記会計に関する知識と技能及
び税務実務に関する知識と技能を習得し、関連職種への就職を目
指す。

ワープロ・表計算検定２級

簿記２級、法人税法能力検定２級

9月28日(火)

10月7日(木)

10月5日(火)

9月17日(金)

中空知地域職業訓練センター
（滝川市流通団地3丁目6番23号）

～

3月4日(金)

8月3日(火)

9月7日(火)～ ～

11月26日(金) 8月24日(火)

8月31日(火)～ ～

12月16日(木) 8月27日(金)

鹿光学習センター
(札幌市中央区北５条西14丁目1-42)

9月14日(火)～

8月31日(火)

青山建築デザイン・医療事務専門学校
(札幌市中央区北５条西１４丁目1-42)

8月10日(火)

8月3日(火)

57 パソコン基礎科⑫ 滝川市
一般求職者
（緊急）

15名
パソコン初心者の方がワープロ・表計算等のビジネスアプリケー
ションの基礎的な知識と操作及びセキュリティに関する基礎的な
知識を習得し、関連職種への就職を目指す。

7月20日(火)

56 パソコン経理科④ 札幌市
一般求職者
（緊急）

30名
簿記会計に関する基礎的な知識及びパソコン操作技能を習得し、
関連職種への就職を目指す。

ワープロ・表計算等の基本操作ができる方が、ビジネスアプリ
ケーションの基礎からレベルアップするために必要な知識や操作
およびホームページの制作、管理について習得し、関連職種への
就職を目指す。

7月15日(木)

55
ﾊﾟｿｺﾝﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作
科②

札幌市
一般求職者
（緊急）

20名

ワープロ・表計算検定３級

8月2日(月)

9月16日(木)

大原簿記情報専門学校 札幌校
(札幌市北区北６条西８丁目８番地1)

8月30日(月)～ ～

12月13日(月) 8月20日(金)

Webクリエーター能力検定試験
スタンダード

7月14日(水)

8月24日(火)～ ～

12月9日(木) 8月4日(水)

ワープロ・表計算検定２級

9月10日(金)

アイ日本総合ビジネス学院 札幌校
(札幌市中央区南1条西5丁目20 郵政福祉札幌第一ﾋﾞﾙ8F)

9月14日(火)

パソコンスクールパルティス 時計台本校
(札幌市中央区北1条西3丁目3 MNﾋﾞﾙ1F)

20名

8月26日(木)～ ～

12月15日(水) 8月10日(火)

8月24日(火)～ ～

3月8日(火) 8月3日(火)

介護職員実務者研修

9月9日(木)

あずみ福祉カレッジ
(札幌市西区琴似2条3丁目1-3 テーオービル3F)

8月20日(金)～ ～

12月7日(火) 8月17日(火)

ワープロ・表計算検定３級

9月8日(水)

キャリアバンク高等職業能力開発校 岩見沢教室
(岩見沢市志文町309番地51)

ワープロ・表計算検定３級、簿記
３級

20名
パソコン初心者の方がワープロ・表計算等のビジネスアプリケー
ションの基礎的な知識と操作及びセキュリティに関する基礎的な
知識を習得し、関連職種への就職を目指す。

一般求職者
（緊急）

7月12日(月)

7月13日(火)

9月7日(火)

江別市勤労者研修センター
(江別市緑町西１丁目103)

7月12日(月)

岩内地域人材開発センター
（岩内町字東山8番地16）

7月12日(月)

ワープロ・表計算等の基本操作ができる方がビジネスアプリケー
ションの基礎からレベルアップするために必要な知識や操作につ
いて習得し、関連職種への就職を目指す。

パソコン初心者の方がワープロ・表計算等のビジネスアプリケー
ションの基礎的な知識と操作及びセキュリティに関する基礎的な
知識を習得し、関連職種への就職を目指す。

ワープロ・表計算検定３級

8月17日(火)～ ～

11月30日(火) 8月12日(木)

パソコン初心者の方がワープロ・表計算等のビジネスアプリケー
ションの基礎的な知識と操作及びセキュリティに関する基礎的な
知識を習得し、関連職種への就職を目指す。

ワープロ・表計算検定３級

9月1日(水)

8月23日(月)～ ～

12月6日(月) 8月16日(月)

ハロートレーニング（公共職業訓練）　　急がば学べ！　ハロートレーニングで目指せ再就職！！

◆◆◆◆◆◆◆募集訓練科◆◆◆◆◆◆◆

訓　練　科　名 定 員 訓 練 期 間 訓 練 実 施 施 設 募 集 期 間 選考日予定

一般求職者
（緊急）

12名

51 パソコン基礎科⑩ 江別市

9
月

53 介護実務科⑤ 札幌市
一般求職者
（緊急）

30名

50 パソコン基礎科⑨ 岩内町

一般求職者
（緊急）

30名54 パソコン中級科⑤

介護職員実務者研修の修了を目標に、訪問介護及び施設介護に必
要な幅広い知識や技能を習得し、関連職種への就職を目指す。

52 パソコン基礎科⑪ 岩見沢
市

一般求職者
（緊急）

パソコン上級科②

応 募 方 法 ……………

選 考 ……………

一般求職者
（緊急） 30名

ワープロ・表計算等を活用できる方が業務効率化や統計処理に必
要なビジネスアプリケーションのより高度な知識と操作及びＶＢ
Ａ（Visual Basic Applications）によるプログラミングの基礎
を習得し、関連職種への就職を目指す。

