
求職者支援訓練の実施を検討する
民間教育訓練機関の皆様へ

①短期間コース

「実践コース」の一部について、２か月コースの設定が認められます。
＜２か月で設定可能な訓練コース（令和２年７月時点）＞
〇介護職員初任者研修対応コース（介護職員初任者研修修了）
〇生活援助従事者研修対応コース（生活援助従事者研修修了）
〇医療事務従事者対応コース（医療事務技能審査試験：任意受検）

※医療事務技能審査試験、医療事務管理士技能認定試験、調剤事務管理士技能認定試験、医療事務検定試験、診療報酬請求事務能力認定試験

②短時間コース
「短時間訓練」について、不安定な就労状態にある在職者の方も受講対象
者となる（判断はハローワークが行います）よう拡大されます。また、
１日最短３時間での訓練の設定が可能となります。

TEL：０９８-９２１-７８２７沖縄支部求職者支援課 ※令和２年７月作成

訓練コースの認定申請に関するお問い合わせ先

緩和措置の内容



緩和措置の具体的内容※「就職氷河期世代支援プログラム」に基づき、以下の要件緩和が行われます。

①短期間コース ②短時間コース

概要

実践的な技能等を習得の上、就職に直
結する資格を取得できる特定の訓練
コース（※）については、訓練期間の下
限を緩和します（現行３か月以上を２か
月以上とします）。

※特定のコースとは、以下７つの資格取
得に係るコースに限定されており、これ
以外の実践コースは３か月以上で設定
する必要があります（対象コースは今後、
増える可能性があります）。

ハローワークが必要性を認めた在職者
等（※）を対象とした訓練コースを設定
する場合、訓練時間の特例措置（１日あ
たり原則６時間以下、１か月あたり８０時
間以上とする）の対象とします。

※複数の事業所で働く者、いわゆる非
正規雇用労働者など在職中の者や、育
児や介護中の者など受講にあたって訓
練時間に特に配慮を要する者

対象コース

次のいずれかの資格の取得を目指す実
践コース
①介護職員初任者研修修了
②生活援助従事者研修修了
③医療事務に関する試験（表面※印参照）

全ての訓練コース
※左記に該当するコースを含む

訓練月数 ２か月
・基礎コース ２～４か月
・実践コース ３～６か月
左記に該当するコースの場合は２か月

訓練時間
月１００時間以上
（原則１日５～６時間）

月８０時間以上（原則１日３～６時間）

例）
週あたり平日夜間3H×5日＋土で5H
（月～金 17時～20時＋土9時～15時（1H昼休憩））

受講対象者
全ての求職者が対象
（主に雇用保険を受給できない方）
※右記に該当する方を含む

ハローワークが受講の必要性を認めた
次の方（限定）

①非正規雇用労働者
（派遣、パート、アルバイト等で雇用保険に
加入していない方）

②求職者のうち育児や介護中の方

受講料 無料（※テキスト代は受講者から徴収することができます

訓練コース
の申込先

求職者の住所地を管轄するハローワーク

これらの緩和措置は、
適用される訓練の受講者を就職氷河期世代に限定するものではありませんのでご注意ください。

※ 訓練コースの認定申請に関するお問い合わせや、認定申請書の提出については、
沖縄支部求職者支援課までお願いいたします。



認定様式第５号

（ ）

✔ （ ）

※40文字以内で記入してください。

～

✔ ✔ ）

～ （ 2

時 分 ～ 時 分 名

その他 （ ）

） 任意受験

） 任意受験

） 任意受験

） 任意受験

） 任意受験

✔

）

備考 （ ）

✔

204時間訓練時間総合計

①「訪問介護補助」(福)○○6Ｈ、②「施設介護補助」(福)○○6Ｈ

①「介護職員（施設介護）の職場」(福)○○3Ｈ、②「介護職員（訪問介護）の職場」(福)○○3Ｈ

職務の理解

介護における尊厳の保持・自立支援

介護におけるコミュニケーション技術

老化の理解

こころとからだのしくみと生活支援技術（基本

知識）

こころとからだのしくみと生活支援技術（生活

支援技術演習）

掲示物作成演習

介護の基本 介護職の役割、専門性と多職種との連携、介護職の職業倫理、介護における安全の確保とリスクマネジメント、介護職の安全

介護・福祉サービスの理解と医療との連携 介護保険制度、障害者自立支援制度及びその他制度、医療との連携とリハビリテーション

多様なサービスの理解、介護職の仕事内容や働く現場の理解

学
科

安全衛生 心身の健康管理、整理整頓の原則

実
技

こころとからだのしくみと生活支援技術（生活
支援技術）

生活と家事、快適な居住環境整備と介護、こころとからだのしくみと自立に向けた介護（整容、移動・移乗、食事、入浴、清潔保持、排泄、睡眠）、終末期

介護

訓練科名
介護職員初任者養成（２か月）科

募集期間（予定）

訓練カリキュラム（案）
訓練実施機関名：

訓練の種別
基礎コース

就職を想定する職業・職種
実践コース 05 介護福祉分野

選考日（予定）

選考方法 面接 筆記試験 その他 （

建設人材育成コース
（※基礎コースのみ）

訪問介護職、施設介護員

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

職場復帰支援コース
(※基礎コースのみ）

託児サービス支援付訓練コース 短時間訓練コース

日 ）

訓練時間 訓練定員

選考結果通知日

訓練期間 か月 ）令 和 年 月 日 令 和 年 月 日 （ 訓練日数

令和　　年　　月　　日

訓練対象者の条件 特になし

訓練推奨者
(特定の者を想定する場合のみ)

