
 

 

 

 

 

 

 

報道関係者各位    

今こそスキルアップのチャンスです！ 
－ハロートレーニングがより受講しやすくなりました－ 

 

就職可能性を高めるとともに安定的な雇用を実現するためには、職業訓練によるスキル

アップが有効ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業を余儀なくされてい

る方や、シフトが減少しているシフト制で働く方などのうち、転職を希望されている方か

ら、訓練期間や訓練時間との関係で受講しにくいという声もありました。 

このため、兵庫労働局（局長 荒木 祥一）は、仕事と職業訓練を両立しやすくなるよう

兵庫県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部と連携し、短期間・短時間の

訓練など、多様な訓練ニーズに配慮したコース設定を実施して、本年 2月より県内全ハロ

ーワークに設置している「コロナ対応ステップアップ相談窓口」で、積極的に職業訓練の

受講をお勧めする等により、再就職支援を強化しています。 

 

【取組内容】 

職業訓練の強化 

◆求職者支援訓練・公共職業訓練の訓練期間や訓練内容の多様化・柔軟化 

◆デジタル分野（情報系）コースの充実 

 

求職者支援制度への特例措置の導入（令和3年9月 30日までに訓練が開始されたコース） 

◆職業訓練受講給付金の本人収入要件の特例措置（月 8万円以下→月 12万円以下） 

◆職業訓練受講給付金の出席要件の緩和（やむを得ない欠席理由に「就業するため」を

追加） 

 

 ハローワークでの支援 

 ◆コロナ対応ステップアップ相談窓口の設置 

 ◆職業訓練の積極的な受講勧奨 

 ◆訓練修了者に対する再就職支援の強化 

 

※「ハロートレーニング」とは、「公的職業訓練」の総称です。 

※ 雇用保険被保険者は対象となりません。雇用保険被保険者の方には教育訓練給付制度があります。 

【照会先】 

兵庫労働局職業安定部訓練室 

   室  長  藤永 勇人 

   訓練係長  冨島 昌幸 

電話 078-367-0801 

兵庫労働局 Press Release 
 

令和３年７月 29日 

厚生労働省 

兵庫労働局 発表 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のような方が対象です 

○お仕事を探している方 

○シフト制で働く方や休業中の方などで、転職を希望する方 

○雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない方 

職業訓練受講給付金の支給 

○一定の要件を満たせば、月１０万円の職業訓練受講給付金を支給 

○収入要件が８万円以下から１２万円以下に緩和（令和３年９月３０日までに訓練を開始した方） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練内容、訓練時間、訓練期間も様々なコースをご用意しています 

まずは、右のＱＲコードからアクセス、またはハローワークへ 

就職・転職のための 

スキルアップを目指す方へ 

ハロートレーニングがあります！ 

受講料 

無料 

初心者 

ＯＫ！ 実現 

希望の 

厚生労働省・兵庫労働局・ハローワーク 

（ 離職者訓練・求職者支援訓練 ） 

就職を 

アンケートで受講された９５．９％の方が「必要な技能・技術が身についた」と回答されています。 
受講者の声 

 □先生方が親切で丁寧に教えて下さりとても勉強になった。 

 
□資格試験にも合格すること出来た。 

 

□クラスのメンバーと共に励まし合いながら学ぶことが出来た。 

 

 
（厚生労働省 HP） 
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求職者支援制度のご案内
～働きながらステップアップ～

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

シフト制で働く方や休業中の方などの転職を支援します！

ステップアップに向けた職業訓練を働きながら受講できます

訓練期間中、職業訓練受講給付金（月10万円）を支給します

職業訓練
職業訓練受講給付金

（月10万円）

ステップアップ
につながる仕事

に転職

働きながら

■ 制度を利用できる方は？

収入などが一定額以下の方

● 収入が月12万円以下（固定収入が８万円以下の場合に限ります）（※）

● 世帯全体の収入が月25万円以下
● 世帯全体の金融資産が300万円以下
● 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
● 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
● 過去3年間以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給をうけ

