
訓練実施機関

訓練実施施設

訓練番号

2時間

18時間

72時間

60時間

60時間

90時間

90時間

90時間

84時間

78時間

そ
の
他

6時間

訓練対象者の条件

訓練目標

訓練期間

受講時間

定員

自己負担額

（内訳も記載）

募集期間
令和４年２月２１日 ～ 令和４年３月２８日

△△ビジネス情報学院　船橋校４号館 実施地域 船橋市

コース 実践コース

４月１８日開講

求職者支援訓練≪受講生募集案内≫

建築ＣＡＤ製図技能者養成科（e ラーニングコース）
学校法人　△△学園 通所による訓練あり

訓練時間
うち通所による
訓練時間（※）

学
科

安全衛生 ＶＤＴ作業、作業環境、点検と清掃、改善措置 ＿

就職支援 履歴書、職務経歴書の作成の要点、面接に当たっての注意点 ＿

基礎製図
図面の種類、図面の役割、表示記号、建築製図通則、図示記号、建築製図の読
み方、空調設備、電気設備、給排水・衛生設備

＿

＿

ＣＡＤシステムの概
要

CADシステム、図面の作成・出力、レイヤ、２次元CAD、３次元CAD、モデリン
グ、ファイルの管理

建築技術の基礎

職場見学 設計会社への見学「㈱〇〇〇」 6時間

３次元ＣＡＤシステム演
習

作図と編集、モデリング、ライティングと着彩 ＿

２次元ＣＡＤ基本操
作演習

システムの取扱い、基本作図コマンド、編集コマンド、ファイルの管理、デー
タ管理、プロッタ出力設定、図面出力

＿

２次元ＣＡＤによる
建築製図演習

配置図、平面図、断面図、構造図、電気・配管設備図作成演習

訓練内容

科目 科目の内容

①育児・介護中の方、②通所可能な範囲に訓練実施機関がない方、③在職中の方（雇用保険被保険者の方は対象外）等、特に配慮を必要とする方

建築工事業事業所においてＣＡＤシステムを用いた建築製図の基本作業ができる。建築士が設計を行う際の補助ができる。

建築関連法規、インテリア計画、構造材料、荷重と外力、構造図、建築設備図 ＿

＿

※上記以外の「開講式」「オリエンテーション」「修了式」「キャリア・コンサルティング」についても、通所により訓練を実施します。

課題作成演習
敷地面積、建物の基本的仕様等の条件に基づき２次元CAD、３次元CADによる課
題の作成

＿

建築広告・営業プレゼ
ンテーション演習

作成した課題に基づく透視図の作成、CG（コンピュータグラフィックス）の作
成、プレゼンテーション演習

＿

実
技

訓練修了後に取
得できる資格

建築ＣＡＤ検定試験　２級　　（一般社団法人全国建築ＣＡＤ連盟）
※任意受験です

（受験料別途自己負担）

施設見学会 募集期間中、土・日・祝日を除き随時対応（見学を希望される方はあらかじめ予約をお願いいたします。）

令和４年４月１８日 ～ 　令和４年１０月１７日（６カ月）

　６５０時間（総訓練時間）

 ２０名　　※受講申込者が定員の半数に満たない場合は訓練を中止することがあります。

eラーニングコー
スに係る留意事項

〇また、当コースはeラーニングにより在宅のまま受講できる訓練ですので、以下のご用意をお願いします。
・パソコン（CPU がデュアルコア2Ghz 以上（Core i3 やRyzen 3 等）、メモリが4GB 以上であること）、Ｗｅｂカメラ、マイク　※　タブ
レット、スマートフォン不可
・インターネット接続環境は、訓練を支障なく実施できる速度が必要となります（目安としては、上りと下りの双方で実測値が1.5Mbps 以
上）。公衆無線LAN（Free-Wi-Fi等）の使用は認められません。
・使用ソフト 　Ｚｏｏｍ
〇訓練カリキュラムについて、１週間程度の期間を要する分量で内容に関連性が認められるものを「ユニット」として設定し、各「ユニット」
の受講修了ごとに確認テストを実施します。
〇１週間に１度、オンライン等による対面指導を行います。