新規学校卒業者 ニート等の若者 障害者 母子家庭の母等

被災者 外国人

訓練目標
（仕上がり像）

介護事業所において上司の指示を受けながら訪問介護及び施設介護の基本作業並びに施設内の簡易な掲示物の作成ができる。

訓練修了後に取得
できる資格

名称 （ 介護職員初任者研修修了 ） 認定機関 （ 〔訓練実施機関〕

） 認定機関 （

名称 （ ） 認定機関 （

名称 （ ） 認定機関 （

名称 （

名称 （ ） 認定機関 （

振り返り（知識） 振り返り、就業への備えと研修修了後における継続的な研修 2時間

修了評価 筆記試験（介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験） 1時間

6時間

人権の尊厳を支える介護、自立に向けた介護

6時間

9時間

介護におけるコミュニケーション、介護におけるチームコミュニケーション 6時間

老化に伴うこころとからだの変化と日常、高齢者と健康 6時間

介護の基本的な考え方、介護に関するこころのしくみの基礎的理解、介護に関するからだのしくみの基礎的理解 12時間

9時間

認知症の理解 認知症を取り巻く状況、医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理、認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活、家族への支援 6時間

障害の理解 障害の基礎的理解、障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎的知識、家族の心理、かかわり支援の理解 3時間

実施する ※実施する場合、カリキュラムは別途作成し、総時間のみ記入してください。

51時間

パソコン基本操作（起動・終了、キーボード操作）、文書作成（文字入力、文章編集、表作成）、掲示物作成、文書の管理 36時間

介護過程の基礎的理解、総合生活支援技術演習 12時間

1時間

訓練概要 訪問介護や施設介護における入浴・排泄・食事等の身体の世話、食事・洗濯・炊事等の日常生活の自立支援に関する知識及び技能・技術を習得する。

科目 科目の内容 訓練時間

学科 85時間 実技 101時間 企業実習 0時間 職場見学等 18時間

【職場体験】
職場見学、職場体験、職業人講話

【職場見学】 6時間

12時間

企業実習 実施しない

振り返り（演習） 介護模擬演習（身だしなみ、言葉遣い、態度、介護） 2時間

就職支援 職務経歴書の書き方、履歴書の書き方、面接における留意事項 18時間

指
導
方

法

訓練形態（個別指導・補講を除く） 全ての受講者を一堂に集め、講師が直接指導する

施設設備や教材等を有効に活用
した効果的な指導のための工夫

受講者ごとの特質及び習得状況
に応じた指導のための工夫

「講師と受講者」及び「受講者と受講者」の間でコミュニケーションが自然と発生するように、訓練では小グループ演習を積極的に取り入れています。これ
により訓練効果が高まるだけでなく、職場で必要となるコミュニケーション力をさらに向上させることができます。

受講者の負担する費用

教科書代 #,###円

合計 #,###円その他 （

職場体験先への交通費は実費

訓

練
内
容

・このカリキュラム等は一例ですので、実際には地域の求人ニーズ等を踏まえて作成してください。

・令和２年７月以降に開講する訓練科に適用予定の認定基準等に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成したものです。



