
コース

番号
コース種別 訓練科名 訓練実施機関（施設） 定員

実施

予定地区

訓練
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訓練内容 実施主体

NK-04
知識等習

得コース
IT・Web・オンライン科

アナハイム株式会社

(アナハイムパソコンスクール)
15名 上田市 3 か月 8/1(月) ～ 9/26(月) 10/7(金) 10/20(木) ～ 1/19(木)

パソコン周辺ネットワーク構築、Ｗｅｂページ作成・管理、オンライン会議やリモー

トワーク模擬実践等、デジタル化社会の仕組みや求められる基本的スキルを習

得・体験し、IT系企業・一般企業等への早期就職を目指す。

【目標資格】 ＩＴパスポート、日商ＰＣ検定(文書作成、データ活用)2級・３

級、ほか

NK-05
知識等習

得コース
会計事務科

NPO法人長野ＩＴ化推進センター

(上田教室)
20名 上田市 3 か月 9/12(月) ～ 11/7(月) 11/17(木) 12/1(木) ～ 2/28(火)

簿記や企業会計の基本知識、および実用会計ソフトを使用した経理・会計の幅

広い知識・技能を習得し、経理部門等への早期就職を目指す。

【目標資格】 日商簿記検定２級・３級

NK-06
知識等習

得コース
福祉サービス職員養成科

春原建設株式会社

(マスターカレッジ住吉校)
20名 上田市 3 か月 9/27(火) ～ 11/22(火) 12/5(月) 12/16(金) ～ 3/15(水)

介護職員に必要な知識・技能・技術等を習得し、介護職員初任者研修修了

資格を取得し、介護・福祉分野で早期就職を目指す。

【目標資格】 介護職員初任者研修課程修了

　　　小　　計　 55名

N2-06
知識等習

得コース
介護サービス科

株式会社ライフマスターコーポレーショ

ン
15名 伊那市 3 か月 9/1(木) ～ 10/26(水) 11/4(金) 11/17(木) ～ 2/16(木)

介護職従事者として必要な介護の知識、技能、マナーを習得し、介護事業所・

病院等への早期就職を目指す。

【目標資格】 介護職員初任者研修課程修了、ガイドヘルパー

N2R-01
育児等との

両立コース

ビジネススキル基礎科

※N2-07と合同開催
5名

N2-07
知識等習

得コース

ビジネススキル基礎科

※N2R-01と合同開催
15名

　　　小　　計　 35名

NN-14
IT分野特

例コース
Javaで学ぶ基本情報取得科

一般財団法人長野県情報財団

(信越情報専門学校２１ルネサンス

学院）

18名 長野市 5 か月 8/1(月) ～ 9/12(月) 9/26(月) 10/7(金) ～ 3/6(月)

基本情報技術者試験を取得するために必要な知識を習得するとともに、Javaに

よるWebアプリケーションの開発を通じて、システム開発に必要な知識・技能を習

得し、IT系企業や一般企業等への早期就職を目指す。

【目標資格】 　基本情報技術者（国家資格）、Javaプログラミング能力認定

試験３級（サーティファイ）、Webクリエイター能力認定試験スタンダード（サー

ティファイ）

NN-15
知識等習

得コース
パソコン会計実務中級科

学校法人平青学園

(長野平青学園)
18名 長野市 3 か月 8/1(月) ～ 9/21(水) 10/5(水) 10/21(金) ～ 1/20(金)

企業等での実務に必要なパソコン技能や、企業会計・実用会計ソフトを使用し

た経理・会計の比較的高度な知識を習得し、早期就職を目指す。

【目標資格】 日商ＰＣ検定(データ活用、文書作成)２級及び日商簿記検定

２級

NN-16
知識等習

得コース
パソコン・Ｗeb制作専科

NPO法人エリアネット

（千曲市市民交流センター）
18名 千曲市 4 か月 8/8(月) ～ 9/28(水) 10/12(水) 10/25(火) ～ 2/24(金)

