
ハロートレーニングを上手に活用して就職につなげよう！

ハロートレーニング（公共職業訓練・求職者支援訓練）について、その内容や受講の

メリット等をＱ＆Ａ形式でご紹介します。ハロートレーニングの受講を検討している

方はもちろん、ハロートレーニングについてご存じない方も、ぜひお読みください。

ハローワーク 令和3年10月
愛訓R03100101

Ｑ１ ハロートレーニングって何？ ２

Ｑ２ ハロートレーニングを受講して就職するメリットは？

３Ｑ３ どのような人が受講できるの？

３

４・５

６

６

７

７

７

Ｑ４ どのくらいの人が就職しているの？

Ｑ５ どのようなコース（訓練）が、どこで受講できるの？

Ｑ６ 訓練期間中の生活費はどうすればいいの？

Ｑ７ 受講するにはどうしたらいいの？

●ジョブ・カード作成支援のご案内

●ハロートレーニングの受講申込等の相談・お問い合わせ ８

●ハロートレーニング以外の制度

●就職氷河期世代支援プランについて

２
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Ｑ１ ハロートレーニングって何？

Ａ１ ハロートレーニング（公的職業訓練）とは、雇用保険（失業保険）を受給している求職者を主

な対象とする「公共職業訓練」と、雇用保険を受給できない求職者を主な対象とする「求職者支援訓

練」の総称です。キャリアアップや希望する就職を実現するために、必要な職業スキルや知識を習得

することができる公的な制度です。

◇対 象：ハローワークの求職者

主に雇用保険を受給できない方

◇受講料：無料（テキスト代等除く）

◇訓練期間：２ヶ月～６ヶ月

◇実施機関：民間教育訓練機関等
（訓練コースごとに厚生労働大臣が認定）

⇒ P5 Ｂを参照してください。

求職者支援訓練

◇対 象：ハローワークの求職者

主に雇用保険受給者

◇受講料：無料（テキスト代等除く）

◇訓練期間：概ね３ヶ月～2年

◇愛知県内の実施機関

○ポリテクセンター中部・名古屋港 P5 ⑦・⑧

○愛知県立高等技術専門校 P4 ①～⑤

○民間教育訓練機関等（都道府県からの委託） P5 A

公共職業訓練

離
職
者
向
け

◇対 象：在職者

◇受講料：有料

◇訓練期間：数日

◇愛知県内の実施機関

○ポリテクセンター中部・名古屋港 P5  ⑦・⑧

○愛知県立高等技術専門校 P4  ①・④

在
職
者
向
け

◇対 象：高等学校卒業者等

◇受講料：有料

◇訓練期間：１年 又は ２年

◇愛知県内の実施機関

○ポリテクセンター中部・名古屋港 P5  ⑦・⑧

○愛知県立高等技術専門校 P4  ①・④

学
卒
者
向
け

◇対 象：ハローワーク求職者（障害者）

◇受講料：無料

◇訓練期間：１ヶ月～１年

◇愛知県内の実施機関

○愛知県立高等技術専門校 P4  ①･④

○愛知障害者職業能力開発校 P4  ⑥

○民間教育訓練機関等（都道府県からの委託） P5 A

障
害
者
向
け

厚生労働省は、

公的職業訓練の愛称とキャッチフレーズを

公的職業訓練のキャラクターとして
（愛称「 」）

を活用しています。

「ハ
ロ
ト
レ
」
で
す
。

よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

「ハロー」とは、新たな出会いを表す希望の言葉。

トレーニングで鍛えた筋肉のように、「 」

を通じて仕事に必要な「スキル」（知識と技能）をしっかり

身につけてほしい。そんな気持ちを表しています。

Ｑ２ ハロートレーニングを受講して就職するメリットは？

Ａ２ 「やりたい仕事はあるが経験やスキルがない」「入社後すぐに役立つ専門的・実践的なスキル

を身につけたい」などという方には訓練の受講は非常に効果的です。また、訓練受講中でもハロー

ワークや、訓練施設で就職相談を受けることもできます。「急がば学べ」とのキャッチフレーズにも

あるとおり、少し時間がかかっても訓練を受講してから就職するメリットは大いにあると考えます。

新たな職業やスキルにチャレンジするには、

ちょっと時間がかかるかもしれません。

－ 急がば学べ － 焦らず、前向きに！
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求職者支援訓練（※1）

