
令和５年度求職者支援訓練の
制度説明会

令和4年12月20日（火）
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構新潟支部
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本日の内容

１ 令和５年度求職者支援訓練実施計画等について

２ 求職者支援訓練の概要について

３ オンライン訓練・ｅラーニングコースの概要について

４ 認定申請書を提出するに当たっての留意事項について

５ その他
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求職者支援訓練の概要について
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１ 求職者支援訓練の概要

①求職者支援制度とは

求職者支援制度とは、

主として雇用保険を受給できない求職者に対して、

１）受講料無料の職業訓練（求職者支援訓練）の実施

２）月10万円の生活支援の給付金を支給
（収入等の要件あり）

３）ハローワークと求職者支援訓練を実施する教育機関が
協力して就職支援を実施

することで、「安定した就職」を目指す制度です。

★全国で2.8万人以上の方が求職者支援訓練を受講しています（令和3年度実績）。

★求職者支援訓練は、全国の民間企業や教育機関（訓練実施機関）が、当機構の認定を受けて実施
しています。

★令和４年７月１日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合に、訓練延
長給付や技能習得手当等を受給することができるようになりました。



○「基礎」と「実践」の２種類のコース
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② 訓練コースの種類（１）

１ 求職者支援訓練の概要
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③ 訓練コースの種類（２）

１ 求職者支援訓練の概要

共通

・訓練時間は 100時間以上／月

・１日の訓練時間 原則５時間以上６時間以下

・受講対象者に特段の制限はないこと

基礎コース
・訓練期間は2か月以上4か月未満の適切な期間

・欠格の基準となる就職率は30％未満

実践コース
・訓練期間は３か月以上６か月未満の適切な期間

・欠格の基準となる就職率は35％未満
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④ 訓練科目

１ 求職者支援訓練の概要

・学科科目

・実技科目

・職場見学、職場体験、
職業人講話、企業実習

・職業能力開発講習
（基礎コースのみ）

・開講式、修了式、
オリエンテーション

・キャリアコンサルティング

・定期考査

・修了考査

※橙色の科目はいずれかの設定で可
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⑤ 訓練分野

１ 求職者支援訓練の概要

訓練分野 主な職業・職種

11 デザイン分野
グラフィックデザイナー、WEBデザイナー、
フラワーデザイナー、洋裁師、パタンナー

12 輸送サービス分野 甲板員、フォークリフト運転作業員、自動車整備工

13 エコ分野
労働安全衛生技術者、環境衛生技術者、
太陽光発電装置据付作業員

14 調理分野 調理人、パン、菓子製造工

15 電気関連分野
電気機械組立工、電気機器具修理工、電気配線工事
作業員

16 機械関連分野
汎用機械工作機械工、数値制御金属工作機械工、
CADオペレーター(機械製図)

17 金属関連分野
金属プレス工、鉄工、製缶工、板金工、金属溶接・溶断
工

18 建設関連分野
インテリアコーディネーター、CADオペレーター(建築製図)、
建設用機械車両運転工、型枠工

19 理容・美容関連
分野

エステティシャン、ネイリスト、着付師

20 その他分野
上記のどの分野にも属さない職業、職種
パソコンインストラクター、マンション管理人、
ペットトリマー

訓練分野 主な職業・職種

00 基礎分野 －

02 IT分野
WEB系ソフトウェア開発技術者、サーバー管理者、
システム管理者、ネットワーク技術者

03 営業・販売・事務
分野

総務事務員、経理事務員、貿易事務員、小売店販
売員、
不動産営業員、OA事務員

04 医療事務分野 医療事務員、調剤薬局事務員、歯科助手

05 介護・医療・福祉
分野
※職場復帰支援コー
ス含む

施設介護員、訪問介護員、看護助手、保育の業務に
携わる者

06 農業分野 農耕作業員、養畜作業員、植木職、造園師

07 林業分野 伐木・造材・集材作業員

08 旅行・観光分野
旅行会社カウンター係、旅館・ホテル接客係、
旅行・観光ガイド

09 警備・保安分野 施設警備員、道路交通誘導員、雑踏警備員

10 クリエート(企画・
創作)分野

広告ディレクター、イベントプランナー
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⑥ 求職者支援訓練としての認定に必要な主な要件

１ 求職者支援訓練の概要

• 過去3年以内に実施した同期間、同時間程度の訓練実績

• 講師、訓練責任者、就職支援責任者、キャリアコンサルティング担当者（ジョブ・カード作成ア

ドバイザーもしくはキャリアコンサルタントの資格を有するもの）、苦情処理者、事務担当者の

配置（一部兼任可能）

• 訓練を実施するのに十分な広さがある教室（1人あたり1.65㎡以上）

• その他施設設備（鍵のかかる事務室又は書庫・男女別のトイレ・教室及び実習室は全面禁煙等）

• 申請する日時点において「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

（※）」等を受講した方が在籍していること

（※） 令和３年度から５年度までの研修は厚生労働省から（株）ランゲートに委託されてe-ラーニング形式により実施されております。
研修の申込方法の詳細はhttp://www.langate.co.jp/sgl/をご覧ください。

• 災害補償制度への加入（「負傷」「疾病」「負傷・疾病を原因として死亡した場合」に受講者に対して補償）

など

※申請する求職者支援訓練の７割以上の訓練時間がある訓練
を、同一の受講者に対して実施した実績

http://www.langate.co.jp/sgl/
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⑥ 求職者支援訓練としての認定に必要な主な要件

１ 求職者支援訓練の概要

キャリアコンサルティング担当者について

キャリアコンサルティング担当者の要件については、

• 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第３０条の３に規定する

キャリアコンサルタント

• ジョブ・カード作成アドバイザー

• キャリアコンサルティング技能士（１級又は２級）

• 職業能力開発促進法第２８条第１項に規定する職業訓練指導員免許を保有する者

とされています。

このうち、ジョブ・カード作成アドバイザーは令和５年度末までに有効期間が終了する
こととなっていることから、有効期間終了までの間に他の有資格者の確保をお願いいた
します。

キャリアコンサルティング担当者は、外部委託することもできます。また、訓練実施施設外から通信による方
法（同時双方向型）でキャリアコンサルティングを実施することも可能です。
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⑦ 教室、実習室、事務室等について

