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令和４年度における和歌山県地域職業訓練実施計 画 

ハロートレーニング―急がば学べ―  

 

令和４年４月１日 

 

１ 総説 

(1) 計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、

労働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の

内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、

労働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。 

このため、雇用失業情勢に応じて、国が職業能力開発促進法（以下「能開法」

という。）第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設におい

て実施する職業訓練（能開法第 15 条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓

練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」という。）及び

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（以下「求職者

支援法」という。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた職

業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者

の十分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計画

期間」という。）中における公的職業訓練(公共職業訓練及び求職者支援訓練)

（以下「ハロートレーニング」という。）の対象者数等を明確にし、計画的な

ハロートレーニングの実施を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図

るものである。 

また、本計画を実施するにあたり、和歌山労働局、和歌山県、独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構和歌山支部等の関係機関は、円滑な連携によ

り、効率的かつ効果的なハロートレーニングの実施を図るものとする。 

 

(2) 計画期間 

計画期間は、令和４年４月１日から令和５年３月 31日までとする。 

 

(3) 計画の改定 

この計画は、職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改訂を行うものとする。 

 

２ 労働市場の動向と課題等  

(1) 労働市場の動向と課題  
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労働市場の状況をみると、和歌山県における最近の雇用情勢は、令和２年からの新型

コロナウイルス感染拡大の影響により有効求人倍率も 1.00 倍前後の水準がしばらく続

いていたが、昨年秋以降はようやく改善傾向を示していた。しかし、新たな感染の波や、

長引く感染症対策の影響で、経済、雇用情勢は一層不透明になってきている。今後も、新

型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響により一層注意する必要がある。 

中長期的にみると、少子高齢化・人口減少社会が進展する中、和歌山県の持続的な経済

成長のためには、地域社会の変化に対応した産業構造の転換にも取り組みながら、多様

な人材が活躍できるような環境整備を進め、一人ひとりの労働生産性を高めていくこと

が必要不可欠であり、そのためには、職業能力開発への投資を推進していくことが重要

である。 

また、企業が付加価値の高い分野、医療・情報通信分野等の今後成長が見込まれる分野

への展開を図るために必要となる人材や、社会全体のデジタルトランスフォーメーショ

ン（ＤＸ）の加速化など急速かつ広範な経済・社会環境の変化が生じ、また、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により多くの産業で非正規雇用労働者に大きな影響が出ている中

で、地域のニーズに合った人材の育成を推進するためには、公的職業訓練のあり方を不

断に見直し離職者の就職の実現に資する公的職業訓練や、産業界や地域の人材ニーズに

合致した多様な職業能力開発の機会を確保・提供することが重要である。 

若年者については、フリーターやニートである若年者もいまだ多い状況となっている

こと等から今後の社会を支えていく若年者が職業能力を高めることができるよう、良好

な雇用機会の創出やその育成のための施策を重点的に実施する必要がある。 

また、いわゆる就職氷河期世代は、現在、30 代半ばから 50代前半に至っているが、雇

用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、様々な課題に直面している者がお

り、就職氷河期世代が抱える固有の課題（希望する就業とのギャップ、実社会での経験不

足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応じた支援が求められている。 

女性については、出産・子育ての時期にある年齢層の就業率が低い状況にあり、女性の

活躍を促進するため、出産等でキャリアを中断した女性の再就職を支援することが重要

である。 

高齢者については、人生100年時代を迎え、より長いスパンで個々の人の人生の再設計

が可能となる社会を実現するため、何歳になっても学び直し、職場復帰、転職が可能とな

るリカレント教育を拡充していくことが求められており、70歳までの就業機会の確保に

向けて、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）の改正により、

高年齢者就業確保措置に係る努力義務が規定されたこと等を踏まえれば、生涯現役社会

の実現に向けて、高齢者の継続雇用や再就職に向けた職業能力開発施策を一層充実させ

ていくことが重要である。 

また、和歌山県の基幹的な産業であるものづくり現場を支える熟練した技能及びこれ

に関する知識が若年者に円滑に継承されるよう、当該現場の戦力となる人材育成を図る
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とともに、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の加速化等を踏まえたＩＴ分野の

