
求職者支援訓練  令和 5 年度第２四半期開講コースに係る 

認定申請スケジュール等のご案内 

１ 令和５年７月～９月開講コースに係る認定申請の流れ 

1.1 求職者支援訓練の認定申請の準備について 

（１）最新情報の確認及び、必要書類の取得 

求職者支援訓練の申請をされる場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構本部（以下「機構

本部」という）ホームページ（http://www.jeed.go.jp/js/shien/index.html）内の「認定申請の詳細」等

をご熟読のうえ、最新の求職者支援制度に関する情報をご確認願います。 

 

（２）認定申請に必要な書類の作成 

認定申請に必要な書類（以下「申請書類」という。）は下表１のとおりです。詳細は認定申請書様式のフ

ァイル内にある「提出書類一覧」をご確認ください。受付期間中に書類を一式整えて、独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構富山支部（以下「富山支部」という。）に提出してください。 

なお、「最新の認定申請書様式」が使用されていない認定申請書が提出された場合は、再作成いただき、

改めてご提出いただくこととしています。実施機関への補正連絡に要する時間の短縮及び補正作業の効率

化のため、ご理解の上ご協力をお願いします。 

 

（３）添付書類について 

提出書類一覧等を参考に必要書類をご用意の上、申請書類と合わせてご提出をお願いします。既に同年度

の開講コースの申請時に提出している場合には省略可能となる書類があります。 

 

表１ 令和５年度第２四半期開講コースに係る認定申請スケジュール概要 

 名称 期間・日程 概要 

① 認定申請の受付 
４月３日（月） 

～４月１７日（月） 

訓練コースの認定申請が可能な期間です。提出方

法によって締切が異なります。⇒1.2 

② 施設審査及び補正対応 
４月１８日（火） 

～５月８日（月） 

富山支部にて書類を審査します。必要に応じて補

正の対応をお願いします。⇒1.3 

③ 
本部・労働局審査及び 

補正対応 

５月９日（火） 

～５月２３日（火） 

機構本部、労働局にて書類を審査します。必要に応

じて補正の対応をお願いします。⇒1.4 

④ 認定予定日 ５月２４日（水） 
訓練の認定日です。各証明書類は追って送付され

ます。⇒1.5 

 

表２ 申請書類一覧 

書類名 概要 

認定申請書 
訓練コースの申請内容を示した書類です。機構本部ホームページから最新の

様式をダウンロードして作成してください。 

認定申請書の 

添付資料 

上記様式の内容の裏付けとなる資料です。一度出していると同年度内は省略

可能な書類があります。詳細は認定申請書内にある提出書類一覧等を参照し

てください。 

コース案内（案） 
受講生募集の広報活動に使用するチラシの作成案です。訓練番号等、未定の

項目があっても構いませんので、上記書類と同時に提出してください。 

 

  



1.2 認定申請の受付について 

（１）提出方法 

申請書類の提出には下記のとおり３つの方法があります。提出方法によって、提出期限や留意事項が異な

りますので、ご注意ください。 

 

①直接提出 

事前に来所日時を連絡（電話：０７６６－２８－６９００）した上で、富山支部に必要書類をご持参く

ださい。なお、来所の予約状況等によっては、希望の時間帯での予約をお受けできない場合がありますの

で、余裕をもって予約をされるようお願いします。 

受付時間は、祝日を除く平日の１０：００～１２：００、１３：００～１６：００となっています。提

出期限は令和５年４月１７日（月）１１：００となります。 

 

②郵送による提出 

簡易書留郵便にて、申請書類を富山支部あてに送付してください。郵送される日の前日までに富山支部

に発送予定日を連絡して下さい。提出期限は令和５年４月１７日（月）８：４５必着となります。 

 

③電子メールによる提出 

メールに申請書類を添付し、富山支部の代表アドレス（toyama-qsyoku@jeed.go.jp）あてに送信してく

ださい。 

なお、添付ファイルは秘匿情報を含みますので、パスワードを付けていただきますようお願いします。

メール容量が10MBを超える場合は分割して送信してください。 

また、電子メールの送受信は予期せず、遅延、送信エラー等が起こる可能性があります。送信の際には

富山支部にご連絡をお願いいたします。提出期限は令和５年４月１７日（月）８：４５必着となります。 

 

（２）受付の留意事項 

受付期間中に申請書類一式が整わない場合は、認定申請を受理できませんので、ご承知おき願います。 

また、締切直前の受付は混雑が予想されます。申請書類に不備等があった場合、対応が間に合わず不受理

となる恐れがありますので、極力余裕を持ってご提出をお願いします。   

 