9月2日(木)

9月30日(木)～ ～

12月14日(火) 9月21日(火)

簿記３級

10月15日(金)

大原簿記情報専門学校 札幌校
(札幌市北区北６条西８丁目８番地1)

札幌市

札幌市

パソコン中級科⑥ 札幌市

64 ビジネスＯＡ科② 札幌市

63
Javaプログラミン
グ科②

札幌市

67 OA総務事務科 美唄市

69

68 医療事務科③ 札幌市

パソコン基礎科⑬ 札幌市

58 医療事務基礎科① 札幌市

66
経理基礎科（eﾗｰﾆﾝ
ｸﾞ）e3

札幌市

65

お問い合わせは………

・所轄の公共職業安定所

・MONOテク札幌（北海道立札幌高等技術専門学院） 能力開発総合センター （札幌市東区北27条東16丁目1-1 Tel 011－７８１－７１９２ ／ Fax 011－７８１－７１９４）

※募集期間、選考日、訓練期間は変更する場合がございますので必ず募集要項を確認してください。



月 番号 実施地 対 象 者 訓　練　内　容 取得資格

求職者（公共職業安定所長より受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる方）
☆雇用保険受給者で要件を満たしている方は、基本手当のほかに受講手当・通所手当が支給されます。

所轄の公共職業安定所に入学願書を提出してください（受付は平日の午後５時まで）

　※訓練科目によって募集期間が異なりますのでご確認ください。

　※入学願書は各公共職業安定所に用意してあります。

筆記試験・面接等を行います。（応募人数が定員以下の場合は、筆記試験を実施しないことがあります）
■選考会場：訓練科目により会場は違いますので、募集要項を確認してください。

■札幌市内の訓練では、応募者が定員の２倍を超えたときは抽選を実施し、受験者を決定する場合があります。

1
2
月

1
月

～

86

15名
在宅訓練（スクーリング含）を通じて、簿記３級を取得する事を
目標に、簿記会計に関する知識と技能及び税務実務に関する知識
と技能を習得し、関連職種への就職を目指す。

簿記３級

87 土木測量科

ハロートレーニング（公共職業訓練）　　急がば学べ！　ハロートレーニングで目指せ再就職！！

◆◆◆◆◆◆◆募集訓練科◆◆◆◆◆◆◆

訓　練　科　名 定 員 訓 練 期 間 訓 練 実 施 施 設 選考日予定

土木施工基本作業及び測量基本作業など、土木・建築関連業務に
必要な一般的な基礎知識から質の高い技術・技能を習得する。

パソコン知識がない方を対象にパソコン基礎知識からブラインド
タッチ、ワープロの基礎技術等を習得し、関連職種への就職を目
指す。

ワープロ３級88 パソコン初心者科 札幌市
一般求職者
（緊急）

20名

89
経理基礎科（eﾗｰﾆﾝ
ｸﾞ）e5

札幌市

対 象 者 ……………

応 募 方 法 ……………

選 考 ……………

1月12日(水)

三幸カレッジ 札幌駅前校
(札幌市北区北７条西１丁目1-2 SE札幌ビル3F)

医療事務管理士技能認定試験

ワープロ・表計算検定３級

11月29日(月)

1月7日(金)～ ～

3月25日(金) 12月17日(金)

1月12日(水)

1月27日(木)

12月20日(月)～ ～

3月11日(金) 12月10日(金)

大原簿記情報専門学校 札幌校
(札幌市北区北６条西８丁目８番地1)

11月22日(月)

美唄地域人材開発センター
（美唄市東明1条1丁目2-1）

11月4日(木)

12月20日(月)～

12月16日(木)3月24日(木)

一般求職者
（緊急）

91
医療事務基礎科
（季節・一般）②

90
建築ＣＡＤ科（季
節）

美唄市
季節労働者
(就職支援)

10名

札幌市
季節・一般求

職者
(緊急)

30名
病院等での保険請求・診療請求の知識と技能を習得し、関連職種
への就職を目指す。

11月2日(火)

12月16日(木)～ ～

3月30日(水) 12月14日(火)

パソコン基礎科⑯ 滝川市
一般求職者
（緊急）

15名
パソコン初心者の方がワープロ・表計算等のビジネスアプリケー
ションの基礎的な知識と操作及びセキュリティに関する基礎的な
知識を習得し、関連職種への就職を目指す。

ＣＡＤによる建築図面作成の基礎的な知識と技能を習得し、関連
職種への就職を目指す。

11月15日(月)

12月16日(木)～

12月6日(月)

1月12日(水)

アイ日本総合ビジネス学院 札幌校
(札幌市中央区南1条西5丁目20 郵政福祉札幌第一ﾋﾞﾙ8F)

～

3月11日(金)

1月6日(木)