基礎コース 実践コース

46.8% 57.2%

※1 令和2年4月に修了したコースの集計(令和2年12月23日時点)。
※2 令和元年度実施状況

【分野別 就職率実績】（令和２年度）

離職者向け

学卒者向け※2

障害者向け※2

求職者支援訓練（※3）

デザイン

医療事務

営業・販売・事務

IT

介護福祉

公共職業訓練

66.1%

96.3%

65.8% 48.8%

【就職率実績】（令和２年度）

57.7%
44.7%

サービス系

公共職業訓練

介護系

委　託

66.7%
63.6%

-
66.5%
61.0%
52.7%
79.6%

美容

その他

54.4%
68.4%
54.4%
57.1%
72.2%

施設内

81.9%

委　託

50.0%その他

施設内

83.3%
83.6%
81.0%
88.9%
75.9%
83.2%

-
48.0%

農林鉱業系

建設系

製造系

事務系

情報系

Ｑ４ どのくらいの人が就職しているの？

Ａ４ 公共職業訓練では、約８割の方が就職しています。また、求職者支援訓練では、半数以上の方

が就職しています。（※就職は、雇用保険の適用となる就職をした方の割合で、下記就職率は令和2年度全国平均です。）

Ｑ３ どのような人が受講できるの？

Ａ３ 働こうとする方、働く方すべてが対象で、日本全国で年間約２６万人が受講しています。

これから就職を目指す方であれば、失業中の方だけでなく、働きたいのにキャリアが少ない方等、

状況は問いません。また、障害をお持ちの方、学卒者の方、スキルアップをめざす在職者の方向け

の訓練も用意しています。

※3 令和2年4月に終了したコースの集計(令和2年12月23日時点)。

主に雇用保険を

受給できる
国家資格取得などの高い職業
能力の習得を目指したい

長期高度人材

育成コース

パソコン・医療・介護など
幅広い分野から訓練を受けたい

委 託 訓 練

豊富な機械設備と実習で技能を
習得したい

施設内訓練

公共職業訓練

ものづくり系の訓練を受けて
手に職をつけたい

ポリテクセンター

中部

クレーンや物流機械を使い
こなしたい

ポリテクセンター

名古屋港

職業的自立を望む障害のある方
障害者職業能力

開発コース

求職中であり
訓練を受けてから

就職したい

実務者研修を受け介護福祉士を
目指したい

介護労働講習

社会人としての能力と基礎的な
技能を学びたい

基礎コース求職者支援訓練

主に雇用保険を

受給できない
実践的な職業スキルを重点的に
学びたい

実践コース
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◎愛知県の障害者職業能力開発校

⑥愛知障害者職業能力開発校
 
  　　（ 豊川市一宮町）

ITスキル
OA

CAD設計等

　　ＩＴスキル科・ＯＡビジネス科
　　ＣＡＤ設計科
　　ワークサポート科
　　就業実務科

　　建築デザイン施工科
　　機械エンジニア科、電気機器科
　　金属加工科、インテリア科
　　総合実務科（障害者対象）等

②名古屋高等技術専門校 稲沢校舎

   　　（ 稲沢市堀之内）

造園 　　総合造園科

⑤東三河高等技術専門校

   　　（ 豊川市一宮町）

建築総合
（エクステリア・
インテリア等）

　　建築総合科
　　    木造建築コース
　　    施工管理コース
　　住宅インテリアコース
　　住宅エクステリアコース

公共職業訓練・施設内訓練

◎愛知県立高等技術専門校

施設名 分野 コース（令和3年度開講） HP

③名古屋高等技術専門校 窯業校

   　　（瀬戸市南山口町）

陶磁器製造
　　陶磁器製造科
　　　製造コース
　　　デザインコース

④岡崎高等技術専門校
 
  　　（ 岡崎市美合町）

金属加工
電気

造園等