企業等での実務に必要なデータ活用・文書作成等に加え、Ｗeb制作などパソコ

ンに関する幅広い知識を習得し、早期就職を目指す。

【目標資格】 日商ＰＣ検定(データ活用、文書作成)2級、Ｗebクリエイター能

力認定（エキスパート）

NN-17
知識等習

得コース
介護職員養成科

社会福祉法人　信濃の星

（共同研修センター）
15名 長野市 3 か月 8/19(金) ～ 10/14(金) 10/27(木) 11/10(木) ～ 2/9(木)

介護職員初任者研修課程の修了及び介護サービスに必要な知識を習得し、

介護現場への早期就職を目指す。

【目標資格】 介護職員初任者研修課程修了

NN-18
知識等習

得コース
パソコン実務初級科

職業訓練法人中高職業訓練協会

（中野地域職業訓練センター）
15名 中野市 3 か月 8/26(金) ～ 10/25(火) 11/8(火) 11/22(火) ～ 2/21(火)

企業等での実務に必要なパソコン技能や、ビジネススキル、コミュニケーション能力

を習得し、早期就職を目指す。

【目標資格】 日商ＰＣ検定(データ活用、文書作成)３級

NN-19
知識等習

得コース
医療・介護事務マスター科

株式会社日本教育クリエイト

（日本医療事務協会 長野教室）
18名 長野市 3 か月 9/2(金) ～ 11/2(水) 11/16(水) 12/2(金) ～ 3/1(水)

医療・介護職場等における窓口業務・報酬請求事務等の知識を習得し、病

院・薬局・介護福祉施設等への早期就職を目指す。

【目標資格】 医療事務管理士(医科)、介護事務管理士

NNS-01

高齢求職

者スキルアッ

プコース

介護職員初任者研修科
カシヨ商事　株式会社

（長野ビジネスアカデミー）
14名 長野市 3 か月 9/9(金) ～ 11/10(木) 11/24(木) 12/9(金) ～ 3/8(水)

介護職員初任者研修課程の修了及び介護サービスに必要な知識を習得し、

介護現場への早期就職を目指す。　なお、概ね60歳以上の求職者を対象とす

る訓練であるが、50歳以上の求職者も応募可能。

【目標資格】 介護職員初任者研修課程修了、日本赤十字社救命救急員

　　　小　　計　 116名

NM-10
知識等習

得コース
医科・歯科医療事務科

株式会社ニチイ学館

松本支店
19 松本 3 か月 8/5 (金) ～ 10/5 (水) 10/12 (水) 10/26 (水) ～ 1/25 (水)

医療現場の専門的な事務処理能力（受付業務、レセプト作成、カルテ管理

等）の知識・技能を習得し、資格を取得して医療分野への早期就職を目指

す。　　　【目標資格】メディカルクラーク（医科、歯科）

NM-11
知識等習

得コース

ITスキル科

【託児サービス付】

学校法人秋桜会

丸の内ビジネス専門学校
18 松本 3 か月 8/29 (月) ～ 10/27 (木) 11/2 (水) 11/15 (火) ～ 2/14 (火)

Word,Excelを使用した文書作成、表計算の経験がある者を対象とし、日商Ｐ

Ｃ検定２級資格と、Webスキルを習得すると共にビジネススキル、コミュニケー

ション能力を向上させ、早期就職を目指す。

【目標資格】 日商ＰＣ検定(データ活用、文書作成)２級、Web系資格等

NMR-01
育児等との

両立コース

介護・パソコン基礎科

※NM-12と合同開催
7

NM-12
知識等習

得コース

介護・パソコン基礎科

※NMR-01と合同開催
8

NM-13
知識等習

得コース
パソコン基礎科 大北高等職業訓練校 15 大町 3 か月 9/21 (水) ～ 11/18 (金) 11/25 (金) 12/9 (金) ～ 3/8 (水)

パソコン初心者を対象とし、日商ＰＣ検定資格を取得し、ビジネススキル、コミュ

ニケーション能力を向上させ、早期就職を目指す。

【目標資格】 日商ＰＣ検定(データ活用、文書作成)３級

NMS-01

高齢求職

者スキルアップ

コース

パソコンスキルアップ科
学校法人秋桜会

丸の内ビジネス専門学校
10 松本 3 か月 9/26 (月) ～ 11/25 (金) 12/2 (金) 12/15 (木) ～ 3/14 (火)