１ 求職者支援訓練の概要

教室・実習室・事務室

・教室は「受講者定員×1.65㎡」以上（柱等のスペースは含まない）

・教室及び実習室は、床から天井まで完全に仕切られていること

・教室を通過しないと他教室等に移動できないような配置は不可

・入口を施錠できる事務室、または鍵付きの書庫があること

・事務室と教室の建物が別の場合は徒歩7分（560ｍ）以内

トイレ
・教室や実習室のある建物内にあること

・男女別であること（入口が別々で利用者が限定されていること）

キャリアコンサルティング
室

・プライバシーに配慮されていること

（配慮されていれば、教室、実習室または事務室の使用、もしくはパーテーションで

区切られた一画を使用することも可能）

その他訓練環境

・教室（及び自習用教室）は全面禁煙

・休憩室は禁煙または分煙対策が施された場所に設置

・照明、空調・換気、洗面所等施設・設備が整備されていること
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⑧ 業務運営体制等について

１ 求職者支援訓練の概要

責任者 申請者と直接の雇用関係にあること（代表及び役員も可）

事務担当者
・常時対応できるよう1名以上が施設に常駐すること

・講師を兼務する場合は、事務室を不在にすることがないよう、必要な人数を配置すること

苦情を処理する者
・講師との兼務は不可

・申請者と直接の雇用関係にあること（代表及び役員も可）

就職支援責任者

・訓練実施日数のうち50％の日数は全日、訓練実施施設で業務を遂行すること

・申請時点でキャリアコンサルタントまたはジョブ・カード作成アドバイザーであることが望ましいこと

・申請者と直接の雇用関係にあること（代表及び役員も可）
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⑨ 講師要件について

１ 求職者支援訓練の概要

求職者支援訓練の講師として認められる類型

※類型5は企業実習を担当する講師のみが認められるものです。

※講師は、学科は受講者３０人あたり1人以上、実技は受講者15人までは1人以上・15人を超える時
は2人以上（助手含む）必要
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⑩ 求められる就職率等について

１ 求職者支援訓練の概要

【就職率】

• 訓練終了後3か月時点での
雇用保険適用就職率を判断基準とします

• 同一分野において、連続する3年間の間に2回基準を下回ると1年間同一分野の

申請ができません！

【就職状況回収率】

• 連続する3年間に、全国において2コース以上で回収率80％未満となった場合、
同一分野の申請ができません！

認定基準には就職率と就職状況回収率が影響します

基礎コース ３０％以上

実践コース ３５％以上
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⑪ 就職支援について

１ 求職者支援訓練の概要

求職者支援訓練は、ハローワークが受講者に対し、就職支援計画書を作成します。
訓練開始日から、終了後3か月までの期間、就職支援計画に基づいた計画的な就職支援を行います。

（例）8/1～10/31（3か月訓練）の場合

1/31（就職支援期間終了）

10/1～7 11/1～79/1～/7

8/1（開始日） 8/31 9/30 10/31（終了日）

1か月目 2か月目 3か月目

• 受講者がハローワークに来所する日を、訓練開始2か月目以降毎月1日設ける

• 単位期間終了後1週間以内*に設定（ハローワーク毎に異なります）

• 申請書受理後、支部と所轄ハローワークで調整

ハローワーク来所日
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１ 求職者支援訓練の概要

訓練開始後

1か月以内

• 【目的】課題と目標の明確化

•自己理解を深めて課題と目標を明確にし、どのような知識・技能が必要か整理する

訓練半ば頃

• 【目的】訓練の習得状況確認と就職活動の準備

•習得に向けて取り組むべきことを明確にし、就職活動については、職種等の絞り込みを支援する

訓練修了

間近

• 【目的】就職活動への支援

•就職活動に当たってのアピールポイントを気づかせ、実践的な支援を行う

訓練期間中ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを3回以上*行う必要があります。
*訓練期間が3か月に満たない場合は、1か月に1回以上

キャリアコンサルティング

進め方の一例

キャリアコンサルティングの実施日は、適切な時期に設定をお願いします（定期考査の後など）
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１ 求職者支援訓練の概要

⑫ 機構支部による実施状況の確認

すべてのコースの実施期間中に、原則として月１回程度、機構支部職員が貴施設を
訪問して、実施状況の確認を行いますのでご協力をお願いします。

・事前に訪問日時等の調整のための連絡を行う場合と、事前連絡なしに訪問する場
合があります。

・機構支部職員が教室へ入室して訓練の見学や、受講者の名前を呼び用紙を配付し
たうえで受講者アンケートを実施する場合があります。

・受講者選考、オリエンテーションの実施状況
・教科書の配付及び料金徴収
・出欠席等書類の管理状況
・訓練運営体制の確認
・施設設備等申請内容、当日訓練実施状況の確認（目視）
・訓練の進捗状況
・キャリア・コンサルティング、就職支援の実施状況・予定
・成績考査（小テスト）、能力評価の実施状況・予定
・中途退校者、受講者改善指導の発生有無・事務処理
・訓練計画の変更有無・届け出 など
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⑬ 求職者支援訓練を適切に実施した訓練実施機関に対する奨励金
（認定職業訓練実施奨励金（基本奨励金、付加奨励金））

１ 求職者支援訓練の概要

受講者1人1月あたり　６万円

雇用保険適用就職率に応じて、受講者1人1月あたり

Ａ　就職率60％以上　　　　　7万円

Ｂ　就職率35％以上60％未満　6万円

Ｃ　就職率35％未満　　　　　5万円

（就職率の要件緩和）

・短期・短時間特例コース

・ｅラーニングコース（※）

雇用保険適用就職率に応じて、受講者1人1月あたり

Ａ　就職率55％以上　　　　　7万円

Ｂ　就職率30％以上55％未満　6万円

Ｃ　就職率30％未満　　　　　5万円

基礎コース

実践コース

令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間に開始される、訓練期間が2か月以上3か月未満又は月60時間以上80時間未満のｅラーニングコースにつ
いては、就職率要件が上記のとおり緩和されます。
訓練期間が3か月以上6か月以下及び月80時間以上のｅラーニングコース並びに令和5年4月1日以降開始される全てのｅラーニングコースは、「Ａ就職

率60％以上、Ｂ就職率35％以上60％未満、Ｃ就職率35%未満」となります。
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⑬ 求職者支援訓練を適切に実施した訓練実施機関に対する奨励金
（認定職業訓練実施奨励金の特例措置）