 

1.3 施設審査及び補正対応について 

（１）施設審査について 

提出された申請書類は富山支部内で順次チェック作業を行っています。申請書の不備等に対応する期間

を長く確保するため、早めの提出にご協力お願いします。 

 

（２）補正対応について 

申請書類を機構支部内で審査した結果、カリキュラム内容・記載内容及び添付書類の不備等により計画の

見直しや記載の修正、追加書類の提出等の補正作業をお願いする場合があります。その際は依頼表に記載の

期日までにご対応をお願いします。 

なお、機構支部内の審査期間の終了日である令和５年５月８日（月）の午前中までに申請書類の補正が完

了しない場合は認定の対象外となります。速やかなご対応をお願いします。 

 

  



1.4 本部、労働局審査及び、補正対応について 

（１）本部審査について 

認定申請書については、富山支部内での審査終了後、機構本部による審査が行われます。その結果、計画

の見直しや記載の修正、追加書類の提出等の補正をお願いする場合がありますが、依頼表に記載の期日まで

にご対応をお願いします。 

 

（２）労働局審査について 

コース案内（案）については、富山支部内での審査終了後、富山労働局による審査が行われます。認定申

請書類の補正に伴い、記載内容の補正をお願いする場合がありますが、依頼票に記載の期日までにご対応を

お願いします。 

 

1.5 訓練の認定について 

（１）認定証明書等の送付について 

機構本部の審査が完了すると、本部から訓練の認定・不認定を通知する書類を実施機関に送付します。発

送時期は令和５年５月２４日（水）頃を予定しています。 

また、同時期に富山支部からコース案内の許可通知を送付します。チラシ配布、ホームページ掲載等の広

報活動はそれらを受理した後に行っていただくようお願いいたします。 

 

（２）認定の計画人数について 

求職者支援訓練は､富山労働局が策定した富山県職業訓練実施計画数の範囲内で認定されます。計画人数を

超える申請があった場合には認定されない場合があります。 

また、同一分野の訓練の認定枠を１申請機関が独占する可能性がある場合、認定数等を調整させて頂く場

合があります。 

 

表３ 令和５年度第２四半期における富山県求職者支援訓練定員計画枠（令和５年３月１０日時点） 

 認定枠（人） 
定員の新規枠

（内数） 

基礎コース ３０ 

１０  基礎 １０ 

営業・販売・事務 ２０ 

実践コース 1５０ 

20 
（分
野
別
内
訳
） 

IT 2０ 

医療事務 １５ 

営業・販売・事務 45 

介護福祉 ２０ 

デザイン ５０ 

  合  計 1８０ ３０ 

※定員の新規枠については、それぞれの認定枠を基に調整した数となっています。 

なお、新規枠については、分野共有枠となります。 

※１申請機関につき、１申請までとします。但し、デジタル系（IT、Webデザイン）のコースを含む 

場合は２申請まで可とします。 

※基礎コース・実践コースともに１コースの定員の上限は３０名とします。応募者数が設定定員を上 

回った場合の定員変更は募集締切日の翌開庁日までに申請してください。 

（但し、１６名以上が受講する場合、すべての実技科目の訓練時間において、講師１名に加えて、講師また

は助手１名を配置する必要があります。実施状況の確認時や受講者からの報告等で講師の配置に不備がある

と見受けられた場合、認定基準違反として、欠格要件となる場合があります。） 

※認定枠は申請状況や開講状況に応じて調整されることがあります。 



２ 認定申請書の作成について 

2.1 日程に係る留意事項 

（１）訓練開始日 

令和５年７月４日（火）以降で設定してください。 

なお、雇用保険の受講指示が始まったことから、訓練開始前日にハローワーク来所が受講生に義務付けら

れたため、訓練開始日の前日がハローワークの閉庁日（土日祝日）とならないように設定してください。 

また、訓練期間が他の公的訓練(県の委託訓練等)の同分野の訓練コースと重複しますと、受講生の募集に

影響があると思われますので、訓練期間設定のご検討をお願いします。 

 

（２）募集期間 

募集開始日を令和５年５月２５日（木）以降とし、募集終了日まで１４日（土日祝含む）以上となるよう

設定してください。 

 

（３）選考日 

募集終了日から３開庁日以上確保してください。 

 

（４）選考結果通知日 

選考日と選考結果通知日の間は２開庁日以上確保してください。 

また、選考結果通知日から訓練開始日までの間は８開庁日以上確保してください。 

 