たことがない

ハローワークに求職の申込みしている方など（＝特定求職者）

● ハローワークに求職の申込みをしていること
● 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
● 労働の意思と能力があること
● 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

全ての訓練に出席できる方

● 全ての訓練に出席する必要があります
● 仕事や病気などのやむを得ない理由による欠席は認められますが、やむを得な

い理由による欠席がある場合でも、８割以上出席する必要があります（※）

※ 月12万円以下の収入要件と仕事で訓練を欠席する場合の出席要件は、令和3年9月30日までの特例措置です



■ 固定収入とは？

固定収入は1か月の固定的な収入です

労働者の方

1か月の定額の給与（基本給、固定残業代など）

● シフト制などで定額の給与がない方は、固定収入がないも
のとみなします

● 毎月変動する給与（勤務時間に応じて支払われる残業代な
ど）や実費弁償的な給与（通勤手当など）は固定収入ではあ
りません

● 雇用契約期間が1か月未満の方は、固定収入がないものと
みなします

自営業、フリー
ランス、副業･兼
業を行う方

1か月以上の契約に基づく収入（業務委託契約、不動産賃貸契
約など）から1か月の経費を差し引いた額

● １か月以上の契約に基づく収入がない方は、固定収入がな
いものとみなします

● 複数月にわたる契約に基づく収入の場合は、収入額を契約
期間で除して１月あたりの収入を算出してください

［例］1年間で60万円の業務委託契約の場合

年間収入60万円÷1年（12月）＝1月あたり収入5万円

■ 訓練受講までのながれ

ステップ１ ハローワークに求職申込み・制度説明

ステップ２ 訓練コース選択・訓練の申込み

ステップ３ 訓練実施機関による選考・ハローワークによる受講あっせん

ステップ４ 訓練受講開始

〇 職業訓練受講給付金は、訓練開始後、１か月ごとに支給します

〇 訓練受講中から訓練終了後３か月間は、原則として月に1回、ハローワークに来
所し、職業相談を受けていただきます

〇 ハローワークは、訓練期間、訓練終了後も積極的に就職支援を行います

ハローワークへのご相談はお早めに！

訓練コースの選定や職業訓練受講給付金の手続には一定の期間を要します

要件の詳細などは、住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください
全てのハローワークに、休業中の方や働きながら訓練の受講を検討している方などの

相談を行う「コロナ対応ステップアップ相談窓口」を設置しています

！



h兵庫労働局 職業訓練 検索

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



求職者支援訓練は、主に雇用保険を受給できない方、受給を終了された方を対象とした職業訓練です。

★基礎コース
社会人としての基礎的能力及び短期間で修得できる技術等を習得する訓練です。

訓練科名
テレワークにも対応できるビジネス必須のパソ
コン基礎科

＊基礎コースでは、訓練開始1ヶ月目は、主にビジネステクニック・ビジネスヒューマン・就職活動計画・職業生活設計の
４つのカリキュラムで構成される「職業能力開発講習」を行います。

★実践コース
就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を習得する訓練です。

訓練科名
＜介護・医療・福祉分野＞

介護職員初任者研修科

＜医療事務分野＞
基礎から学べる調剤薬局事務科（短期
間・短時間）＊
<その他の分野＞
エステ・アロマセラピー・トータルビューティー科
（短時間）＊
＊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が、働きながら受講しやすいよう
　短期間や短時間で設定された訓練です。（離職者含む）

募集期間 選考日 選考結果通知日
7/14(水)～8/5(木) 8/24(火) 8/27(金)