　　モノづくり総合科
　 　　マルチスキルコース
　 　　メタルクラフトコース
　　電気工事科
　　造園施工科 　造園管理科
　　総合実務科（障害者対象）

①名古屋高等技術専門校

   　　（ 名古屋市北区）

金属加工
インテリア

電気等

Ｑ５ どのようなコース（訓練）が、どこで受講できるの？

②稲沢

④岡崎

⑧ポリテク

名古屋港

①名古屋

⑦ポリテク中部

③窯業

⑤東三河

⑥障害者

Ａ５ 事務系をはじめとして、ＩＴ、建築、製造、

サービス、介護、デザイン、理美容に至るまで、

多種多様な訓練分野を網羅しており、住宅リ

フォーム、OAシステム開発、Ｗｅｂ設計、３Ｄ

ＣＡＤ等の時代のニーズに即したコース、女性向

けコース、オンラインコース、ｅラーニングコー

ス等も設定しています。

また、第一種電気工事士、宅地建物取引主任者、

介護職員初任者研修等の資格取得を目指すコース

もあります。

愛知県内の公共職業訓練・求職者支援訓練は、

以下の訓練施設で実施されております。
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Ｂ「求職者支援訓練」は、
　  民間教育訓練機関等が訓練コース毎に
　  厚生労働大臣の認定を受けて実施して
　  います。
　 ≪基礎コース≫
　　社会人としての基礎的能力および短時間で
　　習得できる技能等を身につける訓練
　 ≪実践コース≫
　　基礎的能力から実践的能力まで一括して
　　習得する訓練

営業・販売・事務
介護・医療・福祉
理容・美容関連

デザイン等

　　WEBデザイナー科
　　パソコン簿記社会保険事務科
　　初歩から学ぶWEBパソコン事務科

　　ネイル技術科
　　トータルエステティック科
　　フードコーディネーター科

公共職業訓練・委託訓練

Ａ「公共職業訓練」委託訓練は、
　  愛知県が委託した民間教育訓練機関や
　  能力開発施設等が実施しています。

ＩＴ
PC活用

情報技術
ビジネス
医療事務
介護福祉

　　ビジネスパソコン科
　　アプリプログラミング科
　　グローバル人材育成科
　　医療・調剤・パソコン科
　　Webデザイン・プログラミング科
　　SNSマーケティング科
　　介護実践・介護美容科　等

求職者支援訓練

◎独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構  愛知支部

⑦中部職業能力開発促進センター
　　（愛称：ポリテクセンター中部）

　　　（小牧市下末）

機械系
電気・電子系等

　　住宅診断ＣＡＤプランナー科
　　ＣＡＤ/ＣＡＭ技術科
　　機械加工科
　　ＩＣＴ生産サポート科
　　電気設備エンジニア科等

⑧中部職業能力開発促進センター
　  名古屋港湾労働分所
　　  （愛称：ポリテクセンター名古屋港）

　　  （名古屋市港区）

港湾荷役
物流機械運転
クレーン運転等

　　港湾荷役科
　　クレーン運転科
　　物流機械運転科

施設名 分野 コース（令和3年度開講） HP

◎独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構  愛知支部

公共職業訓練・施設内訓練

◎愛知県の職業能力開発校（愛知県立高等技術専門校）・障害者職業能力開発校

◎ハロートレーニング（公共職業訓練・求職者支援訓練）のコース情報は、

ハローワークインターネットサービスで検索できます。

◎受講者の約７割が女性です。

子育て中の方も安心して訓練を受講いただけるよう、

託児サービス付きの訓練も用意しています。

ハローワークインターネットサービス
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Ａ６ 雇用保険を受給できる方には、訓練受講中に失業給付（基本手当）が支給されます。

