
民間教育訓練機関の皆様へ

緩和措置の内容（令和4年3月31日までに開始するコースが対象です）

実践コースで「短期・短時間特例訓練」の設定ができるようになりました。

本訓練の対象コースについて

▶訓練期間が２週間以上～６か月で設定できます。

▶１か月あたりの訓練時間が６０時間以上かつ、１日につき

原則として２時間以上６時間以下であることが必要です。

▶付加奨励金の就職率要件は１万円／人月：30％以上55％未満、

２万円／人月：55％以上です。

お問い合わせ先

鳥取支部求職者支援課 TEL:０８５７－５２－８８０４
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特例コースの受講対象者は、「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）
等の在職中の者で訓練受講にあたって訓練時間に特に配慮を必要とする者」などが主な対象者
となります。

※ハローワークが受講希望者に確認して「短期・短時間特例訓練」の受講対象となるかを判断します。

～特 徴～
① 訓練期間について

▶２週間以上６か月以下の適切な期間で設定ができます。

また、２週間以上１か月未満の訓練については、「１か月の訓練」とみなし
ます。

② 訓練時間について

▶１か月につき６０ 時間以上であり、かつ、１日につき原則として２時間

以上６時間以下であることが必要です。

③ 付加奨励金の就職率要件について

▶対象コースの付加奨励金の就職率要件は

１万円／人月:30％以上55％未満、２万円／人月:55％以上です。
※欠格要件については、30％未満が基準となります。

※具体的な申請手続きについては、「求職者支援訓練の認定申請書を提出するに当たっての留意
事項（令和３年３月中旬更新予定）」（ https://www.jeed.go.jp/js/shien/shinsei.html ）をご覧く

ださい。
※訓練カリキュラムの作成例等の提供をご希望の方は、機構支部までお問合せください。

※具体的な申請手続きについては、「求職者支援訓練の認定申請書を提出するに当たっての留意
事項（令和３年３月中旬更新予定）」（ https://www.jeed.go.jp/js/shien/shinsei.html ）をご覧く

ださい。
※訓練カリキュラムの作成例等の提供をご希望の方は、機構支部までお問合せください。

※令和３年３月

新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が⾧期化する中、シフトが減少したシフト制
で働く方などが、仕事と訓練の受講を両立しやすい環境整備を図り、今後のステップアップに
結びつけられるよう支援することを目的として、令和４年３月３１日までの措置として、当該
コースの設定が可能となりました。

短期・短時間特例訓練の特徴
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※すべてのコースでキャリアコンサルティング等の就職支援を行う。
※設定例の時間数は目安であり、安全衛生として１時間及び職場見学や体験として６時間を含めていること。

求職者支援訓練の訓練期間や訓練内容の多様化・柔軟化への対応例

新型コロナウィルスの影響により休業を余儀なくされる方やシフトが減少したシフト制で働く方が仕事をしながら訓練を受講し
やすくするため、訓練設定の要件を特例として緩和されたことを受け、短い期間や時間の就職に役立つ訓練コースの設定に対応したカリ
キュラムを用いて訓練を展開する。

＜生活援助従事者養成科（６６時間）＞
・生活援助従事者研修に関する知識及び演習
＜介護職員初任者養成科（１３７時間）＞
・介護職員初任者研修に関する知識及び演習

①介護福祉分野

＜診療報酬事務科（６０時間）＞
・診療報酬請求事務に関する知識及び演習
＜調剤報酬事務科（６０時間）＞
・調剤報酬請求事務に関する知識及び演習

③医療事務分野

・正社員就職の可能性が高い介護等の人手が不足している業界や今後の成⾧が見込まれる分野
・働きながらの受講を促進するために活用の増加が見込まれるオンライン訓練との親和性の高い分野
・短時間の訓練でも資格の取得につながるなど、働きながらステップアップが図れる分野 等

＜セキュリティエンジニア養成科（６０時間）＞
・情報システムの運用・保守に関する知識及び演習
＜アプリプログラマー養成科（１８０時間）＞
・アプリケーション開発に関する知識及び演習

② IT分野

＜登録販売者養成科（６０時間）＞
・医薬品に関する知識及び演習
＜IT利活用事務員養成科（６０時間）＞
・ITを活用した業務改善に関する知識及び演習

④ 営業・販売・事務分野

概 要

主に想定される訓練コース

コース設定例

＜建設機械オペレーター科（７８時間）＞
・車両系建設機械（整地等）に関する学科及び実技講習
・小型移動式クレーン運転に関する学科及び実技講習
・大型特殊自動車運転教習

⑤建設分野

・平日昼間６Hを１０日間で２週間（６０H）コース
・平日夜間３Hを２０日間で１か月（６０H）コース
・平日夜間３Hを週３日４週間 ＋

毎週土曜日６Hで１か月（６０H）コース

新たに設定可能となるコース例
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短期・短時間カリキュラム構成例