＊受講料無料
（教材費等実費は自己負担です。）

訓練期間 定員 訓練実施施設名

訓練期間 定員 訓練実施施設名

9/16(木)～10/7(木) 10名 株式会社ニチイ学館　姫路校　姫路
教室

9/16(木)～12/15(水) 15名 キャリアスクールあすか

9/16(木)～11/15(月) 15名 アイビーメディカル　長田校

9/16(木)～1/14(金) 20名 LKJアカデミー　阪神尼崎校



公共職業訓練は、主に雇用保険を受給している方を対象とした職業訓練です。

兵庫職業能力開発促進センターが実施する訓練です。

訓練科名

※導入講習付きコースの入所状況により定員に変動があります。

訓練科名

※導入講習付きコースの入所状況により定員に変動があります。

☆概ね５５歳未満の方を対象にポリテクセンター内で実施する訓練（施設内訓練）と企業での実務を体験する訓練（企業実習または職
場体験）を組み合わせた訓練コースです。

24名

☆＊機械CAD技術科（導入講習付きコース） 9/2(木)～3/31(木)

受講料は無料、
テキスト代等実費は自己負担です。

☆概ね５５歳未満の方を対象にポリテクセンター内で実施する訓練（施設内訓練）と企業での実務を体験する訓練（企業実習または職
場体験）を組み合わせた訓練コースです。
＊導入講習付きコース⇒ビジネスマナー、コミュニケーションスキル、パソコンスキル等一般的に企業が求める能力を習得するための訓練を１か月間設定したコース
です。

訓練期間 定員
☆機械CAD技術科 10/5(火)～3/31(木) 18名※

テクニカルメタルワーク科 10/5(火)～3/31(木) 16名※

生産管理ITサポート科

住宅リフォーム技術科

10/5(火)～3/31(木) 22名※

10/5(火)～3/31(木) 18名

訓練期間
16名※

8/16(月)

ビル設備サービス科 9/2(木)～2/28(月)

9/2(木)～2/25(金)

選考日 選考結果通知日
7/1(木)～7/30(金) 8/5(木)

募集期間

★ポリテクセンター兵庫訓練コース

＊生産管理ITサポート科（導入講習付きコース） 9/2(木)～3/31(木) 5名

＊パワーエレクトロニクス科（導入講習付きコース） 10/5(火)～4/28(木) 5名

＊導入講習付きコース⇒ビジネスマナー、コミュニケーションスキル、パソコンスキル等一般的に企業が求める能力を習得するための訓練を１か月間設定したコース
です。

5名

＊テクニカルメタルワーク科（導入講習付きコース） 9/2(木)～3/31(木) 3名

受講料は無料、
テキスト代等実費は自己負担です。

定員
☆建築施工・CAD科

選考結果通知日
8/2(月)～8/31(火) 9/10(金) 9/17(金)

募集期間 選考日



公共職業訓練は、主に雇用保険を受給している方を対象とした職業訓練です。

加古川職業能力開発促進センターが実施する訓練です。

※導入講習付きコースの入所状況により定員に変動があります。

※導入講習付きコースの入所状況により定員に変動があります。

10/5(火)～3/29(火) 18名※電気設備技術科

受講料は無料、
テキスト代等実費は自己負担です。

＊電気設備技術科

16名※

募集期間

募集期間 選考日 選考結果通知日

8/4(水）～9/8(水） 9/14(火) 9/24(金)

★ポリテクセンター加古川訓練コース

選考日

CAD／機械加工科 9/2(木)～2/28(月)

＊導入講習付きコース⇒社会人基礎力や就活力の向上を目指して、企業で求められるビジネスマナー、ヒューマンスキル、コミュニケーション、パソコンの基礎操作、
情報セキュリティ、仕事や働き方の基礎知識等を習得するための訓練を１か月間設定したコースです。

9/2(木)～3/29(火)

7/9(金）～8/3(火） 8/17(火) 8/20(金)

訓練科名 訓練期間 定員

選考結果通知日

5名

＊導入講習付きコース⇒社会人基礎力や就活力の向上を目指して、企業で求められるビジネスマナー、ヒューマンスキル、コミュニケーション、パソコンの基礎操作、
情報セキュリティ、仕事や働き方の基礎知識等を習得するための訓練を１か月間設定したコースです。