ＩＴ分野の奨励金上
乗せ
（１人あたり月１万
円）

【期間】
令和９年３月３１日までの間に開始するＩＴ分野の訓練コース

【要件】
①ＩＴスキル標準（ITSS）レベル１以上の資格（※）がカリキュラム（認定様式第５

号、A-9）の「取得できる資格欄」に記載されていること。
②訓練修了者等に占める新規資格取得率が３５％以上
③受講者における雇用保険適用就職率が５５％以上
※ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップVer12

（https://www.ssug.jp/docs/）

デザイン分野（WEB
デザインコース）の
奨励金上乗せ（１人
あたり月１万円）

【期間】
令和９年３月３１日までの間に開始するデザイン分野（WEBデザイン）訓練コース

【要件】
①WEBデザイン関係の資格（※）がカリキュラム（認定様式第５号、A-9）の「取得で

きる資格欄」に記載されていること。
②訓練修了者等に占める新規資格取得率が５０％以上
③受講者における雇用保険適用就職率が５５％以上
※WEBクリエイター能力認定試験（エキスパート）、Illustratorクリエイター能力認定試験（エキスパート）、

Photoshopクリエイター能力認定試験（エキスパート）、公益社団法人全日本能率連盟登録資格Web検定（Webデザイ
ナー、Webディレクター、Webプロデューサー）、CG-ARTS検定（CGクリエイター検定（エキスパート）、Webデザ
イナー検定（エキスパート）、画像処理エンジニア検定（エキスパート）、CGエンジニア検定（エキスパート）、マル
チメディア検定（エキスパート）、アドビ認定プロフェッショナル（Photoshop、Illustrator、PremierePro）、ウェ
ブデザイン技能検定１~３級

１ 求職者支援訓練の概要

最新のものを確認してください
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⑬ 求職者支援訓練を適切に実施した訓練実施機関に対する奨励金
（実習促進奨励金、情報通信機器整備奨励金の特例措置）

デジタル系（ＩＴ分
野又はデザイン分野
（WEBデザイン））
の奨励金上乗せ
（１人あたり２万
円）

【期間】
令和９年３月３１日までの間に開始するデジタル系（IT分野又はデザイン分野（WEB

デザイン）訓練コース
【要件】
①企業実習を１０日以上２０日以下、訓練実施日に終日実施すること。
②企業実習の出席率が８０%以上

ｅラーニングコース
かつＩＴ分野又はデ
ザイン分野（WEBデ
ザイン）の奨励金
（１人あたり１万５
千円限度）

【期間】
令和９年３月３１日までの間に開始するｅラーニングコースかつIT分野又はデザイン分

野（WEBデザイン）訓練コース
【要件】
訓練実施機関がリース又はレンタル契約等により用意したパソコンやモバイルルータ等

を受講者に貸与した場合に要した経費の額を、支給単位期間ごとに受講者１人につき１万
５千円を上限に支給

１ 求職者支援訓練の概要
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⑭ 開講までの流れ

１ 求職者支援訓練の概要

当機構
都道府県支部
に相談

訓 練 計 画 の
認定申請書を

提 出

認 定 申 請 の
審 査

ハローワークで

受講者の申込受付
を行います。

訓
練
開
始

・制度の概要

・認定基準

・スケジュール等

の説明をします。

都道府県支部から
申請書類の修正や
確認を行う場合が
あります。

・受講申込者全員に
対して、面接、筆
記試験など適切な
方法により選考を
行ってください。

認 定 申 請 の
審 査 結 果 の
通 知

受講者の選考

・認定基準を満た
す訓練計画を策定
します。
・都道府県支部に申
請書及び添付書類
を提出します。

審査の結果、認定
申請状況などによっ
ては認定されない場
合もあります。

受講者の募集・
申込受付

・本人・ハローワー
ク・都道府県支部
に選考結果を通知
してください。

新潟支部
の例 約1.5か月 約2か月

訓練実施機関 JEED都道府県支部 ハローワーク 訓練実施機関
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⑮ 各訓練の違いについて（実践コース）

１ 求職者支援訓練の概要

・実践２ヶ月訓練（短期間訓練）
・訓練期間２ヶ月

・安定的な就職に有効な資格を取得できる介護系、医療事務系のコース
・配慮を必要とする受講者を対象としたコース（コース案内表記：「育児・介護中、在職中の者等、訓練の受講に

あたり配慮を必要とする者」）

・短時間訓練
・訓練時間が１ヶ月につき８０時間以上、１日につき原則として３時間以上６時間以下

（コース案内表記：「育児介護中の者、在職中の者等、訓練の受講にあたり特に配慮を必要とする者。ハローワークが認める

求職者の方」）

・短期・短時間特例訓練（令和５年３月３１日まで）
・短期特例訓練：訓練期間が２週間以上３ヶ月未満

・短時間特例訓練：訓練時間が１ヶ月につき６０時間以上１００時間未満、かつ、１日につき原則として
２時間以上６時間以下

・短期・短時間特例訓練：訓練期間が２週間以上３ヶ月未満であり、訓練時間が１ヶ月につき６０時間
以上１００時間未満、かつ１日につき原則として２時間以上６時間以下
（コース案内表記：

「主として、新型コロナウィルスの影響を受けてシフトが減少した方や休業を余儀なくされている方など、在職中で訓練時間に
配慮が必要な方」

「主として、新型コロナウィルスの影響を受けて休業を余儀なくされている在職者等（離職者を含む）」）
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⑯ 基礎コースについて

１ 求職者支援訓練の概要

・就職に関する基礎的な知識や技能を習得するコース

・訓練期間は２~４ヶ月

・社会人スキルを身に付ける 職業能力開発講習 の設定
（１か月間じっくりと就職支援できます）

・委託訓練との差別化

・連続受講 が可能
（通常、職業訓練を１度受講すると１年間はほかの訓練コースを受講できなくな
りますが、求職者支援訓練の基礎コースを受講した場合に限り、連続受講の対象
となります（所管のハローワーク所長が受講を認めた場合））

・カリキュラム例「オフィスワーク基礎科」「ビジネスアプリケーション基礎科」
「ビジネスアプリケーション・Webページ基礎科」「ＩＴ活用力基礎科」

資料Ａ参照
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⑯ 基礎コースについて（こんな方、受講者にいませんか？）