訓練の充実など、産業界や地域の人材ニーズに合わせて労働者の能力向上を図っていく

ことが重要である。このため、公共職業能力開発施設においては、職業訓練指導員を派遣

する等、事業主等による職業能力開発を支援するとともに、新規学卒者訓練により若年

技能者を育成し、中小企業事業主等の人材ニーズに対応した公的職業訓練を一層推進す

る必要がある。 

さらに、和歌山県の産業構造や資源には地域特性があることから、地域のニーズを踏

まえた公的職業訓練を実施することが必要である。 

障害者や母子家庭の母、父子家庭の父、また、生活保護受給者や生活困窮者について

は、就労による自立を支援することが重要であることから、地方公共団体等福祉施設と

の連携により、職業能力開発を含めた就労支援を推進する必要がある。 

 

(2) 和歌山県における令和３年度のハロートレーニングをめぐる状況 

令和３年４月～令和３年 12月の新規求職者数のうち、求職者支援法第２条に規定する

特定求職者に該当する可能性のある者の数は、11,822 人（前年同時期より 444 人増）で

あった。 

※（特定求職者数＝新規求職者数 27,544 人－雇用保険受給者数 8,931 人－在職者数

6,791人） 

そうした中、令和２年度及び令和３年度のハロートレーニングの実施状況は次のと

おりである。 

  ハロートレーニングは、 

  ・ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練) 

・ハロートレーニング(在職者訓練) 

・ハロートレーニング(学卒者訓練) 

・ハロートレーニング(障害者訓練) 

    に分類される。 

ハロートレーニング 

実施状況 

令和２年度 令和３年度(12月末現在) 

定員 入校者数 就職率 定員 入校者数 就職率 

1 公共職業訓練 1,857 1,176 72.8 1,663 1,108 64.0 

① 離職者訓練 953 728 71.3 822 676 64.0 

うち施設内 296 267 80.9 247 211 84.8 

和歌山職業能力開発

促進センター 
296 267 80.9 247 211 84.8 

和歌山県 ― ― ― ― ― ― 

うち委託 657 461 66.7 575 465 55.6 
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 ※入校者数・・当該年度(集計時点まで)に開始された訓練に係る入校者。 

 ※就職率・・・当該年度に終了した(集計時点で確認した)訓練に係る終了後３か月以内

の就職者(%)。求職者支援訓練については、雇用保険適用就職率(令和３

年度については、4月～6月終了分) 

 ※和歌山県学卒者訓練については 2年課程の 2年生を含む人数 

 

なお、「ハロートレーニング～急がば学べ～」とは、平成 28 年 11 月に決定された公

的職業訓練(公共職業訓練及び求職者支援訓練)の愛称・キャッチフレーズで、平成 29

年 10月には、ロゴマーク(愛称「ハロトレくん」)が決定された。 

 

３ 令和４年度におけるハロートレーニングの対象者数等について 

離職者を対象とする職業訓練については、人材不足が深刻な分野、成長が見込まれる

分野等における人材育成に重点を置きつつ実施する。 

特に、新型コロナウイルス感染症の影響により人材確保がより困難となっている介護

等の分野・職種や、デジタル分野等の成長分野に重点を置くとともに、地域における産業

の動向及び求人ニーズを踏まえたものとする。 

和歌山職業能力開発

促進センター 
― ― ― ― ― ― 

和歌山県 657 461 66.7 575 465 55.6 

②  在職者訓練 602 313 ― 549 290 ― 

和歌山職業能力開発

促進センター 
377 204 ― 357 176 ― 

和歌山県(産業技術

専門学院) 
225 109 ― 192 114 ― 

③ 学卒者訓練 220 105 98.2 220 115 ― 

和歌山県(産業技術

専門学院) ※ 
220 105 98.2 220 115 ― 

④ 障害者訓練 82 30 56.7 72 27 55.5 

和歌山県(産業技術

専門学院) 
20 2 100.0 20 5 ― 

和歌山県(委託訓練) 62 28 53.6 52 22 55.5 

２ 求職者支援訓練 537 320 50.4 385 209 63.3 

基礎コース 242 135 45.0 138 74 50.0 

実践コース 295 185 54.6 247 135 80.7 
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また、職業訓練が計画的かつ効果的に実施できるよう、引き続き、和歌山地域の関係者