認定様式第13の１号

訓練受講者氏名

教育訓練実施機関

印

印

Ⅰ　訓練期間・訓練目標

Ⅱ　知識、技能・技術に関する能力　　（「知識、技能・技術に関する評価項目」ごとに、該当する欄に○を記入）　　

（１）科目評価

A：到達水準を十分に上回った　B：到達水準に達した　C：到達水準に達しなかった 評価は、試験結果等に基づき記入されたものです）

A B C

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

学

科

職務の理解

介護保険サービス及び介護保険外サービスを知っている 引用元１

介護職における仕事内容及び現場を知っている 引用元１

介護における尊厳の保持・

自立支援

介護の目標や展開について、尊厳の保持、ＱＯＬ、ノーマライゼーション、自立支援の考え方を取り入れること

について知っている
引用元１

虐待の定義、身体拘束及びサービス利用者の尊厳、プライバシーを傷つける介護についての基本的なポイン

トを知っている
引用元１

引用元１

医行為の考え方、一定の要件の下に介護福祉士等が行う医行為などについて知っている 引用元１

介護保険制度や障害者自立支援制度の理念、介護保険制度の財源構成と保険料負担の大枠を知っている 引用元１

ケアマネジメントの意義、代表的なサービスの種類と内容、利用の流れについて知っている 引用元１

介護の基本

介護の目指す基本的なものは何か、また家族による介護と専門職による介護の違い、介護の専門性につい

て知っている
引用元１

介護・福祉サービスの理解

と医療との連携

生活全体の支援の中で介護保険制度の位置づけを理解し、各サービスや地域支援の役割について知ってい

る
引用元１

引用元１

介護職としての共通の基本的な役割とサービスごとの特性、医療・看護との連携の必要性を知っている

生活支援の場で出会う典型的な事故や感染、介護における主要なリスクを知っている 引用元１

介護職に起こりやすい健康障害や受けやすいストレス、またそれらに対する健康管理、ストレスマネジメントの

あり方、留意点を知っている

引用元１

言語、視覚、聴覚障害者とのコミュニケーション上の留意点を知っている 引用元１

介護における記録の機能と重要性について要点を知っている 引用元１

家族が抱きやすい心理や葛藤の存在に配慮した介護の相談援助の重要性を知っている 引用元１

引用元１

高齢者に多い疾病の種類とその症状、特徴、治療・生活上の留意点及び高齢者の疾病による症状や訴えに

ついて知っている
引用元１

令和　　年　　月　　日

204時間
介護事業所において上司の指示を受けながら訪問介護及び施設介護の基本作業並びに施設内の簡易な掲示物の作成が

できる。

科目名
評価

知識、技能・技術に関する評価項目 コード

～

令和　　年　　月　　日

訓練期間 訓練時間 訓練目標（仕上がり像）

上記の者の訓練期間における当社としての職業能力についての評価は、以下のとおりです。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