分野 02 IT分野

就職を想定する職業・職種 社内システムエンジニア（主にシステムの運用に従事するもの）

訓練科名 セキュリティエンジニア養成科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６０時間）

訓練目標（仕上がり像）
企業の情報システム管理部門において小規模な情報システムの管理に係る基本
作業ができる。

訓練修了後に取得できる資格

訓練概要
小規模な情報システムの保守、運用管理、ユーザー対応に関する知識及び技
能・技術を習得する。

基本項目【内容】

○システム運用【情報システムのライフサイクル、運用技術と運用方法、運用手
順の概要、運用におけるコスト、運用マニュアルの内容確認、演習システムの構
成確認、マニュアルによる設定確認（ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク）、
マニュアルによる運用演習、機能不足と欠陥の識別演習、システム変更時のマ
ニュアル変更演習】
○システム保守【保守の要因と種類、保守技術と保守方法、保守作業の実施と影
響範囲、保守対象と保守内容の決定に関する検討事項、保守契約の概要、保守
作業の内容確認、影響範囲の検討、保護対策の検討、保守作業に伴うドキュメン
ト作成、保守作業の実施、作業結果の確認、履歴の管理】
○安全対策とシステムセキュリティ【安全対策の検討範囲、セキュリティ管理方
針、セキュリティ対策の概要、セキュリティ対策事例、評価ツールによる情報シス
テムのセキュリティ評価、セキュリティ事例に基づく対策演習、セキュリティ情報の
収集】

分野 02 IT分野

就職を想定する職業・職種 Ｊａｖａプログラマー

訓練科名 スマホアプリプログラマー養成（Jaｖａ言語）科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） ２か月（１５０時間）

訓練目標（仕上がり像）
情報サービス業事業所においてｊａｖａ言語を用いたスマートフォンアプリケーション
開発の基本作業ができる。

訓練修了後に取得できる資格

訓練概要
スマートフォンアプリケーション開発におけるｊａｖａプログラミング、基本設計、詳細
設計、テストに関する知識及び技能・技術を習得する。

基本項目【内容】

○システム概論【システムの構成と役割、各構成と製品群、システム要件、各方
式の特徴、保守性の高いシステム】
○基本設計・詳細設計【方式設計、設計における基本技法、構造化設計、オブ
ジェクト指向設計、品質特性、作業要点、レビュー手法】
○プログラミング概論【プログラミング手法、言語の仕様、コーディング規約】
○スマートフォンアプリケーション【イベント処理、アプリケーション制作】
○アプリケーション設計【要求分析、要求定義、仕様検討、セキュリティ機能に関
する要求定義、アプリケーションの設計、インターフェースの設計、基本設計書に
基づくソフトウェア構造・処理内容の検討、システム構造設計、プログラム仕様設
計、テスト方針の検討、ソフトウェア詳細設計書作成、詳細設計書の検証】
○アプリケーション開発【テスト計画確認、モジュール開発、単体テスト、結合テス
ト、システムテスト】
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短期・短時間カリキュラム構成例

分野 03 営業・販売・事務分野

就職を想定する職業・職種 登録販売員

訓練科名 登録販売員養成科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６０時間）

訓練目標（仕上がり像） 医薬品店において店舗営業の基本作業ができる。

訓練修了後に取得できる資格 登録販売者

訓練概要
医薬品店における接客応対・クレームやトラブル対応・商品管理・売場管理に関
する知識及び技能・技術を習得する。

基本項目【内容】

○医薬品に関する知識【医薬品に共通する特性と基本的な知識、人体の働きと
医薬品、主な医薬品とその作用、薬事関係法規・制度、医薬品の適正使用・安全
対策】
○販売促進【顧客管理の基本、販売促進の基本、陳列の基本】
○クレーム･トラブル対応【クレーム・トラブルへの対応・報告、返品・値引き及び交
換処理】
○商品管理・売場管理【売場商品の欠品チェック・補充・発注、検品・品出し・保
管、商品破損処理、返品処理、商品陳列、プライスカード・ＰＯＰの作成、売場内
の清掃・整理整頓、日誌・日報の記入作成】