（５）ハローワーク来所日 

訓練期間中のハローワークへの来所日の設定については、訓練２か月目以降、第１週の平日に設定してく

ださい。但し、複数コース（前四半期のコースも含む）開講している場合には同日とならないように調整し

ていただきますようお願いいたします。 

 

 

2.2 その他の留意事項 

（１）作成参考資料 

申請書類の提出・カリキュラムの作成に当たっては、機構本部ホームページに掲載されている「申請書の

提出に当たっての留意事項」に主な作成方法が記載されていますが、「重要なお知らせ」「求職者支援訓練に

係るカリキュラム作成に当たっての留意事項」等も併せて確認のうえ作成してください。 

 

（２）コース案内（案）について 

コース案内（案）の作成については、別添１「チラシ作成に当たってのお願い」を参考にしてください。 

また、定員を増やす可能性がある場合は「応募状況によっては、定員を増員することがあります」と記載

してください。なお、コース案内（案）は認定申請書様式の補正が大方完了した時点で補正の依頼表を送付

します。ご了承ください。 

 

（３）補助広告について 

任意提出であるハローワーク窓口での説明に使用する広報資料（以下「補助広告」という」を提出する場

合も申請書にあわせて提出していただきますようお願いいたします。作成にあたっては別添２「補助広告サ

ンプル」別添３「補助広告作成の留意事項」を参考にしてください。 

なお、補助広告についても機構支部と富山労働局にて審査を行います。 

 

（４）初めての申請やカリキュラムの大幅な変更を検討している場合 

機構富山支部では認定申請の受付期間前でも申請書類作成のご相談を承っています。ご相談を希望され

る場合は事前にご連絡ください。 



（別添1）

　

oo

求職者支援訓練　○○コース コース番号：5-04-16-＊＊＊-＊＊-＊＊＊＊

○○名

★不適当な表現★

「無料受講」「給付支給」「資格取得」等を強調したもの。

「厚生労働大臣認定の教育機関」「認定申請中」「誰でも受講可能」「誰でも給付支給」「誰でも就職できる」等不可。

その他、訓練に関係がない事項の記載は不可。

定員 （応募者が定員の半数未満の場合は開講しないことがあります。）

　○○：○○～○○：○○

カリキュラム

対象者
・ﾊﾛｰﾜｰｸに求職申し込みをしている方
・ﾊﾛｰﾜｰｸ所長からの受講指示、支援指示等を受けられる方
・○○○○、○○・・・・

目標

　　修了後に取得できる
　　資格・仕上がり像

選考結果発送 令和○○年○○月○○日（　）

◇詳細は最寄りのハローワーク又は下記までお問い合わせください。◇

自己負担額

受講料は無料です。
教材費：○○○○○円（税込み）、職場見学を2回実施予定(これに係る交通費
が別途発生します。）
※駐車場有り（税込み○○○○円/月）
※取得可能資格（受験は任意） MOS2019 受験料○○○○円(税込み)

