
（「ハロートレーニング」とは、公的職業訓練の愛称です。）

公的職業訓練のご案内

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。

愛知労働局・ハローワーク
平成30年2月

Ｑ１ ハロートレーニングって何？ ２

２Ｑ２ 受講費用はどれくらいかかるの？

３Ｑ３ どのような人が受講できるの？

３

３

４

４

５

５

５

６

Ｑ４ 訓練期間はどのくらい？

Ｑ１０ 受講するにはどうしたらいいの？

Ｑ５ 訓練分野（コース）にはどのようなものがあるの？

Ｑ１１ ハロートレーニングを受講して就職するメリットは？

Ｑ６ どこで受講できるの？

Ｑ７ 訓練期間中の生活費はどうすればいい？

Ｑ８ どのくらいの人が受講し、就職しているの？

Ｑ９ 子育て中でも受講できるの？

●ジョブ・カード作成支援のご案内 ６

７●公的職業訓練以外の制度・その他（技能五輪全国大会等）

●公的職業訓練の受講申込等の相談・お問い合わせ先 ８
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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。

Ｑ２ 受講費用はどれくらいかかるの？

Ａ２ 公的な制度のため、受講料は基本的に無料です。

※１ 一部テキスト代等は自己負担となります。

※２ 在職者や学卒者の方を対象としたハロートレーニングは有料です。

◆離職者訓練
◇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）

≪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

⇒お問い合わせ先 P.8のお問合せ先を参照

求職者支援訓練◆離職者訓練
◇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

◇実施機関：
○国（ポリテクセンター）

○都道府県（職業能力開発校）

○民間教育訓練機関等（都道府県からの委託）

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

◇実施機関：

○国（ポリテクセンター 、ポリテクカレッジ）

○都道府県（職業能力開発校）

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

◇実施機関：

○国（ポリテクカレッジ）

○都道府県（職業能力開発校）

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

◇実施機関：

○国（障害者職業能力開発校）

○都道府県（障害者職業能力開発校、職業能力開発校）

○民間教育訓練機関等（都道府県からの委託）

障
害
者
向
け

公的職業訓練（ハロートレーニング）

のロゴマーク決定！（平成29年10月3日）

厚生労働省は、

公的職業訓練の愛称・キャッチフレーズ

「ハロートレーニング～急がば学べ～」

のロゴマークを決定しました。

今後はこのマークを、

公的職業訓練の周知・広報

のため、キャラクターとして

も活用していきます。

（愛称「ハロトレくん」）

「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、「ハロートレーニング」

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。

・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が、

「急がば学べ」。焦らず、前向きに！
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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。

Ｑ５ 訓練分野（コース）にはどのようなものがあるの？

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おり、住宅リフォーム、Ｗｅｂ設計、３ＤＣＡＤ等の昨今

の時代のニーズに即したコースや女性向けコース等も設定しています。また、第二種電気工事

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。

※訓練コースの情報提供は、ハローワークで行っていますので、ご相談ください。

◎ハロートレーニングの訓練コースは下記のホームページより検索できます。

Ｑ４ 訓練期間はどのくらい？

Ａ４ 離職者向けの訓練は、基本的には２～６ヶ月となります。そのほか、１年間や２年間の

訓練も用意しています。

在職者向けの訓練は、数日間です。

また、学卒者向けの訓練は、１～２年間と長期間です。

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

愛知労働局ＨＰ ＞ 職業訓練 ＞ 公的職業訓練とは ＞ 職業訓練チャート

http://aichi-roudoukyoku .jsite.mhlw.go.jp/

hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren.html

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・講座ナビ

http://www.aichi-hito.jp/search/course

【求職者支援訓練コース検索】

ｈｔｔｐ://nintei.jeed.or.jp/kyushokushien/search/

【公共職業訓練コース検索】

ｈｔｔｐ://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku

/jarnal/tokusyu/2009_04.html   
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Ａ７ 雇用保険（失業保険）を受給できる方は、訓練受講中の手当てを受給することができ、