所在地 就職支援責任者　氏名

様式３－３－３　職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート
（求職者支援訓練用）

訓練番号

訓練科名 介護職員初任者養成（２か月）科

名 称 訓練実施施設の責任者　氏名

B002101

作業場を常に整理するなど、危険を誘発する要因の除去の必要性について知っている B002101
安全衛生

引用元１

介護職の職業倫理の重要性を理解し、介護職が利用者や家族等と関わる際の留意点について知っている 引用元１

加齢・老化に伴う生理的な変化や心身の変化・特徴、社会面、身体面、精神面、知的能力面などの変化に着

目した心理的特徴について知っている

高齢障害者の生活を支えるための基本的な考え方を理解し、代表的な障害者福祉サービス、権利擁護や成

年後見の制度の目的、内容について知っている

老化の理解

事故防止のため心身の健康を自己管理することを知っている

介護におけるコミュニケー

ション技術

共感、受容、傾聴的態度、気づきなど、基本的なコミュニケーション上の要点を知っている



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

評価項目の引用元（企業横断的な評価基準を活用した場合のみ）

（総評・コメント）

（特記事項）

（２）訓練の受講を通じて取得した資格（任意）

（３）訓練期間中又は訓練終了後に取得した資格（任意）　※訓練と密接に関わる資格のみを記入

体位変換と移動・移乗の意味と関連する用具・機器や様々な車いす、杖などの基本的使用法を概説でき、指

示に基づいて介助ができる
引用元１

体位変換と移動・移乗に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助ができる 引用元１

引用元１

家族の気持ちや家族が受けやすいストレスについて知っている

人体の構造や機能と行動の関係を知っている

引用元１

実

技

こころとからだのしくみと生

活支援技術（生活支援技術

演習）
要介護度や健康状態の変化に沿った基本的な介護技術の原則（方法、留意点、その根拠等）について生活

支援の提示ができる
引用元１

生活の中の介護予防及び介護予防プログラムによる機能低下の予防の考え方や方法を適用できる

認知症の利用者とのコミュニケーション（言語、非言語）の原則、ポイントについて理解でき、具体的な関わり

方（良い関わり方、悪い関わり方）を知っている
引用元１

認知症の心理・行動のポイント、認知症の利用者への対応、コミュニケーションのとり方及び介護の原則、同

様に若年性認知症の特徴について知っている
引用元１

認知症の利用者の健康管理の重要性と留意点、廃用症候群予防について知っている

引用元１

装うことや整容の意義について解説でき、指示や根拠に基づいて部分的な介護を行うことができる 引用元１

（注意事項）

　１　「コード」欄には、「知識、技能・技術に関する評価項目」の出典にコード又は職業能力評価基準のユニット番号等がある場合に記入してください。

　２　記入しきれないときは、適宜枠の数を増やす等により記入してください。

　３　本シートは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

　　ものをもって作成することができます。

【引用元１】○○県　介護職員初任者研修事業実施要綱による修了時の評価ポイント

取得日 令和　 　年 　　月 　　日

認知症の利用者の生活環境の意義やあり方について、主要なキーワードを知っている 引用元１

家事援助の機能と基本原則に基づいた生活支援ができる 引用元１

障害の理解

障害の概念とＩＣＦ、各障害の内容・特徴及び障害に応じた社会支援の考え方について知っている 引用元１

障害の受容のプロセスと基本的な介護の考え方について知っている 引用元１

認知症の理解

認知症ケアの理念や利用者中心というケアの考え方について知っている 引用元１

学

科

要介護度等に応じた住宅・施設等それぞれの場面における高齢者の生活に配慮した生活支援の提示ができ

る
引用元１

食事に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助ができる 引用元１

取得日 令和　 　年 　　月 　　日

利用者の身体の状況に合わせた介護と環境整備ができる 引用元１

睡眠に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助ができる 引用元１

ターミナルケアの考え方、対応のしかた・留意点、本人・家族への説明と了解、介護職の役割や他の職種との

連携（ボランティアを含む）ができる
引用元１

掲示物作成演習

引用元１

主だった状態像の高齢者の生活の様子をイメージできる 引用元１

こころとからだのしくみと生

活支援技術（生活支援技

術）

ワープロソフトの様々な機能を活用し、レイアウト構成にも配慮した文書（礼状、案内状）が作成できる 00C002L11

書式通りに文書を作成できる P854010041

入浴に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助ができる 引用元１

排泄に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助ができる

引用元１

引用元１

こころとからだのしくみと生

活支援技術（基本知識）

人の記憶の構造や意欲等と支援の関係を知っている 引用元１

認知症の中核症状と行動・心理症状（ＢＰＳＤ）等の基本的特性及びそれに影響する要因を知っている

引用元１

健康的な高齢者の「物忘れ」と、認知症による記憶障害の違いについて知っている 引用元１

振り返り（知識） 継続して学習・研鑽することの必要性を知っている



認定様式第５号

（ ）

✔ （ ）

※40文字以内で記入してください。

～

✔ ✔ ）

～ （ 2

時 分 ～ 時 分 名

その他 （ ）

） 任意受験

） ✔ 任意受験

） 任意受験

） 任意受験

） 任意受験

✔

）

備考 （ ）

✔

42時間

実

技

生活支援基礎知識 掃除の基礎知識（洗剤、用具、機械、対象素材、建材、作業動作）、作業における感染防止、介護食の基礎知識（栄養、食品、食品衛生） 24時間

200時間訓練時間総合計

①「訪問介護補助」(福)○○6Ｈ、②「施設介護補助」(福)○○6Ｈ

①「介護職員（施設介護）の職場」(福)○○3Ｈ、②「介護職員（訪問介護）の職場」(福)○○3Ｈ

学

科

安全衛生 心身の健康管理、整理整頓の原則

1時間

1時間

2時間

4時間

6時間

6時間

8時間

9時間

こころとからだのしくみと生活支援技術（生活

支援技術演習）

掲示物作成演習

多様なサービスの理解、介護職の仕事内容や働く現場の理解

こころとからだのしくみと生活支援技術（生活

支援技術）
生活と家事、快適な居住環境整備と介護、こころとからだのしくみと自立に向けた介護（移動・移乗、食事、睡眠）、終末期介護

振り返り（知識） 振り返り、就業への備えと研修修了後における継続的な研修

修了評価 筆記試験（介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験）

人権の尊厳を支える介護、自立に向けた介護

介護におけるコミュニケーション、介護におけるチームコミュニケーション

老化に伴うこころとからだの変化と日常、高齢者と健康、認知症を取り巻く状況、医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理、認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活、家族への支援

介護の基本的な考え方、介護に関するこころのしくみの基礎的理解、介護に関するからだのしくみの基礎的理解

生活支援基礎実習 各場所（居間・浴室・キッチン・トイレ）における掃除方法、作業時における感染防止策、調理実習（一般食、介護食）

就職支援 職務経歴書の書き方、履歴書の書き方、面接における留意事項

訓練科名
生活援助従事者養成（２か月）科

募集期間（予定）

訓練カリキュラム（案）
訓練実施機関名：

訓練の種別
基礎コース

就職を想定する職業・職種
実践コース 05 介護福祉分野

選考日（予定）

選考方法 面接 筆記試験 その他 （

建設人材育成コース
（※基礎コースのみ）

訪問介護職、施設介護員

（生活援助中心型サービス従事者）
令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

職場復帰支援コース

(※基礎コースのみ）
託児サービス支援付訓練コース 短時間訓練コース

日 ）

訓練時間 訓練定員

選考結果通知日

訓練期間 か月 ）令 和 年 月 日 令 和 年 月 日 （ 訓練日数

令和　　年　　月　　日

訓練対象者の条件 特になし

訓練推奨者
(特定の者を想定する場合のみ)