が連携・協力関係を強化するための連絡・協議の場を設けるとともに、産業界・教育訓練

機関団体等の協力も得ながら、職業能力評価制度、民間教育機関における職業訓練サー

ビスガイドライン等の更なる整備及び普及も進めていくこととする。 

さらに、令和２年５月からは公共職業訓練の全ての課程について、令和３年２月から

は求職者支援訓練について、同時双方向型によるオンラインによる訓練の実施及び、令

和３年 10月からは求職者支援訓練についても eラーニングコースの実施が可能となって

おり、いずれも実施状況や訓練効果等を踏まえながら引き続き推進していくこととする。 

加えて、育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が、生活との調和を保ちつつ職業

訓練を受講できるよう、その実施期間や時間等について配慮し、短期間・短時間の訓練コ

ース、土日・夜間の訓練コース、オンライン訓練、eラーニングコースなどの実施を推進

していくこととする。特に、出産・育児を理由とする離職者については、育児と職業訓練

の両立を支援するため、託児サービス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

 (1) ハロートレーニング・離職者訓練の対象者数等 

① 和歌山職業能力開発促進センターが実施する施設内訓練 

イ 対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する施設内訓練の対象者数は、338人とする。 

対象者数のうち、選択的企業実習付の職業訓練、20 人は社会人基礎講習を実施する

ものとする。 

社会人基礎講習は、１か月講習で、将来の働き方の目標や訓練志望動機を再確認しな

がら、訓練受講に必要な基礎的能力を習得し、受講後に専門コースを受講するものであ

る。 

就職率は、85％以上を目指す。 

 

ロ 施設内訓練の内容 

和歌山職業能力開発促進センターにおいて、地域の事業主団体や事業主等業界のニ

ーズを基に、主にものづくり分野であって、民間教育訓練施設では実施が難しいコース

を次のとおり設定する。（訓練期間：6～7か月） 
（単位：人） 

訓練コース 定員合計 

６か月  標準コース 318 

 ＣＡＤ・ＮＣ技術科（テクニカルオペレーション科） 60  

ＣＡＤ・生産サポート技術科 30 

溶接加工科（テクニカルメタルワーク科） 48   

ビル管理技術科 60   
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住環境計画科 60   

電気設備技術科         45 

電気設備技術科（企業実習付きコース） 15 

１か月  社会人基礎講習 
20  受講生は社会人基礎講習修了後、CAD・生産サポート技術科、住環境計画科及び電気

設備技術科、を受講 

       合    計 338 

 

② 和歌山県が実施する委託訓練 

イ 対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する委託訓練の対象者数は、730人とする。 

就職率は、85％を目指す。 

なお、IT分野の人材育成のため,プログラミング技術を習得し、アプリケーション開

発プログラマーなどへの就職を目指す Java＋Pythonプログラム科を昨年度に引き続き

実施する。 

 

ロ 委託訓練の内容  

（単位：人） 

訓練コース 定員合計 

長期高度人材育成コース※１ 13 

 介護福祉科 6    

 応用情報科 5 

 保育科 2 

 製菓衛生科 0 

知識等習得コース（デュアル訓練含む）※２ 717 

 パソコン事務系 392   

 医療・調剤事務系 30      

 IT・情報系 30 

 介護系（介護＋パソコン） 170      

 農業系 30       

 建設系（パソコン・建設技能） 50 

 サービス系（大型一種運転者育成） 15 

合    計 730 

※１ 長期高度人材育成コース…国家資格等の高い職業能力の習得を目的としたコ

ース 
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※２ 知識等習得コース…求職者に必要な知識・技能等の職業能力を付与するため 

の訓練コース 

 

(2) ハロートレーニング・学卒者訓練の対象者数等 

① 和歌山県が実施する学卒者訓練の対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する学卒者訓練の対象者数は、主に新規学卒者から 40歳以下の若

年層を対象に、9科目、240人とする。 

就職率は、100％を目指す。 

② 学卒者訓練の内容 

校 名 科 目 名 定 員 

和歌山 

産業技術 

専門学院 

 