１ 求職者支援訓練の概要

訓練実施機関からの視点

「イマイチ授業の反応が良くないなぁ？」

「誰とも話さない･･･大丈夫かな？」

「授業には真面目に出席しているのに、就職活
動はなかなか始めない･･･なんで？」

「成績は優秀で、就職活動もしているのに、な
ぜか決まらない･･･どうしてだろう？」

「就職したのに１ヶ月で辞めると連絡がきた･･･
早くない？」

受講者の声

「授業が分からないけど、こんなこと聞いたら
恥ずかしいな。」

「どうせ数か月の仲だし、仲良くしなくてもい
いや。」

「授業楽しい！就職しないでこのまま続けたい
な。」

「就職活動しているのにどうして受からないん
だろう？企業の人分かってない！」

「あまり考えずとりあえず就職したけど･･･」
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⑯ 基礎コースについて（職業能力開発講習）

１ 求職者支援訓練の概要

採用側が選考時に特に重視した点

●コミュニケーション能力

●主体性

●チャレンジ精神

●協調性

●誠実性

（一般社団法人 日本経済団体連合会「新卒採用に関するアン
ケート調査結果」より）

求職者支援訓練の内容

●専門的能力の習得

●ビジネスマナーやコミュニケー
ション能力など、働く上で基礎とな
る汎用的能力の向上

●受講者自身の意見や判断による
自発的な就職活動の促進

職業能力開発講習で
身に付けたい能力
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⑯ 基礎コースについて（職業能力開発講習）

１ 求職者支援訓練の概要

職業能力開発講習の目標

１ 今後のキャリア目標を設定できる

２ 働くことに意欲と見通しを持てる

３ より納得のいく就職を目指すことができる

新たな職業生活に向けた備え
（職業能力開発講習の意義）

（原則、訓練最初の１か月目に集中して行う）
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⑯ 基礎コースについて（職業能力開発講習実施時期の弾力化）

１ 求職者支援訓練の概要

基礎コースの職業能力開発講習は、従
来、最初の１か月目に実施することが必
須でしたが、R4.12月の制度改正により、
「職業に必要な基礎的な能力を効果的
に向上させるうえで、職業能力開発講
習を最初の１か月目以外の時期に限ら
ず実施することが望ましい場合には、
訓練期間中のいずれかの時期に終日合
計20日実施すること」が可能となり
ました。

能開講習 職業スキル 職業スキル

１か月目 ２か月目 ３か月目

能開講習 職業スキル 職業スキル 職業スキル 能開講習

（従来）

（改正後）
従来の設定方法に加えて、例えば、以下のような設定も可能となった。

能開講習 能開講習能開講習職業スキル 職業スキル

１か月目 ２か月目 ３か月目

「職業生活設計」を中
心に実施
・アイスブレイク
・自己理解・仕事理解
・キャリア・プラン
・訓練受講の意義、今
後の目標の明確化 等

「ビジネスヒューマ
ン」を中心に実施
・コミュニケーション、
聴き方、話し方
・職場のホウレンソウ

等

「ビジネステクニッ
ク」「就職活動計画」
を中心に実施
・ビジネスマナー
・求人票の見方
・応募書類の作成
・面接対策
・健康管理 等

（例） （例）（例）
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⑯ 基礎コースについて（職業能力開発講習）

１ 求職者支援訓練の概要

項目 項目の目標 内容

ビジネステクニッ
ク（18時間以上）

業務遂行に必要なビジネスマナー、職
業倫理等の職務遂行能力に関する知識
と技能を活用して作業できる。

・家計管理とライフプラン、社会保険
と年金
・職業倫理・労働法の基礎知識
・ビジネスマナー
・健康管理

ビジネスヒューマ
ン（12時間以上）

グループワークを通じて、仕事内容や
職場環境に応じたコミュニケーション
等の対人関係能力を発揮できる。

・コミュニケーション
・職場のコミュニケーション
・チームワーク
・実行力・行動力

社会人として働くうえで不安がある方が自信をもって就職ができるよう、特別な
カリキュラムを組み込んだ１か月間の講習（100時間以上）
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⑯ 基礎コースについて（職業能力開発講習）

１ 求職者支援訓練の概要

項目 項目の目標 内容

就職活動計画
（18時間以上）

就職活動の土台となる応募書類の書き
方及び面接の受け方等の重要性を理解
し、活動の計画を作成できる。

・キャリア・プランを踏まえた就職活
動の進め方
・訓練内容に関連した求人の動向とポ
イント
・応募書類の重要性
・面接対策の重要性
・求人情報の収集

職業生活設計
（12時間以上）

働くことの意義及び生涯を通じた職業
生活設計（キャリア・プラン）の必要
性を理解し、訓練受講中及びその後の
職業生活の目標を設定できる。

・訓練受講の動機、今後の目標と取得
すべき能力
・自己理解
・仕事理解、職業意識と勤労観
・職業生活設計（キャリア・プラン）
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⑯ 基礎コースについて（職業能力開発講習）

１ 求職者支援訓練の概要

①新たな職業生活に向けた備え

・採用側が評価する汎用的能力と専門的能力の付与
・自己・仕事理解の促進による職業意識の醸成
・自発的な就職活動にむけた支援
・クラスの仲間との相互理解と協調
・職場への適応の予行演習

②職業訓練を円滑に進めるための土台づくり

・短い訓練期間の中で、早い段階からの
気づきとクラスの雰囲気づくり

→ 訓練や就職支援する上でのメリット

職業能力開発講習を実施する意義

訓練１ヶ月目の早い段階から行うこ
とで、採用側が評価する汎用的能力
と専門的能力を身につけ、自分を理
解し、仕事を理解することで職業意
識を育て、自発的な就職活動を支援
することができます。

受講者同士や、受講者と講師の間で
のコミュニケーションが良く、主体
的に学ぶ姿勢を訓練１ヶ月目に育む
ことができれば、その後の学科・実
技の授業がより効果的に進められま
す。
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⑯ 基礎コースについて（連続受講）

１ 求職者支援訓練の概要

職業能力開発講習
(１か月)

仕事や就職活動の基礎体力
を付ける。

・ビジネステクニック
（ビジネスマナー、電話対応、

来客対応、SNS 等）

・ビジネスヒューマン
（職場のコミュニケーション、

チームワーク、ホウレンソウ 等）

・就職活動計画
（就活の心得、面接対策 等）

・職業生活設計
（やりたいことを見つける自己理解、

仕事理解 等）

職業スキル
(1か月～３か月)

多くの職種に共通する職務
遂行のための基礎的スキル

を身に付ける。

・ビジネス文書作成、
表計算、

プレゼンテーション、
情報活用等

ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングにより
本人の希望職種やキャリアプランを明確化

求職者支援訓練の基礎コース

施設内訓練
(ポリテクセンター等)

