
就職に必要な
▸ パソコン資格取得の受験料
資格取得のために受講する
▸ 公共職業訓練で必要な教材費
▸ 民間パソコン教室等の受講料・入会費
の一部を補助します。

求職登録者

公共職業安定所（ハローワーク）において
求職活動を継続して行っているが、現に就職
していない者

公共職業訓練

滋賀県が実施する公共職業訓練の令和４年度
委託訓練のうち、OA関連講座
※対象講座は3ページをご確認ください。

非正規雇用者

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者

民間パソコン教室等

民間事業者または公的機関が実施する、対
象資格の取得を目的とした通学講座、通信講
座、オンデマンド講座
※対象資格は3ページをご確認ください。

◆補助対象者

【問い合わせ先】

守山市都市経済部商工観光課（市役所新館２階⑬）
守山市吉身二丁目5番22号

Tel：077-582-1131 Fax：077-582-1166 メール：shokokanko@city.moriyama.lg.jp

▸制度概要
長期化する新型コロナウイルス感染症等の影響により、離職した求職者の再就職および非正規雇用から正規雇
用への雇用転換を支援し、就労の促進を図るため、就職に有利となるパソコン資格の取得に係る経費の一部を
補助します。
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守山市に住所を有する 求職登録者 または 非正規雇用者 で

資格取得のため 公共職業訓練 を受講した者

または 民間パソコン教室等 を受講し実際に 資格試験を受験 した者

パソコン操作のための知識や資格取得を支援します



◆申請方法

☞申請書受付期間
令和4年9月1日（木）～令和5年3月31日（金）
（受付時間：平日8時30分～17時15分（執務時間中））

☞申請書提出場所
守山市役所２階 ⑬ 商工観光課 （吉身二丁目5番22号）

☞提出書類

求職登録者 非正規雇用者

公共職業訓練

①交付申請書（様式第1号）
②公共職業訓練を受講したことがわか
る書類（修了証書の写し）
③領収書の写し（内容、支払日、申請
者の氏名が記載されているもの）
④資格試験の受験票または合格証の写
し（補助対象とした場合のみ必要）
⑤ハローワークにおいて求職活動を継
続して行っていることがわかる書類
受付票、雇用保険受給資格者証、職業
訓練受講指示書、ハローワークイン
ターネットサービス求職者マイページ
の写し など

①交付申請書（様式第1号）
②公共職業訓練を受講したことがわか
る書類（修了証書の写し）
③領収書の写し（内容、支払日、申請
者の氏名が記載されているもの）
④資格試験の受験票または合格証の写
し（補助対象とした場合のみ必要）
⑤雇用契約書など労働条件がわかるも
のの写し

民間パソコン
教室等

①交付申請書（様式第1号）
②民間パソコン教室等を受講したこと
がわかる書類（入会書や契約書）
③領収書の写し（内容、支払日、申請
者の氏名が記載されているもの）
④資格試験の受験票または合格証の写
し
⑤ハローワークにおいて求職活動を継
続して行っていることがわかる書類

受付票、雇用保険受給資格者証、職業

訓練受講指示書、ハローワークイン
ターネットサービス求職者マイページ
の写し など

①交付申請書（様式第1号）
②民間パソコン教室等を受講したこと
がわかる書類（入会書や契約書）
③領収書の写し（内容、支払日、申請
者の氏名が記載されているもの）

④資格試験の受験票または合格証の写
し
⑤雇用契約書など労働条件がわかるも
のの写し

◆補助金額

補助率 補助上限額 補助対象経費

公共職業訓練

４分の３
（100円未満切捨）

30,000円
①受講に必要な教材費
②検定試験受験料

民間パソコン教室等 60,000円

①入会費
②受講料
③受講に必要な教材費
④検定試験受験料

対象外経費
独学用教材費、振込手数料、交通費、消耗品費、パソコン等機器購入費
他の助成制度（教育訓練給付金等）による財政支援を受けた経費

令和4年4月1日～令和5年3月31日までに支払った費用が対象です
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インターネット検定（ドットコムマスター） DTPエキスパート認証試験