募集期間 令和○○年○○月○○日（　）～令和○○年○○月○○日（　）

選考等
令和○○年○○月○○日（　）　○○：○○～
選考方法：面接・筆記試験（持ち物：筆記用具）
選考会場：＜所在地を記載＞

チラシ作成に当たってのお願い　2023/3現在

時間

コース名 ■■■■■■■■科

受講期間 令和○○年○○月○○日（　）～令和○○年○○月○○日（　）

（表面）

■■■■■■■科
受講生募集のご案内く

○○への就職を

目指すコースで

実施施設・お問い合わせ先

実施機関名

実施施設名

郵便番号・所在地
お問い合わせ先：○○○-○○○-○○○○

（担当：○○）

地 図

訓練コース（必須）
（基礎コース/実践コース）

コース番号（必須）

就職のための訓練で

あることがわかる記載

（推奨）

訓練科名（必須）

訓練期間（必須）

定員（必須）

訓練対象者の条件

（必須）

訓練目標

（必須）

修了後に取得できる

資格・仕上がり像（必須）

訓練内容（必須）

自己負担額（必須）

※介護職員基礎研修等を実施

する場合で修了にあたり補講

が必要な者に対し有料で補講

を行う場合はその旨（補講1回

あたりの受講料）も記載するこ

と

募集期間（必須）

選考に係る詳細（必須）
（選考日時・選考方法・

持ち物・選考結果送付日・選考会

場の所在地等）

訓練実施機関名（必須）

訓練実施施設名（必須）

訓練実施施設に

係る情報（必須）
（郵便番号・所在地・最寄駅

からの地図・電話番号・問い

合わせ担当者名等）

申請様式5号の記載を「特に

なし」にしている場合でもこの

2項目は必ず記載する。

必ず記載する。

また、応募者多数のため定員を増やす可能性がある場合は「応募状況

によっては、定員を増員することがあります」と記載

就職率

◯◯．◯％
（直近３科分）

※職場体験･見学､企業実習を実施する場合、別途交通費の負担が発生する旨及び

その実施日数等を記載し受講所要額をイメージできるようにする。

※税込の金額とし、（税込み）と記載する。

※任意での受験による取得可能資格の受験料を記載する。

過去就職実績の記載（任意）

「認定様式第14 号「過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況」の

「⑰雇用保険適用就職率」欄の就職率と一致させること。

なお、「直近○科分」の注釈をあわせて記載すること。

ハロートレーニングのイメージキャラ『ハロトレくん』とロゴマークの積極的な使用をお願いし

ます。

キャッチフレーズ・ロゴマーク

の一例です。

※新型コロナウイルス感染症防止対策として

手洗いうがい、マスク着用の周知徹底等に取り組んでいます。
新型コロナ対策を講じている

ことがわかる記載

（必須）

認定マーク（任意）

富山支部ホームページ

にてダウンロード可能



求職者支援訓練　○○コース コース番号：5-04-16-＊＊＊-＊＊-＊＊＊＊

■カリキュラム■
時間

■就職支援の内容■
○○、○○○○、・・・・

■受講までの流れ■
…求職申込

…職業相談
・コース情報を入手。

・キャリア・コンサルティングを受け、適切なコースの選定。

・受講申込書を入手して下さい。

…受講申込の手続き

…受講申込書の提出

…選考

…選考結果発送
・実施機関から選考結果通知書が発送されます。

…就職支援計画作成

…受講開始
・就職支援計画を実施機関に提出して下さい。

≪職業訓練受講給付金≫
ハローワークの支援指示を受けて受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます。（原則として最長1年）

支給額：職業訓練受講手当 月額10万円  通所手当  通所経路に応じた所定の額

※詳細はハローワークの窓口でお問い合わせください。

★託児サービス支援付き訓練★
　　託児サービス支援付き訓練を実施する場合は、コース案内に記載すべき事項があります。
　　詳しくは留意事項をご覧ください。

★不適当な表現★
「無料受講」「給付支給」「資格取得」等を強調したもの。
「厚生労働大臣認定の教育機関」「認定申請中」「誰でも受講可能」「誰でも給付支給」「誰でも就職できる」等不可。
その他、訓練に関係がない事項の記載は不可。

ご自宅

ハローワーク

実施機関

ハローワーク

ハローワーク
・ハローワークから選考日・選考方法、「就職支援計画」作成の説明を受けて下さい。

実施機関

実施機関

　　　計　　　　　　　　　　時間 学科　　　　時間 実技　　　　時間 職場体験等　時間

ハローワーク

実
技

□職場体験　□職業人講話

チラシ作成に当たってのお願い　2023/3現在

科目 科目の内容

学
科

訓練コース（必須）
（基礎コース/実践コース）

訓練カリキュラム（任意）

受講までの流れ（案）

（必須）

＊講師紹介＊

講師紹介（任意）

説明会・見学会を実施

する場合は記載(任意）

就職支援の内容

（任意）

職業訓練受講給付金の説明

（任意）

＊説明会・見学会のご案内＊

説明会 ： ○月○日 ○時より

施設見学会 ： ○月○日 ○時より

お問い合わせ先：○○○-○○○-○○○○

（担当：○○）



 
  科 

で目指す理想の就職！ 

DTP とはパソコンを使って画像を加工

したり、イラストを作成したりして広告

物などのデザインを行うことです。 

デザイナー、と聞くと芸術的センスに恵

まれた一部の天才だけができる仕事の

ように思えますが、理論とソフトの操作

技術を身に付けることにより、そういっ

た仕事に就くことは十分に可能です。 

過去のコースでもデザイン未経験だっ

た人が DTP デザイナーとして就職し、現

在も活躍されています。 

あらゆる企業において、分かりやすい説

明資料や簡単な広告物、掲示物の作成な

どのデザインを必要とする業務があり

ます。そんな時、必要になるのが DTP の

知識と技術を身に付けた人材です。 

物事をわかりやすく表現することがで

きる DTP の能力は業種、職種問わず必要

とされています。 

DTP ってなに？ 

DTP を扱える人は就職に強い！ 

補助広告サンプル 別添２ 



 