委託訓練

求職者支援訓練 実践コース

ものづくり系職種

非ものづくり系職種

希望職種に就くために必要な
専門的スキルの修得

連
続
受
講

希
望
職
種
へ
の
就
職

職業人講話、
職場見学、職場体験
(６時間～36時間)

CAD/NC科 金属加工科 電気設備技術科

スマート生産サポート科 ビル設備科 住宅CADリフォーム科



32

令和５年３月３１日までの時限措置

①訓練実施実績の要件緩和
②介護分野等に係る基本奨励金の単価１万円上乗せ措置
③短期・短時間特例訓練
④オンライン訓練（同時双方向型）の通所要件及び
実技科目での実施

令和４年１２月２０日時点で、具体的な取り扱いが定まってお
らず、それまでの間、認定申請を受け付けることができません。

１ 求職者支援訓練の概要
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令和４年度の主な制度変更（１）

１ 求職者支援訓練の概要

・キャリアコンサルティング担当者の要件
能開法第３０条の３に規定するキャリアコンサルタント又はジョブ・カードアドバイザーのほ

か、キャリアコンサルティング技能士（１級又は２級）、能開法第２８条第１項に規定する職業
訓練指導員免許を保有する者についても認められること。

・ISO29990廃止による後継規格の取扱い（職業訓練ｻｰﾋﾞｽｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ研修を受講していない場合）
ISO29993及びISO21001を取得していること。

・開講式、オリエンテーション、職場見学、職場体験、職業人講話、閉講式、学科科目、実技科
目の合同実施（合計30人以下、訓練実施施設が同一であること。求職者支援訓練以外の訓練との
合同実施は認められません）

・令和４年７月１日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合に、訓
練延長給付や技能習得手当等を受給することができること。
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令和４年度の主な制度変更（２）

１ 求職者支援訓練の概要

・訓練概要の末尾に記載するキーワード一覧

訓練種別 末尾に記載するキーワード

訓練期間が3ヶ月未満 末尾に【短期間】

1ヶ月当たりの訓練時間が100時間未満 末尾に【短時間】

訓練期間が3ヶ月未満で、1月当たりの訓練時間が60時間以上100時間未満 末尾に【短期間・短時間】

「介護福祉分野の訓練における特例措置」の適用を受けるコース 末尾に【職場見学等推進】

「IT分野の訓練における特例措置」の適用を受けるコース 末尾に【IT資格】

通信の方法による訓練（同時双方向型）
末尾に【オンライン対応コース（PC貸出あり（有料or
無料））、通信費用（有料or無料））】

「デザイン分野（WEBデザイン訓練コース）における特例措置」の適用を受けるコース 末尾に【ＷＥＢデザイン資格】

「IT分野又はデザイン分野（WEBデザイン訓練コース）における特例措置（実習促進奨励
金）」の適用を受けるコース

末尾に【企業実習促進】

・キャリアコンサルティング日の振替
これまで振替が可能なのは原則として日別計画表に定め

られたキャリアコンサルティングの日と同一の支給単位期
間内に限られていたが、当初の実施予定日から直近であれ
ば支給単位期間を超えて振替を行うことも可能。

支給単位期間
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令和４年１２月２日の主な制度変更

１ 求職者支援訓練の概要

・基礎コースの職業能力開発講習の実施時期の弾力化
職業に必要な基礎的な能力を効果的に向上させるうえで、職業能力開発講習を最初の１か月目

に限らず実施することが望ましい場合には、１か月目以外にも設定することが可能となりました。
なお、１か月目以外の時期に実施する場合は、訓練期間中のいずれかの時期に終日合計２０日

設定する必要があります。

・ＩＴ分野における認定職業訓練実施基本奨励金（基本奨励金）の特例措置について、適用期間
が延長となり、令和３年１２月２１日から令和９年３月３１日までの間に訓練を開始したＩＴ分
野の訓練コースに適用されることとなりました。

・令和９年３月３１日までの間に開始したデザイン分野（ＷＥＢデザインの訓練コース）の訓練
コースについて、一定の要件を満たす場合に、訓練を適切に行った訓練実施機関に支給する認定
職業訓練実施基本奨励金（基本奨励金）の支給金額を１万円上乗せする特例措置が設けられまし
た。

資料Ａ参照
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令和４年１２月２日の主な制度変更

１ 求職者支援訓練の概要

・令和９年３月３１日までの間に開始したＩＴ分野又はデザイン分野（ＷＥＢデザインの訓練
コース（短期・短時間特例コースを除く））の訓練コースについて、一定の要件を満たす企業実
習を一定期間実施した場合に、「実習促進奨励金」を支給する措置が設けられました。

※実習促進奨励金の特例措置に係る訓練時間数について（上限のみ）
企業実習の時間数は、下限を６時間以上、上限を訓練時間総合計の２０％未満として設定することとなっていますが、実習促進

奨励金の特例措置の適用を希望する訓練コースの場合は、２０％未満に限らず設定することが可能です。
※実施主体について
企業実習の実施主体は、訓練実施機関が訓練内容に関連する事業を行っており、受入体制が整っている場合には、訓練受講者定

員の５０％を上限として、訓練実施機関自らの職場を企業実習先に設定することが可能となっていますが、全受講者に対して、訓
練実施機関自らの職場を企業自習先に設定することが可能です。

・令和９年３月３１日までの間に開始したeラーニングコースのＩＴ分野又はデザイン分野（ＷＥ
Ｂデザインの訓練コース）の訓練コースについて、訓練実施機関がリース又はレンタル契約等に
より用意したパソコンやモバイルルーター等の情報通信機器を受講者に貸与した場合（パソコン
及びモバイルルーター等の通信端末の双方を貸与した場合に限る）、要した経費の額に対して、
「情報通信機器整備奨励金」を支給する措置が設けられました。
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オンライン訓練・ｅラーニングコース
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～オンライン訓練コース・eラーニングコースの違い～

① オンライン訓練コース（令和３年２月からスタート）

通常の訓練の一部を同時双方向型（講師と受講者が映像や音声に
より互いに遣り取りを行う。）で通信機器を使用して実施する訓
練

② eラーニングコース（令和３年10月からスタート）

主にオンデマンド形式（録画された映像を受講者 が任意のタイ
ミングで視聴する。）で受講する訓練
※一度も通所しない訓練の実施も可能
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① オンライン訓練コースの設定