パソコン初心の高齢者を対象に、日商ＰＣ検定（文書作成、データ活用）３

級の資格取得を目指し、早期就職を目指す。　なお、概ね60歳以上の求職者

を対象とする訓練であるが、50歳以上の求職者も応募可能。

【目標資格】 日商ＰＣ検定(データ活用、文書作成)３級

NM-14
知識等習

得コース
介護職員初任者研修科

株式会社ニチイ学館

松本支店
15 松本 2 か月 10/20 (木) ～ 12/19 (月) 12/23 (金) 1/11 (水) ～ 3/10 (金)

訓練期間２か月の短期間で、介護職員初任者研修課程修了と介護サービス

利用者とのコミュニケーション能力や技術を習得して、介護分野への早期就職を

目指す。

【目標資格】 介護職員初任者研修課程修了

　　　小　　計　 92名

NO-07
知識等習

得コース
介護職員養成科

株式会社ニチイ学館

松本支店　岡谷第１教室
10名 岡谷市 2 か月 7/25(月) ～ 9/22(木) 10/4(火) 10/21(金) ～ 12/20(火)

２か月の短期訓練で、介護職としての職業倫理や必要な知識、発達障がい者

サポーターとして必要な知識、身体介護技術及びコミュニケーションスキルを習得

し、介護職員初任者研修修了者の資格を取得し、早期就職を目指す。

【目標資格】 介護職員初任者研修課程修了

NO-08
知識等習

得コース
医療事務・調剤・PC科

株式会社ニチイ学館

松本支店　岡谷第１教室
15名 岡谷市 3 か月 9/1(木) ～ 10/31(月) 11/8(火) 11/25(金) ～ 2/24(金)

医療保険制度、医科・歯科医療機関の関連事務（医療費計算、診療報酬

明細書（レセプト）作成等）の知識を習得するとともに、患者接遇マナーを身

に付け、医療機関等への就職を目指す。

【目標資格】 メディカルクラーク（医科）、調剤報酬請求事務技能認定、医事

オペレータ技能認定

NOR-01
育児等との

両立コース

基礎から学ぶＰＣスキル科

※NO-09と合同開催

【託児サービス付】

10名

NO-09
知識等習

得コース

基礎から学ぶＰＣスキル科

※NOR-01合同開催
11名

NO-10
知識等習

得コース

ＰＣスキル＋ＣＡＤオペレー

ター科

学校法人エスイー学園

エプソン情報科学専門学校
15名 諏訪市 3 か月 9/14(水) ～ 11/15(火) 11/24(木) 12/15(木) ～ 3/14(火)

ワード、エクセル、パワーポイント等のスキルを身に着け、品質管理や図面の読み

方、ＣＡＤソフトの操作方法を学び、ものづくり産業への早期就職を目指す。

【目標資格】ＣＡＤ利用技術者試験

NO-11
知識等習

得コース
介護職員初任者研修科

株式会社ニチイ学館

松本支店　岡谷第１教室
10名 岡谷市 2 か月 10/28(金) ～ 12/27(火) 1/10(火) 1/24(火) ～ 3/23(木)

２か月の短期訓練で、介護職としての職業倫理や必要な知識、発達障がい者

サポーターとして必要な知識、身体介護技術及びコミュニケーションスキルを習得

し、介護職員初任者研修修了者の資格を取得し、早期就職を目指す。

【目標資格】 介護職員初任者研修課程修了

　　　小　　計　 71名

令和４年度後期　民間活用委託訓練実施計画

長野県産業労働部産業人材育成課

募集期間

工科短期大学校

〒386-1211

上田市下之郷813-8

☎0268-39-1111

長野技術専門校

〒388-8011

長野市篠ノ井布施五明

3537

☎026-292-2341

松本技術専門校

〒399-0011

松本市寿北7-16-1

☎0263-58-3158

岡谷技術専門校

〒394-0004

岡谷市神明町2-1-36

☎0266-22-2165

訓練実施期間

株式会社建築資料研究社

日建学院松本校
松本

伊那市
株式会社ライフマスターコーポレーショ

ン

9/9 (金)