受講料は無料、
テキスト代等実費は自己負担です。

訓練科名 訓練期間 定員
ビル管理技術科 10/5(火)～3/29(火) 18名

＊金属加工科 10/5(火)～4/28(木) 5名



★兵庫県内委託訓練コース

就労に必要な知識・技能を習得する為、企業や
教育訓練実施施設に委託して行う訓練です。
受講料は無料、テキスト代等は自己負担です。

＜兵庫県立神戸高等技術専門学院＞

募集期間 選考日 定員

7/2(金)～8/3(火) 8/17(火) 20名

7/5(月)～8/4(水) 8/18(水) 20名

7/5(月)～8/4(水) 8/18(水) 10名

7/7(水)～8/6(金) 8/20(金) 20名

7/12(月)～8/11(水) 8/25(水) 20名

7/12(月)～8/11(水) 8/24(火) 20名

7/2(金)～8/3(火) 8/17(火) 20名

7/14(水)～8/13(金) 8/27(金) 14名

7/14(水)～8/13(金) 8/27(金) 15名

7/16(金)～8/17(火) 8/31(火) 17名

7/20(火)～8/19(木) 9/2(木) 15名

7/20(火)～8/19(木) 9/2(木) 20名

7/19(月)～8/18(水) 9/1(水) 16名

7/21(水)～8/20(金) 9/3(金) 15名

7/26(月)～8/25(水) 9/8(水) 15名

＜兵庫県立ものづくり大学校＞

募集期間 選考日 定員
6/24(木)～8/4(水) 8/18(水) 15名

7/1(木)～8/12(木) 8/26(木) 14名

7/6(火)～8/16(月) 8/30(月) 14名

＜兵庫県立但馬技術大学校＞

募集期間 選考日 定員
7/27(火)～8/27(金) 9/2(木) 10名

7/27(火)～8/27(金) 9/3(金) 14名医療・調剤事務コース 9/15(水)～12/14(火) ニチイ学館
姫路校　豊岡教室

訓練科名 訓練期間 校名
建設技能者（左官）育成コース 9/14(火)～11/12(金) エヌピーオー法人但馬の匠を

育てる会

訓練期間 校名
社会保険・経理事務コース 9/1(水)～11/30(火) 平野屋建材店

姫路宅建ゼミ
パソコンも学べる介護職員養成コー
ス（中高年向け）

9/10(金)～1/7(金) 日建学院
姫路校

介護職員初任者研修コースⅡ 9/14(火)～11/30(火) ニチイ学館
姫路校　加古川教室

介護職員初任者研修コース
（４）

9/16(木)～12/15(水)

9/22(水)～3/18(金) 公益財団法人　介護労働
安定センター　兵庫支所

株式会社ニチイ学館
三宮教室

シニアケア研修所

福祉のキャリアカレッジ
神戸三宮校

Java＋Pythonプログラミング実践
コース

神戸YWCA学院

9/16(木)～12/15(水)

アイ日本総合ビジネス学院
三宮校

経理・事務コース 9/8(水)～12/7(火) 資格の学校TAC
神戸校

職業訓練のアップ
神戸長田校

9/10(金)～12/9(木)

9/15(水)～12/14(火)

9/16(木)～3/15(火)

医療・調剤事務コース（２）
（デュアルシステム） 株式会社東山学館

医療事務・調剤事務・医事コン
ピュータコース（２）
介護職員初任者研修及びガイドヘ
ルパーコース（２）

9/10(金)～12/9(木)

初任者・同行・介護事務コース（２）

貿易事務コース LEC東京リーガルマインド
神戸本校

介護職員実務者研修コース

訓練科名

かがやきヘルパースクール
伊丹校

9/8(水)～1/7(金)

校名

Webクリエータコース（２） 9/1(水)～2/28(月) 創造社リカレントスクール
三宮校

ビジネスパソコン＆ホームページ基礎
コース

9/1(水)～11/29(月) オープンカレッジ
尼崎校

OAビジネス・データ活用コース
（２）

9/1(水)～11/30(火) KCCキャリアサポート

OA事務実務コース（２） 北はりま職業訓練センター

プログラミング基礎・HP・パソコン簿
記３級コース

9/3(金)～12/2(木)

定住外国人向け日本語・就業力ス
キルアップコース

9/17(金)～12/13(月)