建築CAD検定 DTP検定

シスコ認定資格 Excel表計算処理技能認定試験

情報処理技術者試験 ＩＣＴプロフィシエンシー検定試験

情報処理技能検定試験 illustratorクリエイター能力認定試験

日商PC検定試験（データ活用） ITパスポート

日商PC検定試験（プレゼン資料作成） JAVAプログラミング能力認定試験

日商PC検定試験（文書作成） LPIC認定試験

パソコンインストラクター資格認定試験 MCA・MCP（マイクロソフト認定資格）

パソコン技能検定Ⅱ種試験 Microsoft Office Specialist 2010

Accessビジネスデータベース技能認定試験 Microsoft Office Specialist 2013

Ａｎｄｒｏｉｄアプリケーション技術者認定試験 Microsoft Office Specialist 2016

CADアドミニストレーター認定試験 Ｏｒａｃｌｅ認定資格

CAD利用技術者試験 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐクリエイター能力認定試験

CGクリエイター検定 PowerPointプレゼンテーション技能認定試験

CS技能評価試験(ワープロ部門) VBAエキスパート

CS技能評価試験（情報セキュリティ部門） Webクリエイタｰ能力認定試験

CS技能評価試験(表計算部門) Webデザイナー検定

C言語プログラミング能力認定試験 Word文書処理技能認定試験

◆対象資格
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講することにより目指すことができる資格として指定されている

資格のうち、一般教育訓練制度の情報関係分野に類する資格（下記のとおり）

「教育訓練制度検索システム」より資格取得のための講座を検索できます。 ➡➡➡

◆対象講座
滋賀県が実施する公共職業訓練の令和４年度委託訓練を受講される方の、補助対象講座は下記のとおり
です。

OA事務基礎科 OA事務・簿記科 Webアプリ実践開発科

OA事務即就科 OA実務科 パソコン実務・サービス科

OA事務応用科 Webビジネス科 情報技術科

（委託訓練について）
滋賀県が民間の教育訓練機関等に委託して行う公共職業訓練です。早
期に就職していただくことを目的に、地域における求人・求職の状況や
雇用拡大が期待される職種について多様なコースを設定しており、就職
に必要な知識、技能、技術等を身につけることができる内容となってお
ります。訓練は原則として平日の昼間に行われます。受講料は無料です
が、教科書代金は自費購入とされています。

委託訓練について、詳しくはホームページをご覧ください。

➡ 当該補助金は教科書代も補助対象です。
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別 記 

様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

守山市長 あて 

申請者 住 所       

氏 名       

電 話       

 

守山市就労のための知識等習得支援補助金交付申請書 

 

 守山市就労のための知識等習得支援補助金の交付を受けたいので、下記の書類を添えて

申請します。 

記 

  

対象者区分 □ 求職登録者 □ 非正規雇用者 

対象区分 □ 公共職業訓練 □ 民間パソコン教室等 

受講講座名 

または教室名 
 

受験した資格名 

および受験日 

 

 

（  年  月  日受験） 

補助対象経費 金         円（消費税および地方消費税を含む。） 

交付申請額 金         円（補助率 3/4、100 円未満切捨） 

添付書類 

□ 公共職業訓練または民間パソコン教室等を受講したことがわ

かる書類 

□ 領収書の写し 

□ 資格試験の受験票または合格証の写し 

□ 民間パソコン教室等受講者 受講内容のわかる書類 

□ 求職登録者 公共職業安定所において求職活動を継続して行

っていることがわかる書類 

□ 非正規雇用者 雇用契約書など労働条件がわかるものの写し 

 

申請者の住民票の
ある住所を正しく
ご記入ください。
申請書は押印不要

です。
※請求書は押印が必要

です。

守山市吉身二丁目5番22号

●● ▲▲

077-582-1131

あてはまる個所に
チェック

✔

✔

パソコン教室MORIYAMA 12回コース

日商PC検定試験２級
（文書作成、データ活用、プレゼン資料作成）

R● ■ ▲

７２，１２０

５４，０００

上から2つは
全員必須

3つめ以降は
対象の書類を
チェックし、
必要な書類を

提出してください。

受講した講座名や
教室名

受験した資格名
受験日を

記入してください。

補助対象経費
×3/4

100円未満は
切捨

✔

✔

✔

✔

✔

◆申請書記入例

※申請書裏面（２ページ目）の交付条件の同意・宣誓事項についても熟読のうえ、チェック
を入れて提出してください。

※申請書の様式は、市ホームページでもダウンロードできますので、
是非ご活用ください。
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