
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 就職活動中の皆様へ求職者支援制度のご案内 

～ 求職者支援訓練でスキルアップして就職を目指しませんか ～ 

 

 

静岡労働局（局長 谷 直樹）と（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構静岡支部（支部長 畑 英明）では、

新型コロナウイルス感染症の影響による経済情勢の悪化に伴い、やむを得ず離職した方の再就職を促進 

するため補正予算にて、求職者支援訓練（主に雇用保険を受給できない方が対象）のコースを追加し、令 

和3年1月～3月に開講する訓練コース設定を拡充し設定しました。（18コース・273人定員設定、対前年 

同期比6コース・97人増） 

 

また、雇用保険の失業給付も受給することができず、無収入のまま職業訓練を受講することは、生活も困 

難になると思われるため、一定の要件を満たすことにより職業訓練受講給付金（職業訓練受講手当 10 

万円/月＋通所手当＋寄宿手当）が受けられる制度もありますので併せてご活用ください。 

 

求職者支援制度の詳細につきましては、住所を管轄するハローワークもしくは労働局訓練室へお問い合 

わせください。 

 
※2か月～4か月の訓練期間になります。小さなお子様のいる方には託児サービスを設定している訓練コースもあります。 

 

 

 

地区 コース名 定員 募集締切日 訓練期間 訓練実施場所

医療・調剤事務科 15名 2月4日 3月8日～6月7日（3か月） シグマカレッジ沼津校（沼津市）

ビジネス実務実践科 20名 2月17日 3月18日～6月17日（3か月） 静岡キャリアステーション（富士市）

ビジネスパソコン事務基礎科 15名 2月19日 3月22日～7月5日（3か月） 伊東高等職業訓練校（伊東市）

即戦力につながるエクセルも学

べる事務職スキル習得科
10名 12月25日 1月25日～4月23日（3か月） 日建学院静岡校（静岡市駿河区）

ビジネス実務実践科 20名 1月6日 2月4日～4月28日（3か月） 静岡キャリアステーション（静岡市葵区）

3ヶ月でパソコンスキルが身に

つく基礎科
8名 1月21日 2月19日～5月18日（3か月） ＨＹＲＳパソコン教室石津校（焼津市）

オフィスパソコン実務科 13名 12月17日 1月15日～4月14日（3か月） アシストパソコンスクール（掛川市）

医療・調剤事務科 15名 1月21日 2月19日～5月18日（3か月） シグマカレッジ浜松校（浜松市中区）

広告・ＷＥＢデザイン科 20名 1月25日 2月24日～6月23日（4か月） サスネット本部校（浜松市東区）

東部

中部

西部

主な職業訓練コースは以下のとおりです。
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【求職者支援制度とは】 

雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために国が 

支援する制度です。 

 

【求職者支援訓練とは】 

  雇用保険を受給できない求職者などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業 

訓練を実施します。社会人としての基礎的能力及び短時間で習得できる技能等を習得する「基礎コース」

と、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「実践コース」があります。 

・訓練実施機関は、ハローワークと連携して就職支援を行います。 

・訓練期間は、1コース 2か月から 6か月までです。 

・求職者支援訓練を原則無料で受講できます。（テキスト代などは自己負担があります） 

・訓練期間中も訓練修了後も、ハローワークが積極的に就職支援を行います。 

・一定の要件を満たせば、訓練期間中「職業訓練受講給付金」を支給します。 

 

【支援の対象となる方（特定求職者）とは】 

１ ハローワークに求職の申込みをしていること 

２ 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと 

３ 労働の意思と能力があること 

４ 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 

   例えば、●雇用保険に加入できなかった●雇用保険の失業給付（基本手当）を受給中に再就職できな 

いまま支給終了した●雇用保険加入期間が足りず失業給付を受けられない●自営業を廃業した●就職 

が決まらないまま学校を卒業した などの場合が該当します。 

 

【職業訓練受講給付金制度について】 

上記の支援の対象となる方（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等を 

受講し、一定の支給要件を満たす場合に支給されます。 

 