分野 03 営業・販売・事務分野

就職を想定する職業・職種 OA事務員

訓練科名 IT利活用事務員養成科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６０時間）

訓練目標（仕上がり像）
企業におけるITの活用場面に応じた業務の効率化や生産性向上につなげるデー
タの基礎的な利活用ができる。

訓練修了後に取得できる資格

訓練概要 ITを活用した業務遂行に関する基本的な知識・技能を身につける。

基本項目【内容】

○IT・ビジネス・コンプライアンス【業務におけるITの活用、ビジネスにおけるITの
活用、ITに関係する法規制、注意すべき場面と求められる行動】
○業務改善【企業における業務改善（目的とKPI）、業務内容の整理と改善点の
抽出】
○グループウェア活用【クラウドの概要と活用メリット、グループウェアの概要とア
クセス、スケジュール機能・ドキュメント共有・メール機能・テレビ会議システムの
活用】
○IT活用（データ集計・見える化）【リストデータ操作、グラフ作成（顧客の属性集
計、顧客満足度調査の集計）　（使用ソフト：△△）】
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短期・短時間カリキュラム構成例

分野 03 営業・販売・事務分野

就職を想定する職業・職種 接客係

訓練科名 接客基本スキル習得科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６０時間）

訓練目標（仕上がり像）
接客に必要となる基本的な知識及び技能・技術を習得し、店舗における接客係
の仕事に従事する。

訓練修了後に取得できる資格

訓練概要 小売業における接客応対に必要な知識及び技能・技術を習得する。

基本項目【内容】

○店舗運営【商品計画の基本、仕入計画・在庫管理・販売管理の基本、価格設
定の基本的考え方、顧客管理の基本、販売促進の基本、陳列の基本】
○販売活動【販売活動における基本マナー、顧客へのアプローチ方法、商談の
進め方、見積の立て方、見積の諸条件（取引条件等）、代金回収、クレーム・トラ
ブルの種類と対応法、アフターサービスの目的（重要性）と手法、クロージング、
顧客満足度の重要性、販売活動の差別化、顧客ニーズ把握、商品陳列、顧客に
対する資料提供・説明、顧客の予算額の把握、見積書の作成、契約書の作成、
受注処理、納品、請求書の作成、クレーム・トラブル対応、アフターサービス情報
の提供】
○接客応対【挨拶・笑顔・お辞儀・言葉遣いの基本動作、待機・アプローチ・ニー
ズ把握、売場案内、商品説明、問合せ・相談対応】

分野 04 医療事務分野

就職を想定する職業・職種 医療事務員

訓練科名 診療報酬事務科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６０時間）

訓練目標（仕上がり像） 医院において診療報酬事務の基本作業ができる。

訓練修了後に取得できる資格

訓練概要
医療機関の診療報酬請求事務、医療事務システム操作に関する知識及び技能・
技術を習得する。

基本項目【内容】

○医療保険制度【医療保険等の概要、保険者、加入者、給付、給付率、給付の内
容】
○診療報酬請求事務【診療報酬点数表に係る通則・通達、点数算定の加算・算
定要件、診断群分類別包括評価、カルテ内容の確認、点数計算、カルテへの転
記、レセプトの作成、レセプトの点検（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）】
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短期・短時間カリキュラム構成例

分野 04 医療事務分野

就職を想定する職業・職種 医療事務員

訓練科名 調剤報酬事務科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６０時間）

訓練目標（仕上がり像） 医院において調剤報酬事務の基本作業ができる。

訓練修了後に取得できる資格

訓練概要
医療機関の調剤報酬請求事務、医療事務システム操作に関する知識及び技能・
技術を習得する。

基本項目【内容】

○医療保険制度【医療保険等の概要、保険者、加入者、給付、給付率、給付の内
容】
○調剤報酬請求事務【調剤報酬のしくみ、調剤報酬点数の加算・算定要件、処方
箋の確認、点数計算、調剤レセプトの作成、調剤レセプトの点検】

分野 05 介護・医療・福祉分野

就職を想定する職業・職種 訪問介護職、施設介護員（生活援助中心型サービス従事者）

訓練科名 生活援助従事者養成科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６６時間）

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 生活援助従事者研修修了（訓練実施機関）

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。

基本項目【内容】

○生活援助従事者研修【職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介
護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携、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、障害の理解、こころとからだのしくみと生
活支援技術（基本知識）、振り返り】
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短期・短時間カリキュラム構成例

分野 05 介護・医療・福祉分野

就職を想定する職業・職種 訪問介護職、施設介護員

訓練科名 介護職員初任者養成科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） ２か月（１３８時間）

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 介護職員初任者研修修了（訓練実施機関）

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。

基本項目【内容】

○介護職員初任者研修【職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介
護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携、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、障害の理解、こころとからだのしくみと生
活支援技術（基本知識）、振り返り】