普通 

課程 

自動車工学科（2年課程） 25人×2年 

理容科（2年課程） 15人×2年 

メカトロニクス・CAD科（2年課程） 15人×2年 

建築工学科（1年課程） 15人 

デザイン木工科（1年課程） 15人 

短期 

課程 
総合実務科(知的障害者対象) 20人 

小 計 6科目 160人 

田 辺 

産業技術 

専門学院 

普通

課程 

自動車工学科（2年課程） 20人×2年 

観光ビジネス科（1年課程） 20人 

情報システム科（2年課程） 10人×2年 

小 計 3科目 80人 

合 計 9科目 240人 

 

(3) ハロートレーニング・障害者委託訓練の対象者数等 

① 和歌山県が実施する障害者委託訓練 

計画期間中に実施する障害者訓練の対象者数は、16 コース 136 人とし、就職率は、

55％を目指す。 

なお、知識・技能の習得を図る 3ヶ月の集合訓練と習得した知識・技能の応用定着を

図るための 3 ヶ月の職場実習を組み合わせた障害者向け日本版デュアルシステム訓練

を令和元年度からしている。 

 

② 障害者委託訓練の内容 

コース名 定 員 

知識・技能習得訓練コース（集合訓練） 55 
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知識・技能習得訓練コース（障害者向け日本版デュアルシステム） 45 

ｅラーニングコース 7 

実践能力習得訓練コース 15 

特別支援学校と連携した早期訓練コース 14 

 

(4) ハロートレーニング・在職者訓練の対象者等   

① 和歌山県が実施する在職者訓練 

イ 対象者数等 

計画期間中に実施する在職者訓練の対象者数は、29コース、226人とする。 

 

ロ 在職者訓練の内容   

              （単位：人） 

校 名 コース数 計画定員 主なコース名 実施科目 

和歌山 

産業技術

専門学院 

4 40 

2級ガソリン、ジーゼル自

動車整備士試験受験対策 

自動車工学科 3級シャシ、ガソリン・エ

ンジン自動車整備士受験

対策 

2 15 

理容士国家試験実技受験

対策 

理容科 

理容士国家試験学科受験

対策 

理容科 

6 50 

機械製図（AutoCAD基礎） 

メカトロニクス・CAD科 

有接点リレーシーケンス

制御基礎 

危険物取扱者試験（乙種第

4種）受験対策講座  

6 24 

Jw_CAD基礎 

建築工学科 建築大工実技 1・2 級技能検定

対策 

4 12 

3 級家具製作実技技能検

定対策 

1・2 級家具製作学科技能

 

 

デザイン木工科 
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検定対策 

1・2級表装学科技能検定対策 

 

 

田 辺 

産業技術

専門学院 

6 75 

2･3級自動車整備士試験 

講習 

自動車工学科 
建設機械整備技能検定実

技試験対策 

ホイールアライメントの

基礎講習 

１ 10 日商簿記 3級講座 観光ビジネス科 

合計 29 226 

 

② 和歌山職業能力開発促進センターが実施する在職者訓練 

イ 対象者数等 

計画期間中に在職者訓練を 38 コース（380 人定員）設定し、受講者目標を 200 人と

する。 

 

ロ 在職者訓練の内容 

産業構造の変化、技術の進歩等による業務の変化に対応する高度な技能及びこれに

関する知識等を習得させる真に高度な職業訓練であって、和歌山県等又は民間教育訓

練機関において実施することが困難なものを実施するものとする。 

和歌山職業能力開発促進センターに設置した生産性向上人材育成支援センターによ

る在職者訓練のコーディネートや生産性向上に必要な生産管理、IT 利活用等を習得す

るための事業主支援等を行い、民間人材等を活用した在職者向けの訓練を拡充するこ

とにより、中小企業等の労働生産性向上等に向けた人材育成を支援する。併せて、70歳

までの就業機会の確保に向けた中高年齢者に対する訓練を実施する。 

また、地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、真に必要とされている

在職者訓練の訓練科の設定を行うとともに、個々の中小企業事業主等の具体的なニー

ズに即した実施方法等により行うものとする。 

                                     （単位：人） 

 訓練分類 
コ ー

ス数 
計画定員 主なコース名等 

設計・開発 19 190 

３次元ＣＡＤを活用したアセンプリ技術 

２次元ＣＡＤ技術による機械製図技術（環境設定編） 

有接点シーケンス制御の実践技術 

実践建築設計２次元ＣＡＤ技術 
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加工・組立 11 110 