●支給額  

・職業訓練受講手当 月額10万円  

・通所手当 職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額（上限あり）  

・寄宿手当 月額10，700円 

 

●支給要件（次の要件を全て満たすことが必要です。） 

１ 本人収入が月8万円以下 

２ 世帯全体の収入が月25万円以下 

３ 世帯全体の金融資産が 300万円以下 

４ 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 

５ 全ての訓練実施日に出席している 等  

  

 

訓練実施施設では新型コロナウイルス感染症予防対策を行い訓練を実施しています。 

  

【添付資料】 

・求職者支援制度のご案内（リーフレット） 

・スキルアップで就職率アップ（リーフレット） 

 

                             



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokus
ha_shien/index.html

厚生労働省 人材開発統括官

受講料

無料
初心者
OK!

就職を
サポート

希望する職業やキャリアアップの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、

厚生労働大臣認定の公的職業訓練です。

求職者支援訓練
とは？

求職者支援訓練

コースの詳細はHPで確認できます！

訓練の詳細についてのお問い合わせは、ハローワークまたは訓練実施機関へ！

※詳しくは裏面をご覧ください

YouTube
「円楽とシロの
ハロートレーニング」で
詳しくご紹介しています！

詳しくはWEBをご覧ください

G E T A GOOD
J O

B !!

求職者支援訓練

要件を満たす方には月額10万円の給付金が支給されます。

※裏面の要件全てを満たす方のみが対象です



✓ 早期就職のためのハロートレーニング（公的職業訓練）です。
✓ ２か月～６か月の間で、就職に役立つ技能や知識を習得することができます。
✓ きめ細かな就職支援が受けられます。
✓ 受講料はテキスト代などの実費（１、２万円程度）を除き無料です。

無料の訓練に加え、一定の支給要件を満たす場合、訓練期間中、職業訓練受講給
付金をもらうことができます。
【支給額】
・ 職業訓練受講手当：月額１０万円
・ 通所手当：訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額（上限額あり）
・ 寄宿手当：月額１０，７００円（訓練を受けるために寄宿している方）
【支給要件】（以下のすべてを満たす方が対象）
・ 本人収入が月８万円以下
・ 世帯全体の収入が月２５万以下
・ 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こと
・ 原則として、全ての訓練実施日に出席すること
・ 世帯の中に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こと
・ 過去３年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受け
たことがないこと
詳しくは、ハローワークにお問い合わせください。

給付金（月額１０万円）の詳細

給付金をもらえたので、
生活の心配をせず訓
練に集中できました。

グループで行う授業でコ
ミュニケーションの取り方
を改めて学ぶことができ、
また、人前で話すことにも
自信がつきました。

介護職が初めてで不
安もありましたが、経
験豊富な講師の授業
により理解が深まり介
護職として働く気持ち
が強くなりました。

簿記の資格を取得でき、
就職先も決まりました。面
接や履歴書作成の指導の
おかげで就職活動に意欲
的に取り組めました。

修了者の声をご紹介します

◎ これまでお仕事をされていなかった方も受講できます。
◎ ハローワークに求職登録の後で職員にご相談いただき、職業訓練などの支援が
必要と認められることが必要です。まずお近くのハローワークまで！

✘ 原則として、週２０時間以上お仕事をされている方、雇用保険の失業給付をも
らっている方は受講できません。
（雇用保険の失業給付をもらっている方は公共職業訓練をご利用ください。）

どんな人が受講できるの？



独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 静岡支部 （ポリテクセンター静岡）
求職者支援課 静岡市駿河区登呂3-1-35 TEL:054-285-7152