新規学校卒業者 ニート等の若者 障害者 母子家庭の母等

被災者 外国人

訓練目標

（仕上がり像）
介護事業所において上司の指示を受けながら生活援助の基本作業並びに施設内の簡易な掲示物の作成ができる。

訓練修了後に取得

できる資格

名称 （ 生活援助従事者研修修了 ） 認定機関 （ 〔訓練実施機関〕

） 認定機関 （

18時間

名称 （ 掃除能力検定5級 ） 認定機関 （ （一社）日本掃除能力検定協会

名称 （ ） 認定機関 （

名称 （

名称 （ ） 認定機関 （

職務の理解

介護における尊厳の保持・自立支援

介護におけるコミュニケーション技術

老化と認知症の理解

こころとからだのしくみと生活支援技術（基本

知識）

介護の基本 介護職の役割、専門性と多職種との連携、介護職の職業倫理、介護における安全の確保とリスクマネジメント、介護職の安全

介護・福祉サービスの理解と医療との連携 介護保険制度、医療との連携とリハビリテーション、障害福祉制度及びその他制度

職場見学、職場体験、職業人講話

【職場見学】 6時間

12時間

企業実習

3時間

障害の理解 障害の基礎的理解、障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎的知識、家族の心理、かかわり支援の理解 3時間

実施する ※実施する場合、カリキュラムは別途作成し、総時間のみ記入してください。

15時間

パソコン基本操作（起動・終了、キーボード操作）、文書作成（文字入力、文章編集、表作成）、掲示物作成、文書の管理 36時間

介護過程の基礎的理解（グループワーク） 2時間

実施しない

振り返り（演習） 生活援助模擬演習（身だしなみ、言葉遣い、態度、生活支援） 1時間

学科 86時間 実技 96時間 企業実習 0時間 職場見学等 18時間

【職場体験】

指

導

方

法

訓練形態（個別指導・補講を除く） 全ての受講者を一堂に集め、講師が直接指導する

施設設備や教材等を有効に活用

した効果的な指導のための工夫

受講者ごとの特質及び習得状況

に応じた指導のための工夫

「講師と受講者」及び「受講者と受講者」の間でコミュニケーションが自然と発生するように、訓練では小グループ演習を積極的に取り入れています。これ

により訓練効果が高まるだけでなく、職場で必要となるコミュニケーション力をさらに向上させることができます。

受講者の負担する費用

教科書代 #,###円

合計 #,###円その他 （

職場体験先への交通費は実費

訓

練

内

容

1時間

訓練概要 訪問介護や施設介護における入浴・排泄・食事等の身体の世話、食事・洗濯・炊事等の日常生活の自立支援に関する知識及び技能・技術を習得する。

科目 科目の内容 訓練時間

・このカリキュラム等は一例ですので、実際には地域の求人ニーズ等を踏まえて作成してください。

・令和２年７月以降に開講する訓練科に適用予定の認定基準等に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成したものです。