項目 内容

訓練時間の
設定

通所の方法による訓練時間を総訓練時間の40％以上

（令和5年3月31日までに開始する訓練コースに限り
20％以上）確保することが必要

対象分野 全分野の訓練で実施が可能

２ オンライン訓練コースの概要
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② オンライン訓練コースの科目

２ オンライン訓練コースの概要

オンラインで実施可能な科目 オンラインで実施不可の科目

・学科科目

・実技科目（令和4年3月31日まで
に開始する訓練コースに限る。）

・職場見学、職業人講話

・開講式、修了式、オリエンテー
ション

・キャリアコンサルティング

・定期考査、修了考査

・職場体験、企業実習
⇒受講者が職場体験、企業実習先に赴き、
講師（主担当者）が受講者と同じ教室
内にいる」とき、別の講師（他支社に
所属しているが、より専門的な知見を
有している）が体験と実習の一部をオ
ンラインで指導することは可能

※橙色の科目はいずれかの設定で可
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③ オンライン訓練日の体制等

混在型 単独型

受講者
オンライン受講か、

通所受講か受講者が選択
全員がオンライン受講

教室等 確保が必要 確保は不要

責任者 常駐不要

事務担当者 常駐が必要
常駐不要

（常時対応が必要）

苦情を
処理する者

常駐不要

就職支援
責任者

常駐が必要
（業務遂行日に限る）

常駐不要
（業務遂行日は常時対応が必要）

講師
訓練実施施設外からの指導が可能

（同時双方向の通信による指導のみ可能）

２ オンライン訓練コースの概要
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④ オンライン訓練コースで使用する機器

機器等
の要件

PC等

【推奨】CPUデュアルコア2.0Ghz以上、メモリ
4GB以上、OSは実施機関と受講者で共通

【必須】カメラ、マイク機能

通信速度 【推奨】 上り、下りの実測値が1.5Mbps以上

機器の
受講者
への
貸与

・機器の貸与は任意

・貸与する場合、「受講定員分の貸与ができること」
が必要

・無償貸与と有償貸与が可能

２ オンライン訓練コースの概要
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⑤ オンライン訓練の実施注意点

・初回のオンライン訓練を実施する前に、受講者に通所形式で事前
説明を実施する必要があります。

・受講者はカメラとマイクを常にオンにして訓練を受講する必要が
あります（通信回線の負荷を軽減する場合等、担当講師が別途
指示した場合は除く）。

・通信障害が発生した場合、訓練実施機関側の機器設備等が原因で
あれば、訓練の振替を実施する必要があります。

２ オンライン訓練コースの概要
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⑤ オンライン訓練の実施注意点

２ オンライン訓練コースの概要

通所→オンライン オンライン→通所

・新型コロナウィルス感染症の支柱感染状況
が落ち着くまで一時的にオンライン受講へ切
り替える場合

・新型コロナウィルスの濃厚接触者に特定さ
れ、自宅待機の指示が出たものの、受講にあ
たって健康上問題ない場合

・台風などの天災等により、物理的に通所が
困難な場合

・使用する通信機器に不具合が生じ、復旧に
時間を要する場合

・受講者が対面指導を希望した場合

・原則として、一度選択した受講形態は受講者が任意で変更を行うことができませんが、

以下に掲げる項目に該当し訓練実施機関が受講形態の変更を認める場合は、変更を行う
ことが可能です。
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① eラーニングコースの定義

eラーニング
コース

・実践コースのうち、実施日が特定されていない科目
を含む職業訓練

（受講者が任意のタイミングで訓練を受講する科目が
ある。）

通所・
オンライン
訓練コース

・実施日がすべて特定されている職業訓練

（定められた計画に基づき、決められた日時に受講者
全員が訓練を受講する。）

３ eラーニングコースの概要
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② eラーニングコースの受講対象者

eラーニン
グコース

イ 子の養育や介護を理由に外出が制限される者

ロ 居住地域に訓練実施機関がないことにより、職業訓練
の受講が困難な地域に居住する特定求職者等

ハ 複数の事業所で雇用される者、不安定な就労状態にあ
る者（期間の定めのある労働者、短時間労働者、派遣
労働者といったいわゆる非正規雇用労働者）等の在職
中の特定求職者等、訓練の受講にあたって特に配慮を
必要とする特定求職者等

※「ハ」は、令和５年３月31日までに開始される
訓練コースを受講する者に限る。

通所・
オンライン
訓練コース

受講対象者の制限は特になし

３ eラーニングコースの概要
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③ eラーニングコースの訓練期間、訓練時間、就職率

eラーニング
コース

・訓練期間は ２か月以上６か月以下の適切な期間

・訓練時間は ８０時間以上／月

（令和５年３月31日までに開始する訓練コースは60時間以上／月）

・１日の訓練時間 定めなし

・１週間に１ユニット程度の受講

（支給単位の日数 28日以上→4つ以上のユニット設定
14日以上28日未満→2つ以上のユニットの設定が必要）

・雇用保険適用就職率：欠格の基準となる就職率は35％未満

（令和５年３月31日までに開始する訓練コースのうち、「訓練期間が
２か月以上３か月未満」または「訓練時間が月60時間以上80時間未満」
であるものに限り、30％未満）

通所・
オンライン訓練
コース

・訓練期間は ３か月以上６か月以下の適切な期間
・訓練時間は 100時間以上／月
・１日の訓練時間 原則５時間以上６時間以下
・欠格の基準となる就職率は35％未満

３ eラーニングコースの概要
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④ eラーニングコースで使用するLMS等に求められること

LMS

Learning

Management 

System

イ 受講者のログイン時刻・ログアウト時刻、訓練受講時
間、アクセスした教材を暦日ごとに記録・管理できる。

ロ 日ごとのログイン及びログアウト時刻等について、
受講者が確認できる。

ハ 習得度確認テストの実施状況と成績を記録・管理で
きる。

ニ 受講者がアクセスできるコンテンツを管理できる。

ホ 教材等にアクセスした者が受講者本人であることを
個人認証ＩＤ及びパスワード等により確認できる。

３ eラーニングコースの概要

※教材等は、LMSと別のシステムに掲載することも可能です。
その場合でも、受講者本人が教材へアクセスしていることの確認と、受講時間を
記録・管理できる必要があります。

（訓練受講時間は、受講者がＬＭＳにログインし教材等にアクセスした時間数となるため、ＬＭＳにログインせず、又、教材等にアクセ
スせず受講した場合（教科書だけを使用して自習した場合等）は、受講時間としてカウントできません。
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実施日が特定されて
いない科目