雇用保険を受給できない方には、一定の要件を満たせば、訓練期間中の生活費等が支給される

制度があります。また、いずれの方にも訓練機関に通うための交通費が合わせて支給されます。

詳しくはハローワークにご相談ください。（※一定要件を満たしていない場合は、給付等を受けるこ

とはできませんが、職業訓練のみ受講できる場合がありますので、あわせてご相談ください。）

Ｑ７ 訓練期間中の生活費はどうすればいい？

Ｑ６ どこで受講できるの？

Ａ６ 公共職業訓練の場合は、国（独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のポリテク

センター、ポリテクカレッジおよび障害者職業能力開発校）、都道府県（職業能力開発校およ

び障害者職業能力開発校）、民間教育訓練機関等（都道府県から委託）が実施しています。

求職者支援訓練の場合は、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）が

実施しています。

◎愛知県の職業能力開発校（愛知県立高等技術専門校）

①名古屋高等技術専門校（金属加工、建築総合等）

名古屋市北区安井2-4-48 TEL:052-917-671１

②岡崎高等技術専門校（金属加工、造園等）

岡崎市美合町字平端24 TEL:0564-51-0775

③東三河高等技術専門校（建築総合（施工・ｲﾝﾃﾘｱ等））

豊川市一宮町上新切33-4 TEL:0533-93-2018

④一宮高等技術専門校（造園、電気機器）

一宮市浅井町西浅井字北山762-1 TEL:0586-51-1251

⑤高浜高等技術専門校（住宅総合、電気工事）

高浜市碧海町4-1-6 TEL:0566-53-0031

⑥窯業高等技術専門校（陶磁器）

瀬戸市南山口町538 TEL:0561-21-6666

◎愛知県の障害者職業能力開発校

⑦愛知障害者職業能力開発校

（ITスキル、OA、CAD設計等）

豊川市一宮町上新切33-14 TEL:0533-93-2102

②岡崎

⑨ポリテク

名古屋港

④一宮

①名古屋

③東三河

⑦障害者

⑥窯業

⑧ポリテク中部

⑤高浜

上記以外に、

◎「公共職業訓練」は愛知県が委託した民間教育訓練機関等が実施しています。

◎「求職者支援訓練」は厚生労働大臣が訓練コース毎に認定し民間教育訓練機関等にて実施しています。
※パソコン、介護等の短期訓練（3か月訓練）は、公共職業訓練の委託訓練、求職者支援訓練で実施しています。

【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。）

【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。

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！

◎独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

愛知支部
⑧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)（機械系、電気・電子系等）

小牧市下末1636-2 TEL:0568-79-0512

⑨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)

（港湾荷役、物流機械運転、クレーン運転等）

名古屋市港区潮凪町３ TEL:052-381- 2775
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介護系

サービス系

その他 61.1% 68.9%

87.0% 83.8%

86.9% 68.2%

72.9%

80.0% 72.4% 60.3%

介護福祉

87.7% 73.8% 65.8%

90.0% 73.8% 60.8%

97.3%

73.2% 42.2%

学卒者向け

障害者向け

86.8% 74.6% 58.6% 63.1%離職者向け

【就職率実績】（平成２８年度） 【分野別就職率実績】（平成28年度）

公共職業訓練 求職者支援訓練（※）

施設内 委　託 基礎コース 実践コース
求職者支援訓練（※）

84.3% 68.0% 61.5%

86.4% 66.8% 56.9%

その他

委　託

デザイン

美容

医療事務

営業・販売・事務

IT

農林鉱業系

建設系

製造系

事務系

情報系

56.6%

公共職業訓練

施設内

Ｑ８ どのくらいの人が受講し、就職しているの？

Ａ８ 日本全国で年間約３０万人が受講しており、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、約６割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す。下記の就職率は全国平均です。）

Ｑ９ 子育て中でも受講できるの？

Ａ９ 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。

●託児サービス利用対象者は、ハローワークに求職申し込みをされている方で、下記の

いずれの条件にも当てはまる方です。

・就学前の児童の保護者であって、職業訓練を受講することによって、当該児童を保育する

ことができない方。

・同居親族その他の者が当該児童を保育することのできない方。

・託児サービス提供の対象となる児童は、小学校就学前までの者で、託児サービス提供施設

が受け入れ可能な年齢の者。

※サービスの内容の詳細については、事前に該当訓練実施施設へのお問い合わせでご確認ください。

ハロートレーニングを

上手に活用して、希望

職種への就職につなげ

よう！

※求職者支援訓練の就職率は、平成28年度中に終了したコースのうち、同年11月までに終了した

訓練コースの雇用保険適用就職率です。

Ｑ１０ 受講するにはどうしたらいいの？

Ａ１０ 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、最寄りのハローワークまでご相談ください。
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「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。