URL: http://www.jeed.or.jp/location/shibu/shizuoka/kyu_shien .html

独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構

静岡支部

求職者支援制度の
ご案内

静岡労働局

求職者支援訓練をご存じですか？

就職活動中の方に知っていただきたい制度があります！

「求職者支援訓練」は求職中の方を対象とした
厚生労働大臣認定の公的職業訓練です
目指す職業・職種の訓練コースを受講し

就職に必要なスキルを学びます！

安定した
就職

※訓練中からハローワークが
積極的に支援します

※一定の要件を満たす方に
月10万円の｢職業訓練受講給付金」を支給します

職業訓練 就職の支援 給付金の支給

職業訓練の
受講料は無料

です
※テキスト代
検定料等は
自己負担

キャリア
コンサルティン
グの実施など
早期就職を

サポートします

要件を満たすと
職業訓練

受講給付金が
受けられます

TEL:054-285-7152


地
区

コース名 定員
募集
締切日

訓練期間
訓練実施施設

訓練実施場所＆問合せ先

東

部

地

区

【実践コース】

｢医療・調剤事務科」
15名 2/4

3/8 ～ 6/7
（３ヶ月）

シグマカレッジ沼津校
場所：沼津市大手町2-4-1

沼津第一生命ビルディング２F
TEL：0077-78-5455(ﾌﾘｰｺｰﾙ）

【実践コース】

「ビジネス実務実践科」
20名 2/17

3/18 ～ 6/17
（3ヶ月）

株式会社静岡キャリアステーション
場所：富士市瓜島町82

富士商工会議所3階研修室
TEL：0545-53-0553

【基礎コース】

｢ビジネスパソコン事務基礎科」
15名 2/19

3/22 ～ 7/5
（３ヶ月）

伊東高等職業訓練校
場所：伊東市和田二丁目2番41号
TEL：0557-37-8916

【実践コース】

｢医療事務スタッフ養成科」
15名 2/22

3/23 ～ 5/21
（2ヶ月）

株式会社ニチイ学館沼津校
場所：沼津市大手町3-8-23

ニッセイスタービル4階
TEL：055-954-1501

中

部

地

区

【実践コース】

「ホームページデザイン科」
15名 12/8

1/12～5/11
(4ヶ月）

HYRSパソコン教室東小川校
場所：焼津市東小川4-4-21
TEL：054-626-7666

【実践コース】

「即戦力につながるエクセルも
学べる事務職スキル習得科」

10名 12/18
1/25～4/23

(3ヶ月）

日建学院 静岡校
場所：静岡市駿河区森下町4-30

メンテックビル6F
TEL：054-654-5091

【実践コース】

「ビジネス実務実践科」
20名 1/6

2/4 ～ 4/28
(３ヶ月）

株式会社静岡キャリアステーション
静岡研修センター

場所：静岡市葵区黒金町20-3富士岡第二ビル5階

TEL：054-275-1255

【基礎コース】

「3ヶ月でパソコンスキルが
身につく基礎科」

8名 1/21
2/19 ～ 5/18

(3ヶ月）

HYRSパソコン教室石津校
場所：焼津市石津中町17-11
TEL：050-3422-7262

【実践コース】

｢医療・調剤事務科」
15名 1/22

2/22 ～ 5/21
（３ヶ月）

シグマカレッジ静岡校
場所：静岡市葵区御幸町8-1

JADEビル8F
TEL：0120-071-072(ﾌﾘｰｺｰﾙ）

【実践コース】

「Ｗｅｂ＆デザイン科
（託児サービス付）」

15名 1/22
2/22～6/21

(4ヶ月）

株式会社システムプラザソフィア
場所：静岡市清水区銀座5-2
TEL：054-367-2641

【実践コース】

「学ぼう！ソフト開発

ノウハウ科」

12名 2/12
3/15 ～ 6/11

(3ヶ月）

富士テクノロジーサービス株式会社
場所：静岡市駿河区八幡５-16-3
TEL：054-204-2031

【基礎コース】

｢即戦力につながるスキルが
身につくパソコン基礎科」

15名 2/18
3/19 ～ 6/18

(3ヶ月）

HYRSパソコン教室石津校
場所：焼津市石津中町17-11
TEL：050-3422-7262

ハローワークで積極的に求職活動をしている失業者の方へ

令 和 3 年 1 月 ～ 3 月 開 講 コ ー ス の ご 案 内



地
区

コース名 定員
募集
締切日