テキスト代　　15,000円（税込）　・　受講料無料

パソコン、モバイルルータ－　貸出可　　（　パソコン　　5,000円（税込）/ 月　　通信費3500円（税込）/月）

記載例（ｅラーニング）
ハロトレくんのロゴマーク

は削除しないでください。

●コース案内の文字、罫線における色の指定はありま

せん。ただし、背景の色によっては見えにくくなりますの

で、色使いに留意してください。

●必要に応じて、行幅の変更、折り返し表示や文字のポ

イントを上げる等調整してください。

●訓練番号は認定申請時には空欄と

してください。

●認定通知書が届いた段階で、その

訓練番号を記載してください。

●テキスト以外に次のような自己負担が生じる場合はテキスト

代に続けて記載してください。また機器等の貸与が有償で可能

な場合は、詳細を記載してください。

①職場見学、職場体験、企業実習の際の交通費

②法定講習の欠席の場合の補講費（●●●●円／時間）

③介護関係の企業実習の際の健康診断料

※①及び③は、いずれも金額は（実費）としてください。

●科目の訓練時間は通所の訓練時間を含んだ時

間数を記入してください。通所の訓練時間は科目

の訓練時間の内数として記入してください。

●通所による訓練の有無を記載してください。

様式5号の訓練

科目以外で、通

所による訓練を

実施する場合

は、枠下に記載

してください。

オンラインにより実施する場合は、その旨を記載の上、参加用のＵＲＬを記載してください。

●訓練科目及び科目の内容は様式5号に記載されている内容

を記載してください。

対面指導等を双方向で行う場合は、使用ソフトを記載してください。

貸与が可能な場合は、記載不要。

定員を増員する可能性がある場合には、下記を参考に文言を

追加してください。

（例）応募状況によっては、定員を増員することがあります。

●通所による訓練がない場合は、「実施地域」の

文言及び枠を削除し、上段の枠（通所による訓練

なし）と結合してください。

（雇用保険被保険者の方は対象外）については、

コース案内のみの記載とし、認定様式５号への

記載は不要です。

ｅラーニングコースにおいては、受講時間として、

総訓練時間を記載してください。

情報通信機器整備奨励金の支給を希望する訓練

コースの場合は、訓練期間中、訓練実施機関が

パソコンやモバイルルーター等の通信機器の双

方を受講者に対し貸与する訓 コースである旨記

載してください。



選考日 令和4年4月1日

時間 ９時３０分～

選考試験の実施方法 オンライン・通所

（オンラインの場合の選
考試験参加用ＵＲＬ）

選考予約先（電話番号） ０４７－×××ー××××

持ち物 筆記用具

選考結果発送日 令和4年4月6日郵送

選考方法 面接 ・ 筆記試験 ・ その他

施設名　△△ビジネス情報学院　船橋校1号館

〒274-〇〇〇〇

千葉県船橋市〇〇〇１－２－３

最寄駅 ＪＲ船橋駅（駅から徒歩８分）

駐車場

　電話番号：０４７－×××ー××××

※入校後の訓練実施施設連絡先及び駐車場等については、上記記載のとおりです。

　有（　無料・有料　　月 円(日・時））・　　無　※公共交通機関をご利用下さい。

受講申込書の
提出方法・連絡先

（ハローワークでの
申込後の訓練実施施
設への提出方法等）

　提出方法：　　郵送　・　持参 ※ご持参される場合は事前にご連絡をお願いいたします。

  提出先： 〒274-〇〇〇〇 千葉県船橋市〇〇〇１－２－３

　担当者：□□

FAX番号：０４７－×××ー××△△　

ＰＲポイント（就職支援の内容、過去に実施した求職者支援訓練の実績、新型コロナウイルス感染防止対策に係る取組み等も含む。）

最
寄
駅
か
ら
選
考
場
所
ま
で
の
地
図

地図添付

選考会場

詳しくは、住居所を管轄するハローワークへお問い合せください。

【雇用保険受給資格者以外の方】 【雇用保険受給資格者の方】

ハローワークの支援指示を受けて受講する方で、一定の要件を
満たす場合は、職業訓練給付金が支給されます。

　訓練受講開始日において、雇用保険の受給資格のある方又は受給中の方で、
ハローワークの受講指示を受けて受講される方は、訓練期間中、雇用保険の失
業給付(基本手当、受講手当及び通所手当)が支給されます。