介護職員初任者研修課程修了とパソコンによる文書作成とデータ活用の知識・

技能を取得し、介護サービス利用者とのコミュニケーション能力や技術を習得し

て、介護分野への早期就職を目指す。

【目標資格】 介護職員初任者研修課程修了、日商ＰＣ検定（文書作成、

データ活用）３級

南信工科短期大学校

〒399-4511

上伊那郡南箕輪村

8304-190

☎0265-71-5051

11/7 (月) 11/14 (月) 11/29 (火)

幅広い職種に対応する基礎的なパソコンの知識・技能とビジネススキルを習得

し、早期就職を目指す。

【目標資格】 Microsoft Office Specialist(Word2016.Excel2016)、秘

書検定３級及び2級(公益財団法人実務技能検定協会)

3 か月 10/11(火) ～ 12/7(水) 12/15(木) 12/28(水) ～ 3/27(月)

3/28 (火)～ ～

学校法人エスイー学園

エプソン情報科学専門学校

企業実務に必要なパソコン技能（文書作成、データ活用、プレゼン資料作成）

の習得及び、オンライン・アプリケーションの使い方やビジネスマナーを習得し、企業

等の事務部門への早期就職を目指す。

【目標資格】 日商ＰＣ検定(データ活用、文書作成、プレゼン資料作成)３級

諏訪市 3 か月 9/5(月) ～ ～11/4(金) 11/15(火) 11/29(火) 2/28(火)

4 か月



コース

番号
コース種別 訓練科名 訓練実施機関（施設） 定員

実施

予定地区

訓練

期間

入校

選考日
訓練内容 実施主体募集期間 訓練実施期間

N1-05
知識等習

得コース

簿記会計中級＋パソコン基礎

科

【託児サービス付】

伊坪ビジネス株式会社 15名 飯田市 4 か月 7/25(月) ～ 9/13(火) 9/26(月) 10/5(水) ～ 2/3(金)

実務に必要なパソコン技能及び簿記・会計等の知識やコミュニケーション能力及

びビジネスマナー等の知識を習得し、早期就職を目指す。

【目標資格】 日商簿記検定2級、日商ＰＣ検定(文書作成・データ活用)３級

N1O-03

大型自動

車１種コー

ス

大型1種ドライバー育成科　３ 株式会社アジマ自動車学校 10名
下伊那郡

喬木村
2 か月 8/3(水) ～ 10/4(火) 10/17(月) 10/27(木) ～ 12/26(月)

自動車運送業界における各種法令等の基礎やITスキルの習得と一週間程度

の企業実習を組み合わせ実践的なコミュニケーション力も習得し、自動車運送

業界の大型自動車運転手として早期就職を目指す。

【目標資格】 大型自動車一種免許、フォークリフト運転技能講習修了資格

N1K-03
建設人材

育成コース
産業車両オペレータ-科3 株式会社アジマ自動車学校 20名

下伊那郡

喬木村
3 か月 10/3(月) ～ 12/1(木) 12/12(月) 12/20(火) ～ 3/17(金)

建設業に関する基礎知識、車両系建設機械・小型移動式クレーン・玉掛け作

業に関する操作・運転の知識・技術及びパソコン操作基本を習得し、早期就職

を目指す。

【目標資格】 車両系建設機械運転技能講習（整地・運搬・積込み・掘削）・

小型移動式クレーン運転技能講習、玉掛け技能講習、フォークリフト運転技能

講習、大型特殊自動車運転免許

N1-07
知識等習

得コース

パソコン中級＋ITパスポート科

【託児サービス付】
伊坪ビジネス株式会社 20名 飯田市 3 か月 9/26(月) ～ 11/29(火) 12/7(水) 12/21(水) ～ 3/17(金)