認定様式第13の１号

訓練受講者氏名

教育訓練実施機関

印

印

Ⅰ　訓練期間・訓練目標

Ⅱ　知識、技能・技術に関する能力　　（「知識、技能・技術に関する評価項目」ごとに、該当する欄に○を記入）　　

（１）科目評価

A：到達水準を十分に上回った　B：到達水準に達した　C：到達水準に達しなかった 評価は、試験結果等に基づき記入されたものです）

A B C

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

学

科

介護・福祉サービスの理解

と医療との連携

生活全体の支援の中で介護保険制度の位置づけについて知っている 引用元１

高齢障害者の生活を支えるための基本的な考え方を理解し、代表的な障害者福祉サービス、権利擁護や成

年後見の制度の目的、内容について知っている

職務の理解

介護保険サービス及び介護保険外サービスを知っている 引用元１

介護職における仕事内容及び現場を知っている 引用元１

介護における尊厳の保持・

自立支援

介護の目標や展開について、尊厳の保持、ＱＯＬ、ノーマライゼーション、自立支援の考え方を取り入れること

について知っている
引用元１

虐待の定義、身体拘束及びサービス利用者の尊厳、プライバシーを傷つける介護についての基本的なポイン

トを知っている
引用元１

引用元１

介護保険制度や障害福祉援制度の理念、保険料負担及び本人負担について知っている 引用元１

ケアマネジメントの意義、代表的なサービスの種類と内容、利用の流れについて知っている 引用元１

介護の基本

介護の目指す基本的なものは何か、また家族による介護と専門職による介護の違い、介護の専門性につい

て知っている
引用元１

生活支援の場で出会う典型的な事故や感染、介護における主要なリスクを知っている 引用元１

介護職に起こりやすい健康障害や受けやすいストレス、またそれらに対する健康管理、ストレスマネジメントの

あり方、留意点を知っている

事故防止のため心身の健康を自己管理することを知っている

介護におけるコミュニケー

ション技術

共感、受容、傾聴的態度、気づきなど、基本的なコミュニケーション上の要点を知っている 引用元１

言語、視覚、聴覚障害者とのコミュニケーション上の留意点を知っている 引用元１

介護における記録の機能と重要性について要点を知っている 引用元１

家族が抱きやすい心理や葛藤の存在に配慮した介護の相談援助の重要性を知っている 引用元１

引用元１

介護職の職業倫理の重要性を理解し、介護職が利用者や家族等と関わる際の留意点について知っている 引用元１

就職支援責任者　氏名

令和　　年　　月　　日

200時間 介護事業所において上司の指示を受けながら生活援助の基本作業並びに施設内の簡易な掲示物の作成ができる。

科目名
評価

知識、技能・技術に関する評価項目 コード

～

令和　　年　　月　　日

B002101

作業場を常に整理するなど、危険を誘発する要因の除去の必要性について知っている B002101
安全衛生

様式３－３－３　職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート
（求職者支援訓練用）

訓練番号

訓練科名 生活援助従事者養成（２か月）科

名 称 訓練実施施設の責任者　氏名

訓練期間 訓練時間 訓練目標（仕上がり像）

上記の者の訓練期間における当社としての職業能力についての評価は、以下のとおりです。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

所在地



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(1)

(2)