9/8(水)～3/7(月)

訓練期間

訓練科名



★兵庫県内施設内訓練コース

＜兵庫県立神戸高等技術専門学院＞

受験料・入学金・授業料は無料です。
テキスト代等諸経費は自己負担です。

定員
20名

＜兵庫県立ものづくり大学校＞

受験料・入学金・授業料は無料です。
テキスト代等諸経費は自己負担です。

定員
20名

募集期間 選考日 選考結果通知日
8/2(月)～8/31(火) 9/7(火) 9/10(金)

コース名 訓練期間 対象者

コース名 訓練期間 対象者
CADコース 10/8(金)～3/11(金) 求職者

福祉調理コース 10/6(水)～3/8(火) 18歳以上の求職者（新規学卒者を除く）

募集期間 選考日 選考結果通知日
8/4(水)～9/8(水) 9/15(水) 9/17(金)



＊生産管理ITサポート科（導入講習付きコース）

ハロートレーニングとは、「公的職業訓練」の愛称です。
希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識などを習得することができる公的制度です。
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」
ハロートレーニングを上手に活用して就職やスキルアップにつなげよう！

ご相談、お申込みは、お住まいのお近くのハローワークへ



神戸市中央区相生町１－３－１

◆JR　三田駅
◆神戸電鉄　三田駅
◆JR　摩耶駅

神戸市灘区大内通５－２－２ ◆阪急　王子公園駅
◆阪神　西灘駅

マザーズハローワーク三宮
神戸市中央区小野柄通7-1-1 ◆ＪＲ 三ノ宮駅

三宮わかものハローワーク

尼崎市西大物町１２－４１ ◆阪神　尼崎駅
アマゴッタ２階

西宮市青木町２－１１ ◆JR　西宮駅
◆阪急　西宮北口駅

姫路市北条字中道２５０ ◆JR　姫路駅
◆山陽　姫路駅

加古川市野口町良野１７４２ ◆JR　加古川駅

伊丹市昆陽１－１－６ ◆JR　伊丹駅
伊丹労働総合庁舎 ◆阪急　伊丹駅

明石市大明石町２－３－３７ ◆JR　明石駅
◆山陽　明石駅

豊岡市寿町８－４ ◆JR　豊岡駅
豊岡地方合同庁舎

美方郡香美町香住区香住 ◆JR　香住駅
８４４－１

養父市八鹿町八鹿１１２１－１ ◆JR　八鹿駅

朝来市和田山町東谷１０５－２ ◆JR　和田山駅

西脇市西脇８８５－３０ ◆JR　西脇市駅
西脇地方合同庁舎

洲本市塩屋２丁目４－５ ◆バス停塩屋

丹波市柏原町柏原１５６９ ◆JR　柏原駅

丹波篠山市郡家４０３－１１ ◆JR　篠山口駅

神戸市西区糀台５－３－８ ◆神戸市営地下鉄 
　 西神中央駅

たつの市龍野町富永 ◆JR　本竜野駅
１００５－４８

相生市旭１－３－１８ ◆JR　相生駅
相生地方合同庁舎
〒678-0232
赤穂市中広字北９０７－８ ◆JR　播州赤穂駅

神戸
〒650-0025

◆JR　神戸駅 078-362-8609

ご相談・お問い合わせはハローワークまで

ハローワーク名 所在地 最寄駅 電話番号

三田（出張所）
〒669-1531
三田市天神１－５－２５ 079-563-8609

灘
〒657-0833

078-861-8609

〒651-0088 078-231-8603

078-231-8606

尼崎
〒660-0827

06-7664-8609

西宮
〒662-0862

0798-75-6711

姫路
〒670-0947

079-222-8609

加古川
〒675-0017

079-421-8609

伊丹
〒664-0881

072-772-8609

明石
〒673-0891

078-912-2277

豊岡
〒668-0024

0796-23-3101

香住（出張所）
〒669-6544

0796-36-0136

八鹿（出張所）
〒667-0021

079-662-2217

和田山（分室）
〒669-5202

079-672-2116

西脇
〒677-0015

0795-22-3181

洲本
〒656-0021

0799-22-0620

柏原
〒669-3309

0795-72-1070

篠山（出張所）
〒669-2341

079-552-0092

西神
〒651-2273

078-991-1100

赤穂（出張所） 0791-42-2376

龍野
〒679-4167

0791-62-0981

相生（出張所）
〒678-0031

0791-22-0920



専門実践教育訓練給付 特定一般教育訓練給付 一般教育訓練給付

給付
内容

○ 受講費用の50％（上限年間40万円）を６か月ご
とに支給。

○ 訓練修了後１年以内に、資格取得等し、就職等
した場合には、受講費用の20％（上限年間16万
円）を追加支給。

○ 受講費用の40％（上限20万円）を受講修了後
に支給。

○ 受講費用の20％（上限10万円）を受講修了後に
支給。

対象講
座指定
要件

次の①～⑦の類型のいずれかに該当し、かつ、類型
ごとの講座レベル要件及び講座期間・時間要件を満