企業等が求める中級レベル以上の実践的なパソコン操作や、ITの基本的な知

識・ITを活用する知識などITを業務上有効に活用できる能力及びコミュニケー

ション能力・ビジネスマナー等も習得し、早期就職を目指す。

【目標資格】 ITパスポート（国家資格）、日商ＰＣ検定(文書作成・データ活

用)２級

N1R-01
育児等との

両立コース

オフィスワーク実務科

※N1-08と合同開催

【託児サービス付】

10名

N1-08
知識等習

得コース

オフィスワーク実務科

※N1R-01と合同開催

【託児サービス付】

5名

　　　小　　計　 80名

NS-05
知識等習

得コース
地域福祉スタッフ養成科 社会医療法人恵仁会 15名 佐久市 3 か月 7/20(水) ～ 9/20(火) 9/26(月) 10/7(金) ～ 1/6(金)

介護の現場で必要な知識・技能・マナーを習得し、知識習得及び資格取得の

幅を広げ、福祉施設等への早期就職を目指す。

【目標資格】介護職員初任者研修課程、居宅介護職員初任者研修、重度訪

問介護従業者資格、同行援護従業者資格

NS-06
知識等習

得コース
基礎から学ぶ医療事務養成科

株式会社ニチイ学館

長野支店  みよた教室
15名

北佐久郡

御代田町
3 か月 8/8(月) ～ 10/11(火) 10/14(金) 10/28(金) ～ 1/27(金)

医療機関での受付窓口及び医療保険請求事務の知識・技能を習得し、医療

関連分野等への早期就職を目指す。

【目標資格】 メディカルクラーク医科（医療事務）、メディカルドクターズクラーク

（医師事務作業補助業務）、調剤報酬請求事務技能認定

NS-07
知識等習

得コース
簿記・パソコン科 臼田経理専門学校 20名 佐久市 3 か月 9/12(月) ～ 11/14(月) 11/18(金) 12/1(木) ～ 2/28(火)

ワード・エクセルの実用的な操作並びに簿記３級の知識習得及び資格取得によ

り、総務、経理事務関連職種への就職を目指す。

【目標資格】 日商簿記検定３級、日商ＰＣ検定(データ活用、文書作成)３

級

　　　小　　計　 50名

NA-02
知識等習

得コース
就職パソコン実践科

ＮＰＯ法人

木曽情報技術支援センター

(上松町公民館）

15名
木曽郡

上松町
3 か月 8/22(月) ～ 11/7(月) 11/15(火) 12/1(木) ～ 2/28(火)

企業等での実務に役立つパソコン知識を習得し、早期就職を目指す。

【目標資格】 ＩＣＴプロフィシエンシー検定協会Ｐ検３級

上松技術専門校

〒399-5607

木曽郡上松町小川3540

☎0264-52-3330

36コース 514名

27　コース 410名 

4　コース 32名 

1　コース 18名 

1　コース 20名 

1　コース 10名 

2　コース 24名 

36　コース 514名 

18　コース 251名 

5　コース 89名 

10　コース 129名 

1　コース 15名 

1　コース 20名 

1　コース 10名 

36　コース 514名

令和４年度前期　計

知識等習得コース

育児等との両立コース

建設人材育成コース

計

大型自動車

高齢求職者スキルアップコース

計

事務系

情報系

大型自動車１種コース

建設人材

介護

製造

佐久技術専門校

〒385-0042

佐久市高柳346-4

☎0267-62-0549

IT分野特例コース

飯田技術専門校

〒395-0823

飯田市松尾明7508-3

☎0265-22-1067

伊坪ビジネス株式会社 ～ ～

企業等が求める中級レベル以上の実践的なパソコン技能やコミュニケーション能

力及び　ビジネスマナー等の知識を習得し、早期就職を目指す。

【目標資格】 日商ＰＣ検定(文書作成・データ活用)３級、秘書技能検定３

級(公益財団法人実務技能検定協会)

3/22(水)12/23(金)12/8(木)11/30(水)9/16(金)3 か月飯田市