評価項目の引用元（企業横断的な評価基準を活用した場合のみ）

（総評・コメント）

（特記事項）

（２）訓練の受講を通じて取得した資格（任意）

（３）訓練期間中又は訓練終了後に取得した資格（任意）　※訓練と密接に関わる資格のみを記入

学

科

引用元２

利用者の身体状況に応じて、普通食をアレンジ（刻み食、ミキサー食等）することができる P854011481

実

技

掃除作業における感染防止について知っている 引用元２

掃除作業における感染防止策を実践できる 引用元２

年齢、性別、健康状態毎に１日に必要な栄養を知っている P854011481

食材の鮮度を見分ける方法を知っている P854011481

限られた食材、調理器具で調理ができる P854011481

老化の理解と認知症の理
解

生活支援基礎知識

掃除の基礎知識（洗剤、用具、機械、対象素材、建材、作業動作）について知っている 引用元２

食中毒の予防・対処方法（季節に応じた対処の方法、気温による違いの理解等）を知っている P854011481

食事の意味と食事を取り巻く環境整備の方法のポイントを理解した生活支援ができる 引用元１

睡眠の意味と睡眠を取り巻く環境整備や関連した用具を理解した生活支援ができる 引用元１

引用元１

家族の気持ちや家族が受けやすいストレスについて知っている

人体の構造や機能と行動の関係を知っている

引用元１

引用元１

認知症の利用者の健康管理と廃用症候群予防の重要性と留意点について知っている

生活支援基礎実習

各場所（居間・浴室・キッチン・トイレ）における掃除の基本動作ができる

（注意事項）

　１　「コード」欄には、「知識、技能・技術に関する評価項目」の出典にコード又は職業能力評価基準のユニット番号等がある場合に記入してください。

　２　記入しきれないときは、適宜枠の数を増やす等により記入してください。

　３　本シートは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

　　ものをもって作成することができます。

【引用元１】○○県　生活援助従事者研修事業実施要綱による修了時の評価ポイント

【引用元２】（一社）日本掃除能力検定協会　掃除能力検定試験4級・5級の出題内容

取得日 令和　 　年 　　月 　　日

認知症の利用者の生活環境の意義やあり方について、主要なキーワードを知っている 引用元１

移動・移乗の意味と関連する用具・機器及び移動・移乗に関するからだのしくみを理解し、立ち上がりや移動

の際の声かけ、歩行等が不安定な者の移動支援・見守りを行うことができる
引用元１

障害の理解
障害の概念とＩＣＦ、各障害の内容・特徴及び障害に応じた社会支援の考え方について知っている 引用元１

障害の受容のプロセスと基本的な介護の考え方について知っている 引用元１

認知症ケアの理念や利用者中心というケアの考え方について知っている 引用元１

認知症の利用者とのコミュニケーション（言語、非言語）の原則、ポイントについて理解でき、具体的な関わり

方（良い関わり方、悪い関わり方）を知っている
引用元１

引用元１

健康的な高齢者の「物忘れ」と、認知症による記憶障害の違いについて知っている 引用元１

振り返り（知識） 継続して学習・研鑽することの必要性を知っている

ワープロソフトの様々な機能を活用し、レイアウト構成にも配慮した文書（礼状、案内状）が作成できる 00C002L11

書式通りに文書を作成できる P854010041

引用元１

高齢者に多い疾病の種類とその症状、特徴、治療・生活上の留意点及び高齢者の疾病による症状や訴えに

ついて知っている
引用元１

こころとからだのしくみと生
活支援技術（基本知識）

利用者の身体の状況に合わせた介護と環境整備のポイントについて知っている

取得日 令和　 　年 　　月 　　日

家事援助の機能と基本原則に基づいた生活支援ができる 引用元１

ターミナルケアの考え方を理解した生活支援ができる 引用元１

掲示物作成演習

引用元１

こころとからだのしくみと生
活支援技術（生活支援技術
演習）

主だった状態像の高齢者の生活の様子をイメージできる 引用元１

こころとからだのしくみと生

活支援技術（生活支援技
術）

認知症の中核症状と行動・心理症状（ＢＰＳＤ）等の基本的特性及びそれに影響する要因を知っている

引用元１

加齢・老化に伴う生理的な変化や心身の変化・特徴、社会面、身体面、精神面、知的能力面などの変化に着

目した心理的特徴について知っている



認定様式第５号

（ ）

✔ （ ）

※40文字以内で記入してください。

～

✔ ✔ ）

～ （ 2

時 分 ～ 時 分 名

その他 （ ）

） ✔ 任意受験

） 任意受験

） 任意受験

） 任意受験

） 任意受験

✔

）

備考 （ ）

✔

202時間訓練時間総合計

①「総合病院の仕事」(医)○○2Ｈ、②「個人医院の仕事」(医)○○2Ｈ、 ③「薬局の仕事」㈱○○2Ｈ

①「医療事務員（総合病院）の職場」(医)○○6Ｈ、②「医療事務員（小規模病院）の職場」(医)○○6Ｈ

医療保険制度

高齢者医療制度

医事法規一般

医事業務

公費負担医療制度
感染症法、生活保護法、学校保健安全法、精神保健福祉法、身体障害者福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法、母子保健法、原子爆弾被爆者援

護法、特定疾患治療研究事業、難病の患者に対する医療等に関する法律

介護保険制度 制度の概要、予防給付・介護給付、介護サービスの利用方法、介護保険と医療保険等の関係

健康保険、船員保険、各種共済組合、国民健康保険、退職者医療制度

学
科

安全衛生 心身の健康管理、整理整頓の原則

実
技

診療報酬請求事務演習 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の作成演習

82時間 実技

外来受付窓口実務演習

訓練科名
医療事務従事者養成（２か月）科

募集期間（予定）

訓練カリキュラム（案）
訓練実施機関名：

訓練の種別
基礎コース

就職を想定する職業・職種
実践コース 04 医療事務分野

選考日（予定）

選考方法 面接 筆記試験 その他 （

建設人材育成コース
（※基礎コースのみ）

医療事務員

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

職場復帰支援コース

(※基礎コースのみ）
託児サービス支援付訓練コース 短時間訓練コース

日 ）

訓練時間 訓練定員

選考結果通知日

訓練期間 か月 ）令 和 年 月 日 令 和 年 月 日 （ 訓練日数

令和　　年　　月　　日

訓練対象者の条件 パソコンの基本操作ができる者（PC・ソフトの起動・停止、円滑なキーボード操作）

訓練推奨者
(特定の者を想定する場合のみ)

新規学校卒業者 ニート等の若者 障害者 母子家庭の母等

被災者 外国人

訓練目標

（仕上がり像）
医院において医療事務の基本作業並びに施設内の簡易な掲示物の作成ができる。

訓練修了後に取得
できる資格

名称 （ 医療事務技能審査試験（医科） ） 認定機関 （ （一財）日本医療教育財団

） 認定機関 （

名称 （ ） 認定機関 （

名称 （ ） 認定機関 （

名称 （

名称 （ ） 認定機関 （

※実施する場合、カリキュラムは別途作成し、総時間のみ記入してください。

1時間

修了評価・振り返り（学科） 診療報酬請求事務の知識に関する修了評価及び振り返り 6時間

3時間

制度の概要、特定健康診査、後期高齢者医療給付

3時間

3時間

医療保障制度の基礎用語、医療法、医療保険各法、療養担当規則、関連法規（医師法 等） 12時間

医事担当者の心得 （個人情報の適切な取扱いを含む）、外来・入院業務、窓口会計業務 12時間

6時間

修了評価・振り返り（実技） 診療報酬請求事務の実技に関する修了評価及び振り返り 6時間

就職支援 職務経歴書の書き方、履歴書の書き方、面接における留意事項 18時間

医療用語及び医科・薬学

企業実習

18時間

指

導
方
法

訓練形態（個別指導・補講を除く） 全ての受講者を一堂に集め、講師が直接指導する

施設設備や教材等を有効に活用

した効果的な指導のための工夫

受講者ごとの特質及び習得状況

に応じた指導のための工夫

「講師と受講者」及び「受講者と受講者」の間でコミュニケーションが自然と発生するように、訓練では小グループ演習を積極的に取り入れています。これ

により訓練効果が高まるだけでなく、職場で必要となるコミュニケーション力をさらに向上させることができます。

受講者の負担する費用

教科書代 #,###円

合計 #,###円その他 （

職場見学先への交通費は実費

36時間

掲示物作成演習 文書作成（文字入力、文章編集、表作成）、掲示物作成、文書の管理 30時間

患者接遇、受付対応、電話対応、医療費の会計処理、退院事務

診療報酬請求業務（医科診療報酬に係わる事項（出来高・DPC制度））、医学一般（各器官系の名称・構造・機能、人体解剖と病理、疾病の原因と治

療）、薬学一般（医薬品の種類と薬効分類、各器官系に作用する薬物）、診療録（医科医療用語・略語、その他カルテ読解に必要な事項、電子カルテシ

ステム）

30時間

訓
練

内
容

訓練概要 医療機関の外来受付窓口対応、診療報酬請求事務に関する知識及び技能・技術を習得する。

科目 科目の内容 訓練時間

学科 102時間 企業実習 0時間 職場見学等 18時間

【職業人講話】
職場見学、職場体験、職業人講話

【職場見学】 12時間

6時間

実施しない 実施する

・このカリキュラム等は一例ですので、実際には地域の求人ニーズ等を踏まえて作成してください。

・令和２年７月以降に開講する訓練科に適用予定の認定基準等に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成したものです。