様式に添ってこれまでの学習歴や職業経験などを振り返り、将来に向けた希望や目的などを

考えながら作成します。

◆ジョブ・カード様式のダウンロード（記入例もこちらから）

ジョブ・カード様式は、ジョブ・カード制度総合サイトからダウンロードできます。

http://jobcard.mhlw.go.jp/

「ジョブ・カード」作成のメリットは？

①応募書類を作る前に経歴などの内容を整理できる。

②就職活動の方向性を決め、自己理解、棚卸しができる。

③面接時の自己アピールポイントを見つけ出すことができる。

④将来に向けたキャリア・プランを考え、まとめることができる。など。

ジョブ・カード作成支援のご案内

Ｑ１１ ハロートレーニングを受講して就職するメリットは？

Ａ１１ 「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。

ハローワークにおけるジョブ・カード作成支援

ハローワークでは、専門のキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを通じた

ジョブ・カードの作成支援を行っています。

◎支援の対象者は、
・公的職業訓練の受講希望者のうち、自己理解、職業理解、訓練受講目的等の明確化することが望ましい方

・公的職業訓練の受講等による能力開発が必要でキャリア・プランの作成等の支援が必要な方

・訓練受講に関わらず、将来の仕事についてお考えの方や就職・転職を考えている方

・雇用型訓練、日本版デュアルシステム、専門実践教育訓練の受講を希望する方

（※専門実践教育訓練給付金の支給手続きを行う方は必須となります。）

「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・教育訓練などを考えている」方は、

是非ご相談下さい。≪1回６０～９０分程度 予約制≫

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。
（ハローワーク名古屋中、ハローワーク名古屋東、ハローワーク名古屋南はアドバイザーが常駐しています。）

≪予約窓口≫

テンプスタッフキャリアコンサルテイング株式会社 名古屋支社
（愛知労働局 平成29年度訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業 受託事業者）

予約受付電話番号 052-959-2230 受付時間 平日8:30～17:15（土日祝除く）

※平成29年度受託事業の有効期限は、平成30年3月31日までです。

◎詳しくは、最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。

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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【一般教育訓練給付金】

在職者や離職者の主体的な能力開発の取組を支援し、自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する

一般教育訓練を受講し修了した場合、一定の要件を満たす方に、支払った費用の一部が支給される

雇用保険の給付制度です。

例えば、情報処理技術者試験、簿記検定、介護職員初任者研修終了などを目指す講座など、働く人

の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。

【専門実践教育訓練】

専門的職業を目指し、在職者や離職者が自ら費用を負担して受講する教育訓練です。

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了し、一定の要件を満たす方に、支払った費用の一部が

支給される雇用保険の給付制度があります。

◎制度内容および講座の検索

公的職業訓練以外の制度

その他 （技能五輪全国大会等が愛知県開催）

その技に 誇りと感動 あいちから

愛知県では、厚生労働省及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等と共催で、

２０１９年度、２０２０年度

「技能五輪全国大会」並びに「全国アビリンピック（全国障害者技能競技大会）」

を開催します！

◇技能五輪全国大会とは、２３歳以下の青年技能者が、４０余りの職種で技能レベルの日本一を競うことにより、

国内の青年技能者の技術水準の向上、技能尊重機運の醸成を図ることを目的に毎年開催。

「アイチータ」
あいち人財強化プロジェクト イメージキャラクター

２年連続

愛知県で開催！

国際大会を

招致しています！！

【技能五輪競技職種】機械系（機械組立て、抜き型、旋盤、フライス盤 等）金属系（構造物鉄工、電気溶接、自動

車板金等）、電子技術系（メカトロニクス、電子機器組立て 等）建設・建築系（タイル張り、配管、建築大工 等）

サービス・ファッション系（フラワー装飾・美容 等）情報通信系（ＩＴネットワークシステム 等）

２０２３年の技能五輪国際大会を招致

しています！！（日本・愛知）

技能五輪国際大会は、国際的に技能を競うことによ

り、参加国の職業訓練の振興や技能水準の向上を図る

とともに、青年技能者の国際交流と親善を目的に、２

年ごとに各国で開催されています。

2023年の技能五輪国際大会を日本・愛知で開催す

ることを通して、日本の技術・技能を世界に発信する

とともに、世界発展にも貢献します。

厚生労働省ＨＰ ＞ 政策について ＞ 分野別の政策一覧

＞ 雇用・労働 ＞ 雇用 ＞ お仕事をお探しの方へ ＞

教育訓練給付制度

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya

/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

ハローワークインターネットサービス ＞ 雇用保険関係

＞ 教育訓練給付

https://www.hellowork.go.jp/insurance

/insurance_education.html
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お問い合わせ先