たすこと(※詳細は訓練施設向けパンフレットに記載)。

① 業務独占資格又は名称独占資格に係るいわゆる養成
施設の課程（看護師・準看護師、社会福祉士の養成課程等）

② 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進
プログラム（商業実務、経理・簿記等）

③ 専門職大学院（MBA等）

④ 職業実践力育成プログラム（子育て女性のリカレント課程等）

⑤ 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目
標とする課程（ITSSレベル３以上）（情報処理安全確保支

援士等）

⑥ 第四次産業革命スキル習得講座（AI、IoT等）

⑦ 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程

次の①～③の類型のいずれかに該当し、かつ、類型
ごとの講座レベル要件及び講座期間・時間要件を満
たすこと(※詳細は訓練施設向けパンフレットに記載)。

① 業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格に係
るいわゆる養成施設の課程又はこれらの資格の取得
を訓練目標とする課程等（介護職員初任者研修、生活援助従事

者研修、特定行為研修等を含む）

② 情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル２以
上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課
程（120時間未満のITSSレベル3を含む）

③ 短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践
力育成プログラム

次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、講座期
間・時間要件を満たすもの(※詳細は訓練施設向けパンフ

レットに記載)。

① 公的職業資格又は修士若しくは博士の学位等の取得
を訓練目標とするもの

② ①に準じ、訓練目標が明確であり、訓練効果の客観
的な測定が可能なもの（民間職業資格の取得を訓練
目標とするもの等）

教 育 訓 練 給 付 の 概 要

「教育訓練施設向けパンフレット」（専門実践教育訓練）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou
_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/0
3_00004.html

「教育訓練施設向けパンフレット」（特定一般教育訓練)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyo
u_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku
/03_00003.html

「教育訓練施設向けパンフレット」（一般教育訓練）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy
ou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyoui
ku/03.html

現時点において厚生労働大臣の指定を受けている教育訓練講座は、「教育訓練講座検索システム」からご覧いただけます。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

※ 講座時間・期間要件（原則）
・ 通学制：期間が１ヶ月以上１年以内であり、
かつ時間が50 時間以上

・ 通信制：３ヶ月以上１年以内

※ 講座時間・期間要件（原則）
・ 通学制：期間が１ヶ月以上１年以内であり、

かつ時間が50 時間以上

・ 通信制：３ヶ月以上１年以内

・原則として、講座資格コード表に掲載されている資格・試験等を目標とする訓練が対象となります。
（講座資格コード表については、下の欄に記載の「教育訓練施設向けパンフレット」掲載ページからそれぞれご確認いただけます。）

コード表に掲載がない資格・試験等を目標とす
る場合、以下の要件を満たす評価制度により訓
練効果が測定されている必要があります。
・特定の団体所属者等に限らず社会一般を対象
としている
・既に能力評価の試験等の実施実績がある
・国内の受験者規模について、原則1000人以
上（年度）の実績がある。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/03_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/03_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/03.html
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