また、雇用保険を受給できない方には、一定の要件を満たした場合、職業訓練受講給付金が支給さ

れる制度があります。
※一定の要件を満たさない場合、給付金は支給されませんが、職業訓練の受講のみできる場合がありますので、

あわせてご相談ください。

⇒ 詳しくは、ハローワークにご相談ください。

Ｑ６ 訓練期間中の生活費はどうすればいいの？

【雇用保険制度】

ハローワークが、雇用保険受給中の方の再就職に役立つと判断（一定

の要件に該当）し、公共職業訓練の受講を指示した場合、失業給付（基

本手当）を受給しながら訓練を受講することができます。

（このほか通所手当等が支給されます。）

※受給期間等によって訓練受講中の給付が受けられない場合があります。

【求職者支援制度】

雇用保険を受給できない求職者の方（特定求職者）が、ハローワーク

の支援指示を受けて求職者支援訓練又は公共職業訓練を受講し、一定の

支給要件を満たす場合は、「職業訓練受講給付金（職業訓練受講手当、

通所手当、寄宿手当）」を受けることができます。

※訓練受講給付金については、本人や世帯の収入等に要件があります。

一定の要件を満たせば、

給付を受けながら訓練を

受けられるから安心だね！

Ｑ７ 受講するにはどうしたらいいの？

Ａ７ 訓練受講に関する手続きは基本的にハローワークで行います。

まずは、ハローワークにご相談ください。

ハロートレーニング（離職者訓練及び求職者支援訓練）は、再就職の実現に当たって必要となる知

識・技術を習得するための訓練です。

受講するためには、ハローワークに求職申込みをした後、ハロートレーニングを実施する施設等が

行う面接等の選考に合格し、ハローワークにおいて受講あっせんを受ける必要があります。

なお、受講あっせんは、ハローワークでの職業相談を通じて①訓練を受講することが適職に就くた

めに必要であると認められ、かつ、②訓練を受けるために必要な能力等を有するとハローワークが判

断した方に対して行います。
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◆教育訓練給付金制度

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者である（又はあった）方が、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を

修了した場合に、受講者自身が教育訓練施設に支払った経費の一部をハローワークより支給する制度です。

【一般教育訓練給付金】

【特定一般教育訓練給付金】

【専門実践教育訓練給付金】

◎制度の詳細や厚生労働大臣指定の教育訓練講座をお探しの方は、

左記サイトをご活用ください。

ハロートレーニング以外の制度

就職氷河期世代活躍支援プランについて

◆就職氷河期世代の方向けにさまざまな支援を行っています。

・不本意ながら不安定な仕事に就いている

・長期間にわたり無業の状態にある

・社会参加に向けた支援を必要とするなど

様々な課題に直面している方々の活躍の場を広げ、就職・正社員化の実現、多様な

社会参加への実現を目指し、各援機関等との連携を図りながら、地域一体となって、

状況に合わせたきめ細かな支援が届くよう様々なサポートしています。

※就職氷河期世代とは、社会的に就職難となった1993年～2004年頃に学校卒業期を迎えた世代

（概ね35～54歳）を指します。

厚生労働省HPハローワーク

インターネットサービス

ジョブ・カード作成支援のご案内

◆ジョブ・カード作成アドバイザーが、ご希望のハローワークにて作成支援いたします。

「ジョブ・カード」とは、ご自身の能力や将来への希望などを整理し明らかにしていくツールです。

「応募書類をまとめるのが苦手」、「自己PRがうまくできない」、 「職業訓練・教育訓練の受講

などを考えている」方は、是非ご相談下さい。

一部のハローワークには、ジョブ・カード作成アドバイザーが常駐いたします。≪1回６０～９０分程度 予約制≫

◎予約窓口（連絡先等）について、詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、

愛知労働局ＨＰをご参照ください。

※上記の訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援は、愛知労働局が民間の専門事業者に委託して実施するものです。

※上記のコースは、職業訓練受講給付金の給付対象となる職業訓練で、支給要件に該当する場合、給付を受けることができます。

受講料は無料。交通費、テキスト代、保険料等は自己負担になります。

◆ 不安定就労者再チャレンジ支援事業

民間事業者に委託し、就職支援の充実・

強化を図ります。

愛知では民間事業者に委託し、就職支援や

パソコンの訓練を通じ、安定した就職を目指

すため

『就職に役立つビジネスパソコン科』

を開講しています。

◆ 短期資格等習得コース事業

短期間（１～３カ月程度）で取得でき、安定就労

につながる資格等の習得を支援するため、職業訓練

と職場体験等を組み合わせ、正社員就職を支援する

出口一体型の職業訓練です。

《資格・技能例》

・IT系エンジニア

・自動車運転免許（大型一種、大型二種、中型、準中型）

・小型クレーン、フォークリフト、安全講習 等

【不安定な就労状態にある方への支援】

愛知労働局

詳しくは、愛知労働局 就職氷河期世代支援特設ページをご覧ください
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お問い合わせ先

ハロートレーニングの受講申込等の相談 （離職者向け・障害者向け訓練）

【ハロートレーニング（公共職業訓練・求職者支援訓練）全般に関するお問合せ先】

愛知労働局職業安定部訓練室
〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 愛知労働局伏見庁舎13階