【訓練内容等に関するお問い合わせ先】※ハローワーク以外のお問い合わせ先は、4ページの「Q6」をご参照下さい。

①離職者向け ・公共職業訓練 ：住所地を管轄するハローワーク（上記参照）、愛知県立高等技術専門校

：中部職業能力開発促進センター（ポリテクセンター中部・名古屋港）

・求職者支援訓練：住所地を管轄するハローワーク（上記参照）、愛知労働局職業安定部訓練室

②在職者向け ・公共職業訓練 ：愛知県立高等技術専門校

：中部職業能力開発促進センター（ポリテクセンター中部）

③学卒者向け ・公共職業訓練 ：愛知県立高等技術専門校

：中部職業能力開発促進センター（ポリテクセンター中部・名古屋港）

④障害者向け ・公共職業訓練 ：住所地を管轄するハローワーク（上記参照）

：愛知障害者職業能力開発校、愛知県立高等技術専門校（名古屋・岡崎）

※在職者向け・学卒者向け訓練の受講申込みは、上記②及び③の訓練実施機関にお問い合わせください。

【公共職業訓練の全般に関するお問い合わせ先】

【愛知県】愛知県産業労働部労政局 産業人材育成課 公共訓練グループ 電話（０５２）９５４－６３６４

【 国 】中部職業能力開発促進センター 電話（０５６８）７９－０５１２

中部職業能力開発促進センター名古屋港湾労働分所 電話（０５２）３８１－２７７５

公的職業訓練の受講申込等の相談 （離職者向け・障害者向け訓練）

【公的職業訓練制度（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

〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目３番１号 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（愛知労働局ＨＰ ＞ 職業訓練 ＞ 公的職業訓練とは ＞ 職業訓練チャート）

http://aichi-roudoukyoku .jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren.html

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・講座ナビ http://www.aichi-hito.jp/search/course

愛知わかものハローワーク
　〒460-0008　名古屋市中区栄4-1-1中日ビル12階

                                 電話 052-264-0601

◎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

(愛知県全域）
ハローワーク津島
  〒496-0042　津島市寺前町2-3

　　　　　　　　　　電話 0567-26-3158

津島市、愛西市、

弥冨市、あま市、

海部郡、稲沢市平和町

ハローワーク名古屋南
　〒４56-8503　名古屋市熱田区旗屋2-22-21

                                 電話 052-681-1211

瑞穂区、熱田区、港区、

南区、緑区、豊明市

ハローワーク碧南
  〒447-0865　碧南市浅間町1-41-4

　　　　　　　　　　電話 0566-41-0327

碧南市

(愛知県全域）
ハローワーク刈谷
  〒448-8609　刈谷市若松町1-46-3

　　　　　　　　　　電話 0566-21-5001

刈谷市、安城市、

知立市、高浜市、

大府市

ハローワーク名古屋中
 〒450-0003　名古屋市中村区名駅南1-21-5

                                 電話 052-582-8171

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
  〒471-8609　豊田市常盤町3-25-7

　　　　　　　　　　電話 0565-31-1400

豊田市、みよし市

あいちマザーズハローワーク
　〒450-0003　名古屋市中村区名駅南2-14-19

　　住友生命名古屋ビル23階  電話 052-581-0821

ハローワーク名古屋東
  〒465-8609　名古屋市名東区平和が丘1-2

                                 電話 052-774-1115

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
  〒445-0071　西尾市熊味町小松島41-1

　　　　　　　　　　電話 0563-56-3622

西尾市

ハローワーク豊橋
  〒440-8507　豊橋市大国町111豊橋地方合同庁舎

                                 電話　0532-52-7191

豊橋市、田原市
ハローワーク犬山
  〒484-8609　犬山市松本町2-10

　　　　　　　　　　電話 0568-61-2185

犬山市、江南市、

岩倉市、丹羽郡

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

                                 電話 0564-52-8609

岡崎市、額田郡
ハローワーク豊川
  〒442-0888　豊川市千歳通1-34

　　　　　　　　　　電話 0533-86-3178

豊川市

ハローワーク一宮
  〒491-8509　一宮市八幡4-8-7

                                 電話 0586-45-2048

一宮市、稲沢市

（平和町を除く）

ハローワーク蒲郡
  〒443-0034　蒲郡市港町16-9

　　　　　　　　　　電話 0533-67-8609

蒲郡市

ハローワーク半田
  〒475-8502　半田市宮路町200-4半田地方合同庁舎

                                 電話 0569-21-0023

半田市、常滑市、

東海市、知多市、

知多郡

ハローワーク新城
  〒441-1384　新城市西入船24-1

　　　　　　　　　　電話 0536-22-1160

新城市、北設楽郡

ハローワーク瀬戸
  〒489-0871　瀬戸市東長根町86

                                 電話 0561-82-5123

瀬戸市、尾張旭市
ハローワーク春日井
  〒486-0807　春日井市大手町2-135

　　　　　　　　　　電話 0568-81-5135

春日井市、小牧市

※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。

〒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

地方運輸支局 管轄区域所在地 電話

中部運輸局船員労政課 愛知県全域
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