訓練期間
訓練実施施設

訓練実施場所＆問合せ先

西

部

地

区

【実践コース】

「医療事務スタッフ養成科」
10名 12/8

1/12～3/11
(2ヶ月）

ニチイ学館浜松校
場所：浜松市中区鍛冶町319-28

遠鉄鍛冶町ビル8F
TEL：053-451-6865

【実践コース】

「オフィスパソコン実務科」
13名 12/11

1/15 ～ 4/14
(3ヶ月）

アシストパソコンスクール
場所：掛川市北門138-2

（学習センター西側）
TEL：0537-62-1835

【実践コース】

｢医療・調剤事務科」
15名 1/21

2/19 ～ 5/18
(3ヶ月）

シグマカレッジ浜松校
場所：浜松市中区板屋町111-2

浜松アクトタワー3F
TEL：0077-78-8633(ﾌﾘｰｺｰﾙ)

【実践コース】

「広告・ＷＥＢデザイン科」
20名 1/25

2/24 ～ 6/23
(4ヶ月）

サスネット本部校
場所：浜松市東区宮竹町728

浜松スポーツセンター7F
TEL：053-424-8811

【実践コース】

「オフィス・ＣＡＤ科」
20名 2/8

3/10 ～ 6/9
(3ヶ月）

サスネット本部校
場所：浜松市東区宮竹町728

浜松スポーツセンター7F
TEL：053-424-8811

【実践コース】

｢愛される営業術を目指す
ビジネスコミュニケーション科

（託児サービス付）｣

20名 3/1
3/29 ～ 6/28

(3ヶ月）

ジョブアシストカレッジ
場所：浜松市中区北寺島町211-8
TEL：053-489-9191

受 講 料 無 料
※訓練コースによりテキスト代、託児サービス時の食事代等の自己負担があります

（詳細はハローワーク、訓練実施施設にご確認ください）

■ 申込方法
住所地を管轄するハローワークで求職申込を行い、応募要件や制度の
説明などの職業相談を行ったうえで、受講申込書の交付を受けて手続
をしてください。
※応募者が定員の半数に満たない場合は開講しない場合があります。

ハローワーク・訓練実施施設へ
ご相談ください

訓練実施施設では新型コロナウィルス感染症
予防対策を行い訓練を実施しています



基礎コース
社会人スキル１ヶ月

※面接指導やビジネスマナー
社会保険の知識等

職業スキル
１ヶ月～３ヶ月

※職場見学等を含む

訓練には、基礎コースと実践コースがあります！

連
続
受
講
可
能

実践コース
職業スキル
２ヶ月～６ヶ月

※職場見学等を含む

●求職者支援制度の支援対象者は
下記の全ての要件を満たす方です

●支援対象者(＝特定求職者）
１．ハローワークに求職の申し込みをしていること
２．原則、雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者

ではないこと
３．労働の意欲と能力があること
４．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

※在職中（週所定労働時間が週２０時間以上）の方
短時間就労や短期就労のみを希望される方などは
原則として特定求職者には該当しません
詳しくはハローワークへお問合せください

●支給額：職業訓練受講手当（月１０万円）
＋通所手当＋寄宿手当（条件あり）

●支給要件
１．本人収入が月８万円以下
２．世帯全体の収入が月２５万円以下
３．世帯全体の金融資産が３００万円以下
４．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
５．すべての訓練実施日に出席している
６．同世帯の中に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
７．過去３年間以内に偽りその他不正行為により

特定の給付金の支給を受けたことがない

※詳しくはハローワークへお問い合わせください

● 職業訓練受講給付金の対象者は
ハローワークの支援指示を受けた
下記の全ての要件を満たす方です

年齢も様々の中で
刺激を受けたり
教えあったりして
一緒に訓練を
できたことが

本当に良かった。

★受講生からたくさんの感動の声をいただいています

同じ訓練生と
良い関係を築
けて一生残る
ものを得るこ
とができた。

求職者支援訓練の
ことを知らなかっ
たので受講できて
本当に感謝してい
ます。多くの人に
知ってもらいたい

訓練です。

初心者でも
パソコンができ
るようになり
自分に自信が持
てるようになり

ました。