・職業訓練受講手当　　月額１０万円

・通所手当　職業訓練実施施設までの最も経済的かつ合理的
と認められる通所経路に応じた所定の額（上限額あり）

【新型コロナウイルス感染防止対策】
①教室の入口でアルコールによる除菌を実施

②教室内ではマスクを着用

③講師席にアクリルの衝立を設置

④サーキュレーターによる教室内の換気を実施

【就職支援の内容】
①ジョブ・カードを使用して、これまでの職業経験の棚卸

を行い、それぞれの方が持つスキル、強味を自覚して

いただきます。

②当学園は届出により無料職業紹介事業を行っており、

求人企業説明会を訓練期間中に実施いたします。

③訓練時間外にも就職支援責任者を中心に個別の相談

に対応しております。

【訓練の特徴と就職先】
①本コースは、１か月概ね８５時間の短時間訓練で子育てや介護など時間的

制

約のある方でも受講しやすい訓練です。

②どの業種でも必要となる文書、表計算、プレゼンテーションをソフトウェアを

用して作成できるよう知識と技能を習得します。

③修了後の就職先は特定の職種を想定していません。様々な職種に挑

戦してください。

イラスト

写真

イラスト

写真

二次元コード●新型コロナウイルス感染防止対

策として実施していることを具体的

に記載してください。

●訓練コースや実施施設のＰＲポイントを自由に記載してく

ださい。文字のフォントや色なども自由です。

●イラストや写真を配置する際は著作権などに抵触しない

ようご注意ください。

通所による訓練を実施しない場合は、削除してくださ

い。

選考試験・訓練とも通所で実施しな

い場合は、削除してください。（地図

含む）

・認定職業訓練実施基本奨励金の特例措置（ＩＴ分野又はWebデザイン

関係コース）を希望する場合、ＩＴ分野については、ITSSレベル１以上の資

格の取得を目指す訓練コースであること、Webデザイン関係コースにつ

いては、Webデザイン関係資格の取得を目指す訓練コースであることを、

ＰＲポイント欄に記載してください。

（例）当コースのカリキュラムについては、PHP初級試験に対応しており、Ｉ

Ｔスキル標準（ＩＴＳＳ）レベル１以上の資格取得を目指すコースです。

・実習促進奨励金の支給を希望する訓練コースの場合は、企業実習が

充実した訓練コースである旨をＰＲポイント欄に記載してください。

記載例（ｅラーニングコース：施設と選考会場が同じ場合）



選考日 令和4年4月1日

時間 ９時３０分～

選考予約先（電話番号） ０４７－×××ー××××

実施方法 オンライン・通所

（オンラインの場合の選
考試験参加用ＵＲＬ）

持ち物
筆記用具

（鉛筆またはシャープペンシル、消ゴム）

選考結果発送日 令和4年4月6日郵送

選考方法 面接 ・ 筆記試験 ・ その他

施設名　△△ビジネス情報学院　船橋校1号館

〒274-〇〇〇〇

千葉県船橋市〇〇〇１－２－３

最寄駅 ＪＲ船橋駅（駅から徒歩８分）

駐車場

　電話番号： ０４７－×××ー××××

訓練実施施設名

〒274-〇〇△△

千葉県船橋市〇〇〇１－２－７

ＴＥＬ番号 ０４７－×××ー××〇〇

ＦＡＸ番号 ０４７－×××ー××◇◇

お問い合わせ担当者 ◎◎

最寄駅 ＪＲ船橋駅（駅から徒歩１０分）

駐車場

△△ビジネス情報学院　船橋校４号館

訓練実施施設の住所
最

寄

駅

か

ら

訓

練

実

施

施

設

ま

で

の

地

図

地図添付

　有（　無料・有料 円(日・時））・　　無　※公共交通機関をご利用下さい。

　有（　無料・　有料 円(日・時））・　　無　※公共交通機関をご利用下さい。

受講申込書の
提出方法・連絡先

（ハローワークでの