実施日を定めて実施する科目 どちらでも設定可能な科目

（eラーニングで実施） （通所・オンラインで実施）
（eラーニング・通所・
オンラインで実施）

・学科科目
・実技科目
・習得度確認テスト

・開講式
・修了式
・オリエンテーション
・対面指導
・職場見学
・職場体験※
・企業実習※
・キャリアコンサルティング

・定期考査
・修了考査
・職業人講話

⑥ eラーニングコースの科目
（ はユニットとして設定可能、赤字はeラーニングコースのみ）

３ eラーニングコースの概要

・「※」がついた科目は通所により実施する必要があります。

⇒「※」がついた科目を実施しない場合は、受講者が全く通所しない訓練も可能

・橙色の科目はいずれかの設定で可
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⑤ eラーニングコースのユニット（イメージ）

３ eラーニングコースの概要

ユニット① 合計19時間

対面指導① １時間

実施日が特定さ
れていない科目

実施日が特定さ
れている科目

・ １ユニットの期間は１週間程度とする必要があります。

・ 「実施日が特定されていない科目」は受講者がLMS上で受講する必要があります。

・ 「実施日が特定されている科目」は

同時双方向の通信もしくは通所により実施する必要があります。

学科・実技 1９時間
（確認テスト① １時間を含む）
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習得度確認

テスト

・学科科目、実技科目の一部（ユニット教材の一部）

・受講者が各ユニット教材の学習を一通り終えた後、
LMS上等で受講

・次のユニットの教材にアクセスするには、前のユ
ニットのテスト受講が必須

・各テストは１回のみ受講可能

・テスト正答率が３回連続して８割未満だと、当該
受講者は退校処分となる（正答率が8割を下回っ
ても、追試等の救済措置を行うことができませ
ん）。

・定期考査、修了考査は習得度確認テストとは別に
実施する必要がある。

⑦ eラーニングコースの独自科目（１）

３ eラーニングコースの概要
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⑧ eラーニングコースの独自科目（２）

３ eラーニングコースの概要

対面指導

・１週間に１回、各回１時間以上を受講者と日時を
調整した上で実施が必要
（対面指導が実施できない場合は、翌週の実施予定日時までに振替実施。）

・通所又は同時双方向の通信により実施

・習得度確認テストの結果等に基づいた指導を行う。

・受講者ごとに指導を行うことが原則。ただし、１度
に最大５名の受講者を対象にして実施することが可
能

・対面指導を行う者は、認定基準の講師要件を満たす
必要がある。
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３ eラーニングコースの概要

受講者

① 自分のタイミングで受講可能
② 理解しにくい部分について、繰り返し

学習することが可能
③ 通所するための時間や費用が発生しない。

訓練実施
機関

① 各受講者の受講管理が容易
② 講師や事務担当者など、フルタイムでの対

応が不要
③ 教室等の確保が不要※
④ 全国の受講者募集可能※
※③、④は通所訓練を実施しない場合に限る。

⑩ eラーニングコース設定のメリット

（書類の保管場所と、実施状況確認時に機構職員２人が入室
可能かつ書類を確認できるスペースは必要）
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１ 令和５年度認定申請スケジュールについて

・求職者支援訓練の申請等について
・認定申請書の受付から受講者募集開始までの流れについて
・令和５年度求職者支援訓練指定来所日の希望曜日一覧

２ その他

認定申請の留意事項

資料１~３参照
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① 認定申請書提出書類（実践コースの例）

４ 求職者支援訓練認定申請書

様式番号 様式名 提出要否

第１号 職業訓練認定申請書 必須

第２号 誓約書 必須

第３号

実施体制等確認表

必須
・不動産登記簿謄本（写）、賃貸契約書（写）

・教室、事務室の平面図

・災害補償制度リーフレット

・職業訓練ｻｰﾋﾞｽｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ研修修了証書（写）他

第４号

訓練実施機関・施設の概要

必須

・法人登記簿謄本（写）、開廃業届出書（写）

・職業訓練の実績を示す資料

・代表者氏名・役員一覧

・雇用保険適用事業所設置届（写）事業主控え

・責任者等の雇用保険被保険者資格取得等通知
書（写）事業主通知用 他

第５号 訓練カリキュラム 必須

第６号 日別計画表 必須

第7の1号 講師一覧 必須

第7の3号 講師の経歴等確認書 必須

様式番号 様式名 提出要否

第８号 使用教科書等一覧 必須

第９号
各種就職支援等の実施

必須・ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録証（写）、ｼﾞｮﾌﾞｶｰﾄﾞ作成ｱﾄﾞ
ﾊﾞｲｻﾞｰ証（写）

第10号 企業実習先一覧 該当機関

第13の
1号

ジョブ・カード様式3-3-3（職業能力証
明（訓練成果・実務成果）シート

必須

－ コース案内、その他広告案 必須

－ ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ時に告知する事項の内容 必須

第14号 過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況 該当機関

第15の1号 選定における加点要素確認票（実績枠） 必須

第15の2号 選定における加点要素確認票（新規参入枠） 必須

第16の2号
求職者支援法に基づく認定職業訓練に係
る改善計画書

該当機関

第17号
求職者支援訓練の認定申請に係る提出済
み書類一覧

該当機関

全て押印不要。メールでの提出可。

資料４、５参照
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４ 求職者支援訓練認定申請書

① https://www.jeed.go.jp/js/shien/index.html

認定申請書に必要な各種様式はホームページから
ダウンロードできます。

求職者支援訓練の認定申請
＞認定申請の詳細

必ず最新版を
ご利用ください。
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４ 求職者支援訓練認定申請書

② 職業訓練認定申請書

・「実績」
「新規」
「新規扱い」

・受講者定員は
１０人～３０人

・訓練実施機関番号（９桁）
求職者支援訓練を初めて実施する場合は機構支部に

お問い合わせください。

・法人番号（１３桁）
国税庁から法人番号指定通知書にて通知された法人

番号
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４ 求職者支援訓練認定申請書

③ 実施体制等確認表（１）

・訓練実施場所及び事務所を所有する場合：不動産登
記簿謄本（写）
・訓練実施場所及び事務所を賃借する場合：賃貸借契
約書（写）
・訓練終了日以前で賃貸借契約が切れる場合、更新す
ることについての確約書等が必要。