分野 05 介護・医療・福祉分野

就職を想定する職業・職種 福祉用具専門相談員

訓練科名 福祉用具専門相談員養成科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６０時間）

訓練目標（仕上がり像）
福祉用具専門相談員に必要な知識及び技能・技術を習得し、福祉用具専門相談
員の仕事に従事する。

訓練修了後に取得できる資格 福祉用具専門相談員指定講習修了（訓練実施機関）

訓練概要 福祉器具に関する相談に必要な知識及び技能・技術を習得する。

基本項目【内容】

○福祉用具専門相談【老人保健福祉制度、介護の基礎知識、介護技術概要、福
祉用具の活用、関連領域（高齢者の心理、医学の基礎知識、リハビリテーション
の概要）、福祉用具の相談演習（選定、適合性確認）】
○福祉用具活用【福祉用具の使い方、介護場面における福祉用具の活用、福祉
用具の点検・保守】
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分野 09 警備・保安分野

就職を想定する職業・職種 警備員（交通警備）

訓練科名 交通警備員養成科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６０時間）

訓練目標（仕上がり像）
警備業法に基づく警備員（交通警備）に必要な知識及び技能・技術を習得し、交
通警備の仕事に従事する。

訓練修了後に取得できる資格 交通誘導警備業務検定２級（公安委員会）

訓練概要 交通警備に必要な知識及び技能・技術を習得する。

基本項目【内容】

○交通誘導・雑踏警備業務【道路交通関係法令、誘導方法、雑踏整理、各種資
機材、事故発生時の措置】
○交通警備【事故の発生に際して執るべき措置、二次災害の防止、誘導法、素手
による後進誘導、合図の方法】

分野 18 建設関連分野

就職を想定する職業・職種 建設機械運転工

訓練科名 建設機械オペレーター養成科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（７８時間）

訓練目標（仕上がり像）
建設工事業の事業所において上司の指示を受けながら建設機械を用いた作業
ができる。

訓練修了後に取得できる資格

・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用、解体用、基礎工事用)運転
技能講習（訓練実施機関）
・小型移動式クレーン運転技能講習（訓練実施機関）
・大型特殊自動車運転免許教習卒業証明書（訓練実施機関）

訓練概要
建設工事業におけるクレーン運転、車両系建設機械運転、大型特殊自動車運転
に関する知識及び技能・技術を習得する。

基本項目【内容】

○車両系建設機械(整地等)運転技能講習【走行に関する装置の構造及び取扱い
の方法に関する知識、作業に関する装置の構造、取扱い及び作業の方法に関す
る知識、運転に必要な一般的事項に関する知識、関係法令、講習評価、走行の
操作、作業のための装置操作】
○小型移動式クレーン運転技能講習【小型移動式クレーンに関する知識、原動
機及び電気に関する知識、関係法令、講習評価、小型移動式クレーンの運転操
作】
○大型特殊自動車運転免許教習【適性検査、自動車運転に必要な基本知識、応
用走行を行うために必要な知識（道路交通法施行規則に基づく学科教習）、学科
試験、基本操作及び基本走行、応用走行（道路交通法施行規則に基づく技能教
習）、実技試験、修了試験】
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分野 20 その他の分野

就職を想定する職業・職種 ビル・建物清掃員

訓練科名 ビル清掃員養成（屋内清掃）科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６０時間）

訓練目標（仕上がり像）
ビルの屋内清掃に必要となる基礎的な知識及び技能・技術を習得し、ビル・建物
清掃員の仕事に従事する。

訓練修了後に取得できる資格

訓練概要 ビルの屋内清掃業務に関する知識及び技能・技術を習得する。

基本項目【内容】

○洗剤の種類と取扱い【汚れの原因と性質、洗剤の種類と特性、洗剤の取扱いと
使用法】
○屋内清掃業務【床（硬性・木質系・繊維系）・壁面清掃、トイレ・洗面所・湯沸室
清掃、ガラス清掃、ブラインド清掃、ゴミ処理、日常清掃（洗面所・トイレ）、定期清
掃（洗面所・トイレ）、作業の安全管理】

分野 20 その他の分野

就職を想定する職業・職種 ビル・建物清掃員

訓練科名 ビル清掃員養成（屋外・高所清掃）科（短期間・短時間）

訓練期間(訓練時間総合計） 1か月（６０時間）

訓練目標（仕上がり像）
ビルの屋外清掃に必要となる基礎的な知識及び技能・技術を習得し、ビル・建物
清掃員の仕事に従事する。

訓練修了後に取得できる資格

訓練概要 ビルの屋外清掃業務に関する知識及び技能・技術を習得する。

基本項目【内容】

○洗剤の種類と取扱い【汚れの原因と性質、洗剤の種類と特性、洗剤の取扱いと
使用法】
○屋外・高所清掃業務【天井面清掃、照明器具清掃、空調関連設備清掃、ガラス
清掃、外壁清掃、高所作業、特別清掃（天井・照明・空調機器）、特殊清掃（ガラス
清掃、外壁清掃）、高所作業の安全管理】

10


	1
	2
	3