DTP 科では右の資格を取得できるレベ

ルを想定して授業を行います。 

資格は企業に対してのアピールになる

と同時に「私は資格を取れるくらい勉強

したし、それだけの能力がある」という

自信につながります。 

就職活動の大きな武器になるでしょう。 

 

授業の内容はまず、知識を身に付けて、

演習形式で作品を作成していくという

流れになります。 

これまで数多くの DTP デザイナーを育

成してきたベテラン講師が一から丁寧

に指導します。 

あなたの目指す理想の就職を実現する

お手伝いをさせてください！ 

資格にチャレンジ！ 

目指すは理想の就職 

株式会社 TYJEED 

・カラーコーディネーター検定（3 級） 

・Illustrator®クリエーター能力認定試験 

（エキスパート） 

・Photoshop®クリエーター能力認定試験 

（エキスパート） 

・DTP 検定 DTP ディレクション 

・WEB デザイン会社 DTP デザイナー 正社員 

・広告制作会社 DTP オペレーター 正社員 

・大学受験予備校 OA 事務 パート（業務内容に広告作成、掲示物作成有） 

など受講内容に関連した職種の就職、正社員就職多数 

過去の修了生の就職実績 



補助広告作成の留意事項 

１ 遵守事項 

（１）求職者支援制度の適切な運営上不適当な広告は行わないでください。

（不適当な広告の例） 

イ 求職者支援制度の趣旨等に反するもの

・求職者支援制度の目的が就職の実現以外にあると誤解させるもの（「無

料受講」「給付支給」「資格取得」の記載自体を禁止するものではあり

ませんが、就職の実現を目的とした公的な訓練制度であるとの制度趣旨

の説明がないものや、制度趣旨の説明が不明瞭なまま無料受講等ばかり

を強調することは不可となります。）

ロ 事実に反するもの、説明不足等により誤解を招くもの

・「厚生労働大臣認定の教育訓練機関」と記載

・「誰でも受講可能」「受講すれば誰でも給付支給」と記載

・「誰でも受講すれば○○になれる／就職できる」と記載

・自己負担の説明なく「すべて無料」と記載

・「認定申請中」と記載（認定を受ける前に、受講者募集の広告等を行う

ことはこれに該当します。）

・求職者支援訓練を周知する目的の広告において、訓練実施者の宣伝等、

直接訓練に関係がない事項の記載

（２）コース案内のチラシに掲載している内容との矛盾や不一致を生じさせな

いようにしてください。但し、不足している情報の補足は矛盾にあたりま

せん。 

（３）該当の訓練コース以外の実績等を掲載しないでください。

（４）他の機関が実施する訓練を貶めるような記述はしないでください。

（５）使用する画像等は著作権を侵害しないものを使用してください。また、

訓練生の写った画像等を使用する場合は事前に訓練生に利用目的を説明し、

掲載許可を取っておいてください。 

（６）（５）においてフリー素材を使用する場合は使用条件等を十分に確認の

上、使用してください。 

（７）万が一、著作権法違反が発覚した場合の対応及び記載内容についての質

問等に対する対応は作成した実施機関が行ってください。 

また、その際は、補助広告のリーフレット掲載を取りやめる場合がありま

すので十分ご留意ください。 

別添３ 



２ 紙面作成にあたっての推奨事項 

（１）掲載内容はなるべくコース案内に記載されていないことを中心とし、コ

ース案内との差別化を図ってください。 

（２）補助広告はコース案内のチラシの次のページに掲載する予定であるため、

テーマカラーやフォントに統一感を持たせることも有効であると思われま

す。 

（３）窓口で説明する内容となるため、細かい文字で大量の情報量を持たせる

ことは避け、簡潔な内容としてください。 

（４）画像を使用する場合は縦横比、画質等に留意してください。 

（５）この補助広告は求職者の受講意欲を高めることを目的としていますので、

ポジティブな情報を中心に構成し、受講生募集にプラス効果をもたらす誌

面の作成をお願いいたします。 

 

 

３ 掲載内容例 

（１）訓練内容の詳細な説明・紹介 

（２）訓練効果と就職との因果関係 

（３）講師紹介、インタビュー 

（４）想定する就業職種の説明・紹介 

（５）過去の受講生の感想、インタビュー 

（６）過去の受講生の作成物等の掲載 

（７）過去の受講生の就職実績 

 