旋盤加工技術 

マシニングセンタプログラミング技術 

高精度をめざした手仕上げ加工のテクニック 

工事・施工 4 40 
冷媒配管の施行と空調機器据付け技術 

自動火災報知設備工事の施工・保守技術 

検査 1 10 精密測定技術 

保全・管理 2 20 電気系保全実践技術 

教育・安全 1 10 製造現場で活用するコーチング手法 

計 38 380 

  

このほか、民間人材を活用した企業の生産性向上のための支援については 520 人を

対象とする。 

   

(5) ハロートレーニング・求職者支援訓練の対象者数等 

① 対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、非正規労働者や自営廃業者な

どの雇用保険の基本手当を受けることができない者に対する雇用のセーフティネット

としての機能が果たせるよう 541人程度に訓練機会を提供するため、訓練認定定員 903

人を上限とする。 

雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％を目指す。 

 

② 求職者支援訓練の内容 

求職者支援訓練については、基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び基

礎的能力から実践的能力までを一括して習得する職業訓練（実践コース）を中心とす

る。 

その際、デジタル分野等の成長分野、や新型コロナウイルス感染症の影響により人材

確保がより困難となっている介護等の分野・職種に重点を置くとともに、地域における

産業の動向や求人ニーズを踏まえたものとする。 

また、育児中の女性等で再就職を目指す者、未就職のまま卒業することとなった新規

学卒者、コミュニケーション能力等の課題を有する生活困窮者、さらには短時間労働者

等不安定な就労者、就職氷河期世代の者のうち不安定な就労についている者や無業状

態の者など、対象者の特性・訓練ニーズに応じた職業訓練の設定に努めることとする。 

特に出産・育児を理由とする離職者については、育児と職業訓練の両立を支援するた

め、託児サービス付き訓練コースの設定を推進する。 

さらに、「新型コロナ感染拡大防止」の観点から、適切な訓練実施環境を確保すると
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もに、訓練実施に適した 1コース当たりの定員数の設定に努める。 

 

③ 訓練認定定員数とコース設定 

イ 訓練認定定員数 

・基礎コース、実践コースの地域別認定定員数 

（単位：人） 

 

・実践コースの地域・地域ブロック設定  

 

・基礎コース 訓練認定定員数の 35％程度  

パソコン基礎系訓練の受講機会を確保するため、認定枠内において各四半期、各

地域1コースは必ず基礎分野の訓練を認定する。 

・実践コース 訓練認定定員数の 65％程度  

地域 和歌山 海南 橋本 田辺 御坊 湯浅 
新宮 

串本 
計 

基礎 157 14 28 30 28 28 26 311 

実
践 

上半期 188 41 27 
72 44 57 39 592 

下半期 124 

地域・ 

地域ブロック 

和歌山 海南 橋本 田辺 御坊 湯浅 新宮 串本 

紀 北ブロック ― 
紀  南 

ブロック 

 

・実践コースの分野別・半期別認定定員数 

（単位：人） 

  半期 

分野別 
上半期 下半期     計 

介護系 184 72 256 

医療事務系 27 41 68 

デジタル系 89 30 119 

 
IT系 74 15 89 

Webデザイン系 15 15 30 

その他 84 65 149 

計 384 208 592 
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実践コースのうち、介護系、医療事務系及び情報系の 3分野の割合は、それぞれ

次のとおりとする。 

介 護 系 40％程度 

医療事務系 10％程度 

デジタル系 20％程度 

上記3分野の訓練コースが認定されなかった場合は、分野別認定定員数の余剰定員

を同一認定単位期間内、同一ブロックのその他の分野へ振替えることを可能とする。 

・第４四半期においては、地域別認定定員数を問わず、基礎・実践間の振替や、実

践コースのその他の分野への振替を可能とする。            

 