岩内地域人材開発センター
（岩内町字東山8番地16）

岩内町
一般求職者
（緊急）

15名

ワープロ・表計算検定３級

12月21日(火)

中空知地域職業訓練センター
（滝川市流通団地3丁目6番23号）

10月18日(月)

12月2日(木)～ ～

3月18日(金) 11月30日(火)

10月27日(水)

12月2日(木)～ ～

3月18日(金) 11月25日(木)

10月21日(木)

11月26日(金)～

11月19日(金)

84 ビジネス実務科② 札幌市
障がい者

（精神・身
体）

4名

障がいのある方を対象とし、パソコンの初心者から中級者の方が
Word、Excel、PowerPoint、HP作成初歩技術を効率良く習得
し関連職種への就職を目指す。(H30,R1年度　モデル事業で実
施）

85
パソコン基礎科
（アイヌ）⑮

札幌市
一般求職者

（緊急・アイ
ヌ）

15名
パソコン初心者の方がワープロ・表計算等のビジネスアプリケー
ションの基礎的な知識と操作及びセキュリティに関する基礎的な
知識を習得し、関連職種への就職を目指す。

12月15日(水)

SOC IT SCHOOL
(札幌市厚別区下野幌ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ1-1-12)

ワープロ・表計算検定３級

12月21日(火)

キャリアバンク高等職業能力開発校
(札幌市中央区北５条西５丁目７　sapporo55ﾋﾞﾙ5F)

～

3月14日(月)

10月6日(水)

11月22日(月)～ ～

3月9日(水) 11月16日(火)

12月10日(金)

キャリアバンク高等職業能力開発校　岩見沢教室
(岩見沢市志文町309番地51)

83 パソコン実務科⑤ 岩内町
一般求職者
（緊急）

12名
パソコンの初心者から中級者の方がビジネスアプリケーションの
基礎からレベルアップするために必要な知識や操作について習得
し、関連職種への就職を目指す。

ワープロ・表計算検定２級

ワープロ・表計算検定３，２級

12月15日(水)

岩内地域人材開発センター
（岩内町字東山8番地16）

10月6日(水)

11月26日(金)～ ～

3月14日(月) 11月24日(水)

簿記会計に関する基礎的な知識及びパソコン操作技能を習得し、
関連職種への就職を目指す。

一般求職者
（緊急）

20名
パソコン初心者の方がワープロ・表計算等のビジネスアプリケー
ションの基礎的な知識と操作及びセキュリティに関する基礎的な
知識を習得し、関連職種への就職を目指す。

ワープロ・表計算検定３級

12月7日(火)

北海道立職業能力開発支援センタ－
（札幌市白石区東札幌5条1丁目1-2）

一般求職者
（緊急）

10名
在宅訓練（スクーリング含）を通じて、ワープロ・表計算等のビ
ジネスアプリケーションの基礎的な知識と操作及びセキュリティ
に関する基礎的な知識を習得し、関連職種への就職を目指す。

ワープロ・表計算検定３級

12月9日(木)

82 パソコン中級科⑧
岩見沢

市
一般求職者
（緊急）

20名
ワープロ・表計算等の基本操作ができる方がビジネスアプリケー
ションの基礎からレベルアップするために必要な知識や操作につ
いて習得し、関連職種への就職を目指す。

81
パソコン基礎科（e
ﾗｰﾆﾝｸﾞ）e4

札幌市

80 パソコン基礎科⑭ 札幌市

～

3月8日(火)

10月13日(水)

富士通Ｊａｐａｎ㈱ FOMユニット
(札幌市中央区北１条西２丁目１　札幌時計台ビル７階)

10月15日(金)

情報セキュリティ検定 単一級、
ワープロ・表計算検定 ２級、デー
タベース検定３級

11月12日(金)～ ～

3月28日(月) 10月28日(木)

10月7日(木)

11月12日(金)～ ～

2月28日(月) 10月28日(木)

12月2日(木)

北海道立職業能力開発支援センタ－
（札幌市白石区東札幌5条1丁目1-2）

ワープロ・表計算検定３級、簿記
３級

12月2日(木)

野澤ビジネススクール 札幌校
(札幌市中央区大通西１６丁目1-13 けいほくﾋﾞﾙ5F)

11月17日(水)～ ～

3月4日(金) 11月2日(火)

10月7日(木)

11月19日(金)～

11月15日(月)

78
ビジネスマネジメ
ント科

札幌市

79
パソコン経理科(託
児5)⑦

札幌市
一般求職者
（緊急・託

児）
30名

募 集 期 間

一般求職者
（緊急）

20名
管理職員に求められるマネジメントに関する知識と技能、商品情
報のデータベース管理に関する知識と技術及びパソコンの操作技
能を習得し、関連職種への就職を目指す。

お問い合わせは………

・所轄の公共職業安定所

・MONOテク札幌（北海道立札幌高等技術専門学院） 能力開発総合センター （札幌市東区北27条東16丁目1-1 Tel 011－７８１－７１９２ ／ Fax 011－７８１－７１９４）

※募集期間、選考日、訓練期間は変更する場合がございますので必ず募集要項を確認してください。