・教室の面積は、受講者１人当たり1.65㎡以上

・パソコンは、受講者１人１台

・インクジェットプリンタは受講者10人に１台、レー
ザープリンタは30人に１台。訓練カリキュラム上、プ
リンタを使用しない場合は設置不要。

・ＯＳはWindows８相当以上のバージョン

・トイレは、男性用と女性用の入口が別々、利用者が
男性又は女性に限定

・事務室は、教室及び実習室とは別の部屋として完全
に分離
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４ 求職者支援訓練認定申請書

③ 実施体制等確認表（２）

・災害補償制度
求職者支援訓練の内容に起因して発生することが想

定される負傷、疾病全般を補償する必要があること
（特定の負傷、疾病に限定して補償の対象としている
ものは認められない）。
「加入する保険の内容確認書及びそれに関するリーフ
レット等」

など
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４ 求職者支援訓練認定申請書

④ 訓練実施機関・施設の概要

・職業訓練の実績
直近３年間において、求職者支援訓練と同程度の訓

練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に実施したこと
がある。
「教育訓練を実施した実績を示す資料（パンフレッ

ト、カリキュラム等）又は求職者支援訓練認定書
（写）及び就職実績」）
当該実績における訓練期間及び総訓練時間が、申請

する職業訓練の７割以上であること。

・責任者の配置
１名。直接雇用。代表者や役員も可

・事務担当者の配置
１名以上。常駐

・苦情を処理する者の配置
１名。直接雇用。代表者や役員も可。
講師・助手との兼務不可

など



62

４ 求職者支援訓練認定申請書

⑤ 訓練カリキュラム

・科名
・募集期間、選考
・訓練期間、訓練時間
・訓練対象者の要件
・修了後に取得できる資格
・就職を想定する職業職種
・訓練内容（学科、実技、職業人講話等）

１科目あたり100時間未満。

ビジネスマナー、カルチャー教室、外国語入門は不可。
科目に安全衛生を設定（ＶＤＴ作業等）。
就職支援（集団形式）は18時間以下。
想定する職種に必要な専門科目が訓練時間総合計の50％以上、

かつ専門実技が訓練時間総合計の30％以上。
想定する職種がＯＡ事務員の場合、オフィスソフトの操作能力

だけでなく、実際の仕事に則した作業（例：報告書、議事録、営
業資料、データ集計、勤怠管理、備品管理等）ができるようにな
る技能等を付与する内容を必ず想定。
職業人講話は６～36時間の範囲で設定。申請機関においても

実施可。

・受講者負担

など

資料６参照
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑥ 日別計画表

・訓練開始日を起算日として、訓練開始応当日の前日
までの間を１か月を「単位期間」といいます。

・訓練時間
9時から22時の間。１日当たり５～６時間。

１月につき100時間以上。
１か月未満の端数日数分に係る最低訓練時間数：
端数日数÷31日×100時間 以上

・成績考査は１か月に少なくとも１回、訓練終了前に
修了考査を行う。

・質疑応答は訓練時間外に最低１時間以上

・キャリアコンサルティングは訓練期間中に３回以上
（１か月に少なくとも１回以上）

・ハローワークへの来所日は訓練開始２か月目以降毎
月１回設定

など
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑦ 講師一覧、講師の経歴等確認書

・カリキュラムに記載した全ての科目の担当講師を記載

・担当科目内容の業務経験及び講師経験、指導等経験が
わかるよう記載

・キャリアコンサルティングの担当講師は有資格者

など
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑧ 使用教科書等一覧（受講者が必要とする教科書等）

・受講者が購入する教科書代は、訓練期間に関わらず、
原則15,000円（税抜き）以内
税込み金額で記載（開講時点で適用される税率）

・使用科目にはカリキュラムにある全ての科目を記載

・自社作成テキストの場合は積算根拠を添付

など
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑨ 各種就職支援等の実施

・就職支援責任者の配置
直接雇用（代表者及び役員も可）
職業能力開発促進法第30条の３に規定するキャリアコンサル

タント又はジョブ・カード作成アドバイザー又はキャリアコン
サルティング技能士（1級又は2級）職業能力開発促進法第28条
第1項に規定する職業訓練指導員免許を保有する者であることが
望ましい。

・キャリアコンサルタントの配置
直接雇用（代表者及び役員も可）
申請時点で実施機関においてジョブ・カードの作成支援をす

ることのできる職業能力開発促進法第30条の３に規定するキャ
リアコンサルタント又はジョブ・カード作成アドバイザー又は
キャリアコンサルティング技能士（1級又は2級）又は職業能力
開発促進法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許を保有す
る者であること。
ジョブ・カード作成アドバイザーについては、有効期間が訓

練開始日から訓練終了日を満たしていること。

など
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑩ ジョブ・カード様式3-3-3 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート

・「訓練カリキュラム」に設定された科目を全て記載
※職場見学等、開講式、就職支援等は記載不要。

・学科は「～を知っている」

・実技は「～ができる」

など

訓練カリキュラムの事前相談を希望される場合は、
「訓練カリキュラム（様式第5号）」と本様式を
ご用意ください。
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑪ コース案内、コース案内チェック表

・ハロートレーニングのロゴマーク

・定員
「受講申し込み者が募集定員の半数に満たない場合は、中止

となる場合があります」
「応募状況によっては、定員を増員することがあります」

・申込方法
「住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください」

・「訓練」の２文字を言い換えることも可
（例：「受講」）

・過去１年間の求職者支援訓練就職率（任意記載）

・コロナウィルス対策

・見栄え（色使い、デザイン）

・画像等の著作権

など
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑫ 過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況

・新潟県内で実施した、今回申請する求職者支援訓練と同一分野の訓練コースであり、
雇用保険適用就職率の適用日が“申請受付開始日”の１年前の日が属する月の初日から申請受付開

始日までの間にあるコースを記載
（雇用保険適用就職率の適用日：訓練終了日の翌日から起算して７か月を経過する日）。
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑬ 選定における加点要素確認表（実績枠）（新規参入枠）
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑭ 企業実習を予定している場合（企業実習先一覧、訓練カリキュラム（企業実習用））

・企業実習先施設名

・管理責任者、訓練評価者、事務担当者

・訓練内容、受入体制

・講師 など
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑮ 基礎コースの場合（訓練カリキュラム、就職活動計画/職業生活設計 自己評価シート）
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４ 求職者支援訓練認定申請書

⑭ 求職者支援訓練の認定申請に係る提出済み書類一覧