ロ 地域ニーズ枠 

より安定した就職の実現に資するよう、和歌山県の状況や工夫に応じた訓練として

地域ニーズ枠を設定することとする。 

地域ニーズ枠としては、次のコースを訓練認定定員数の 20％以内で認定する。 

（イ）「観光やおもてなし」に関する訓練（実践コースのその他の分野） 

（ロ）「託児サービス付き訓練」の実施 

（ハ）「デジタル分野」に関する訓練 

（ニ）「就職氷河期世代」に対する訓練 

地域ニーズ枠は、新規参入枠と同様の審査方式により新規参入枠外で認定する。 

 

ハ 新規参入枠 

新規参入枠は次のとおりとする。 

・基礎コース   上限値 30％ 

・実践コース   上限値 30％ 

実績枠に余剰定員が発生した場合は、枠の活用のために同一認定単位期間内で、新

規枠へ振替えることも可能とする。 

 

ニ 認定単位期間 

求職者支援訓練は、四半期ごとに認定することとする。認定単位期間ごとの具体的

な定員及び認定申請受付期間については和歌山労働局のＨＰ及び独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構和歌山支部のＨＰで周知する。 

申請対象期間の設定数を超える認定申請がある場合は、 

（イ）新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから 

（ロ）（イ）以外については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定す 

る。 
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４ ハロートレーニングの実施にあたり留意すべき事項等 

(1) 関係機関との連携 

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の加速化など、急速かつ広範な経済・社

会環境の変化に対応するためには、産業界及び地域のニーズを踏まえた効果的な公的

職業訓練を実施する必要がある。 

このためには、国及び各地域関係機関である和歌山労働局及び公共職業安定所、和歌

山県、独立行政法人高齢・障害 ・求職者雇用支援機構和歌山支部はもとより、地域の

訓練実施機関の団体、労使団体等の幅広い理解・協力のもと、ハロートレーニング全体

の訓練規模、分野及び時期において職業訓練の機会及び受講者を適切に確保するとと

もに、訓練カリキュラム等の見直しも含め、訓練の実施結果や地域の人材ニーズを踏ま

えた改善のための不断の取組が必要である。 

このため、令和４年度においても、関係者の連携・協力の下に、和歌山県の実情を踏

まえた計画的で実効ある職業訓練の推進及び地域の産業ニーズを踏まえた訓練内容の

検討を定期的に行うこととする。 

また、関係者の協議の場においては、人材ニーズに応じた効果的な職業訓練が質及び

量の両面において十分に実施されるよう検討、協議及び必要な調整を行うものとする。 

公共職業能力開発施設は、和歌山県労働局及び公共職業安定所と連携し、公共職業訓

練の受講者の就職支援を実施するものとする。 

 

(2) 受講者の能力及び適性に応じたハロートレーニングの実施 

ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングなど、労働者のキャリア形成に

資する情報提供及び相談援助を行い、受講者の能力及び適性に応じたハロートレーニ

ングを実施するものとする。 

このほか、ハロートレーニングにおけるジョブ・カードを活用したキャリアコンサル

ティングの着実な実施等に資するため、関係機関とも連携の上、説明会等の様々な機会

を活用して周知を図るものとする。 

 

(3) ハロートレーニングの周知・広報に係る取組の推進 

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～」や

ロゴマーク「ハロトレくん」の活用、更には平成 29年 11月に決定された、職業訓練指

導員(ハロートレーニングで、就職やスキルアップなどに必要な技能や技術の指導や就

職支援などを行う指導員)の愛称・キャッチコピー「テクノインストラクター ～技で

未来を切り開く～」を併用し、ハロートレーニングの周知・広報に努め、その認知度向

上及びさらなる活用促進を図る。 

また、厚生労働省において平成 30年９月に AKB48チーム８を「ハロートレーニング
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アンバサダー」に任命し、全国の職業能力開発施設への訪問や各種技能競技大会などの

イベント出演といった活動を通じてスキルアップやキャリアアップの重要性を伝えて

いくことで、生涯を通じた能力開発の機運の醸成を図る。 

  