申込後の訓練実施施
設への提出方法等）

　提出方法：　　郵送　・　持参 ※ご持参される場合は事前にご連絡をお願いいたします。

  提出先： 〒274-〇〇〇〇 千葉県船橋市〇〇〇１－２－３

　担当者：□□

FAX番号： ０４７－×××ー××△△

ＰＲポイント（就職支援の内容、過去に実施した求職者支援訓練の実績、新型コロナウイルス感染防止対策に係る取組み等も含む。）

最

寄

駅

か

ら

選

考

場

所

ま

で

の

地

図

地図添付

選考会場

詳しくは、住居所を管轄するハローワークへお問い合せください。

【雇用保険受給資格者の方】
【雇用保険受給資格者以外の方】

ハローワークの支援指示を受けて受講する方で、一定の要件を
満たす場合は、職業訓練給付金が支給されます。

　訓練受講開始日において、雇用保険の受給資格のある方又は受給中の方で、ハ
ローワークの受講指示を受けて受講される方は、訓練期間中、雇用保険の失業給
付(基本手当、受講手当及び通所手当)が支給されます。

・職業訓練受講手当　　月額１０万円

・通所手当　職業訓練実施施設までの最も経済的かつ合理的
と認められる通所経路に応じた所定の額（上限額あり）

【新型コロナウイルス感染防止対策】
①教室の入口でアルコールによる除菌を実施

②教室内ではマスクを着用

③講師席にアクリルの衝立を設置

④サーキュレーターによる教室内の換気を実施

【就職支援の内容】
①ジョブ・カードを使用して、これまでの職業経験の棚卸

を行い、それぞれの方が持つスキル、強味を自覚して

いただきます。

②当学園は届出により無料職業紹介事業を行っており、

求人企業説明会を訓練期間中に実施いたします。

③訓練時間外にも就職支援責任者を中心に個別の相談

に対応しております。

【訓練の特徴と就職先】
①最初に製図と建築に関する法規などの基本的な知識を身につけます。

そのために手書きの製図から入り、基礎を理解した上で実際にＣＡＤ

を使用した訓練を行います。

②ＣＡＤの訓練ではAutodesk社のAutoCAD、Revitの他に建築・設備の

設計で広く使われているフリーウェア、Jw-CADを習得します。

③最終的には各自が課題を作成し、プレゼンテーションをすることで実

力をつけることができます。

④実際の就職先として建築事務所、工務店、設備工事などの業種があ

ります。

イラスト

写真

二次元コード
●新型コロナウイルス感染防止対

策として実施していることを具体的

に記載してください。

通所による訓練を実施しない場合は、削除してくださ

い。

オンラインにより選考試験を実施す

る場合は、削除してください。（地図

含む）

通所による訓練を実施しない場合

は、削除してください（地図含む）。

●訓練コースや実施施設のＰＲポイントを自由に記載してく

ださい。文字のフォントや色なども自由です。

●イラストや写真を配置する際は著作権などに抵触しない

ようご注意ください。

・認定職業訓練実施基本奨励金の特例措置（ＩＴ分野又はWebデザイン関
係コース）を希望する場合、ＩＴ分野については、ITSSレベル１以上の資
格の取得を目指す訓練コースであること、Webデザイン関係コースにつ
いては、Webデザイン関係資格の取得を目指す訓練コースであることを、
ＰＲポイント欄に記載してください。
（例）当コースのカリキュラムについては、PHP初級試験に対応しており、
ＩＴスキル標準（ＩＴＳＳ）レベル１以上の資格取得を目指すコースです。

・実習促進奨励金の支給を希望する訓練コースの場合は、企業実習が
充実した訓練コースである旨をＰＲポイント欄に記載してください。 

記載例（ｅラーニングコース：施設と選考会場が違う場合）