認定様式第13の１号

訓練受講者氏名

教育訓練実施機関

印

印

Ⅰ　訓練期間・訓練目標

Ⅱ　知識、技能・技術に関する能力　　（「知識、技能・技術に関する評価項目」ごとに、該当する欄に○を記入）　　

（１）科目評価

A：到達水準を十分に上回った　B：到達水準に達した　C：到達水準に達しなかった 評価は、試験結果等に基づき記入されたものです）

A B C

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

実

技
診療報酬請求事務演習

各種医療保険制度における高額療養費について知っている

各種医療保険制度における保険外併用療養費について知っている

医事法規一般

医療保障制度の基礎用語を知っている 引用元２

関係規則及び法規について知っている 引用元２

介護保険と医療保険等の関係について知っている 引用元２

介護保険制度 介護サービスの利用方法について知っている 引用元２

外来・入院業務の概要について知っている 引用元２

引用元２

高齢者医療制度における特定健康診査について知っている 引用元２

修了評価・振り返り（学科）

引用元２

作業管理（作業時間、機器等の選定・調整）の方法と重要性を知っている

引用元２

高齢者医療制度の概要について知っている

高齢者医療制度

公費負担医療制度

引用元２

医事業務

医事担当者としての心得（個人情報の適切な取扱いを含む）について知っている 引用元２

窓口会計業務の概要について知っている 引用元２

介護保険制度の概要と各種給付について知っている

後期高齢者医療給付について知っている 引用元２

公的負担医療制度の概要と各種法律について知っている 引用元２

医療用語及び医学・薬学
診療報酬請求事務を行うために必要な病名、検査法、医薬品等の用語を知っている 引用元２

医薬品の種類、名称、規格、剤形、単位等について知っている 引用元２

診療報酬請求事務に関する正しい知識を確認する方法を知っている

様式３－３－３　職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート
（求職者支援訓練用）

訓練番号

訓練科名 医療事務従事者養成（２か月）科

上記の者の訓練期間における当社としての職業能力についての評価は、以下のとおりです。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

所在地 就職支援責任者　氏名

名 称 訓練実施施設の責任者　氏名

訓練期間 訓練時間 訓練目標（仕上がり像）

安全衛生

医療保険制度

各種医療保険制度における入院時食事療養費及び入院時生活療養費について知っている 引用元２

令和　　年　　月　　日

202時間 医院において医療事務の基本作業並びに施設内の簡易な掲示物の作成ができる。

科目名
評価

知識、技能・技術に関する評価項目 コード

～

令和　　年　　月　　日

引用元１

健康管理（健康診断、健康相談、職場体操等）の方法と重要性を知っている 引用元１

学

科

自社作成

レセプトを作成できる 自社作成

レセプトを点検できる 自社作成

カルテの内容を確認できる 自社作成

診療報酬点数を計算できる（対象：診察料・投薬料・レントゲン・注射・処置・手術・理学療法・麻酔料・入院

料・薬剤・検査等）
K220102



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(1)

(2)

評価項目の引用元（企業横断的な評価基準を活用した場合のみ）

（総評・コメント）

（特記事項）

（２）訓練の受講を通じて取得した資格（任意）

（３）訓練期間中又は訓練終了後に取得した資格（任意）　※訓練と密接に関わる資格のみを記入

実

技

医療費の会計処理ができる K220102

退院事務ができる K220102

外来受付窓口実務演習

掲示物作成演習
書式通りに文書を作成できる P854010041

ワープロソフトの様々な機能を活用し、レイアウト構成にも配慮した文書（礼状、案内状）が作成できる 00C002L11

修了評価・振り返り（実技） 診療報酬請求事務に関する正しい作業を確認することができる 自社作成

患者を応対する際の基本姿勢や受け答えができる 自社作成

基本的な電話の内容に対して的確な受け答えができる K220101

来訪者に対する基本的な受付対応ができる K220101

（注意事項）

　１　「コード」欄には、「知識、技能・技術に関する評価項目」の出典にコード又は職業能力評価基準のユニット番号等がある場合に記入してください。

　２　記入しきれないときは、適宜枠の数を増やす等により記入してください。

　３　本シートは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

　　ものをもって作成することができます。

【引用元１】厚生労働省　ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガイドライン

【引用元２】一般財団法人日本医療教育財団　医療事務技能審査試験における審査領域/審査基準

取得日 令和　 　年 　　月 　　日

取得日 令和　 　年 　　月 　　日