電話（０５２）６８８－５７５５

◎職業訓練について、詳しくは愛知労働局のホームページまで

愛知県産業人材育成支援センターのホームページでは、愛知県内で実施される

約170組織の｢研修｣「講座｣「職業訓練｣「セミナー｣等の情報を検索すること

ができます。
ひと育ナビ あいち 研修・講座

愛知 ハロトレ 訓練チャート

ハローワーク瀬戸

ハローワーク名古屋中 西区、中村区、中区、

中川区、北区、清洲市、

北名古屋市、西春日井郡

ハローワーク豊田
豊田市、みよし市　〒460-0003 名古屋市中区錦2-14-25　ヤマイチビル

◎ハローワーク（公共職業安定所）及び地方運輸支局等一覧

ハローワーク（公共職業安定所） 管轄区域 ハローワーク（公共職業安定所） 管轄区域

　〒471-8609 豊田市常盤町3-25-7

　　　　　　　　　電話 052-8553740 　　　　　　　　　電話 0565-31-1400

あいちマザーズハローワーク
（愛知県全域）

ハローワーク津島

愛知わかものハローワーク
（愛知県全域）

ハローワーク刈谷 刈谷市、安城市、

知立市、高浜市、

大府市
〒460-0003 名古屋市中区錦2-14-25　ヤマイチビル9階

津島市、愛西市、

弥冨市、あま市、

海部郡、稲沢市平和町
〒460-0003 名古屋市中区錦2-14-25　ヤマイチビル3階 　〒496-0042 津島市寺前町2-3

　　　　　　電話 052-8553780 　　　　　　　　　電話 0567-26-3158

　〒448-8609 刈谷市若松町1-46-3

　　　　　電話 052-8553760 　　　　　　　　　電話 0566-21-5001

ハローワーク名古屋南 瑞穂区、熱田区、港区、

南区、緑区、豊明市

ハローワーク碧南

ハローワーク名古屋東 千種区、昭和区、東区、

名東区、天白区、守山区、

日進市、長久手市、愛知郡

ハローワーク西尾
西尾市　〒465-8609 名古屋市名東区平和が丘1-2

碧南市　〒456-8503 名古屋市熱田区旗屋2-22-21 　〒447-0865 碧南市浅間町1-41-4

　　　　　　　　　　電話 052-681-1211 　　　　　　　　　電話 0566-41-0327

　〒445-0071 西尾市熊味町小松島41-1

　　　　　　　　　　電話 052-774-1115 　　　　　　　　　電話 0563-56-3622

ハローワーク豊橋
豊橋市、田原市

ハローワーク犬山

ハローワーク岡崎
岡崎市、額田郡

ハローワーク豊川
豊川市　〒444-0813　岡崎市羽根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎

犬山市、江南市、

岩倉市、丹羽郡　〒440-8507 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎 　〒484-8609 犬山市松本町2-10

　　　　　　　　　　電話 0532-52-7191 　　　　　　　　　電話 0568-61-2185

　〒442-0888 豊川市千歳通1-34

　　　　　　　　　　電話 0564-52-8609 　　　　　　　　　電話 0533-86-3178

ハローワーク一宮
一宮市、稲沢市

（平和町を除く）

ハローワーク蒲郡

ハローワーク半田 半田市、常滑市、

東海市、知多市、

知多郡

ハローワーク新城
新城市、北設楽郡　〒475-8502　半田市宮路町200-4 半田地方合同庁舎

蒲郡市　〒491-8509 一宮市八幡4-8-7 一宮労働総合庁舎 　〒443-0034 蒲郡市港町16-9

　　　　　　　　　　電話 0586-45-2048 　　　　　　　　　電話 0533-67-8609

　〒441-1384 新城市西入船24-1

　　　　　　　　　　電話 0569-21-0023 　　　　　　　　　電話 0536-22-1160

瀬戸市、尾張旭市

ハローワーク春日井
　〒489-0871 瀬戸市東長根町86

　　　　　　　　　　電話 0561-82-5123

※中部運輸局船員労政課は、船員での就職を希望される方のみの利用となります。

　〒486ｰ0841   春日井市南下原町2-14-6

　　　　　　　　　　電話 0568-81-5135

地方運輸支局 所在地 電話 管轄区域

中部運輸局船員労政課
〒460-8528　名古屋市中区三の丸２－２－１

　　　　　　　   名古屋合同庁舎第1号館11階
052-952-8028 愛知県全域

春日井市、小牧市
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