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就職氷河期世代を対象とした職場実習・体験の受入について（お願い） 

 

 

 日頃より、労働行政の推進に格別のご配意を賜り、厚くお礼申しあげます。 

新型コロナウイルス感染拡大は、雇用環境へも大きな影響を及ぼし、非正規雇

用など不安定就労を余儀なくされてきた就職氷河期世代が置かれている状況は

よりいっそう厳しいものとなっております。 

このような状況のなか、就職氷河期世代活躍支援については、令和元年 6 月

21 日に示された「骨太方針 2019」により令和 2 年度から 3 年間の集中的な取

組が閣議決定され、今年度から本格的に支援が開始されております。 

 愛知労働局ではこのような方々に向けて、就職氷河期世代専門窓口の開設な

ど様々な取組を進めてまいりました。 

このたび、就職支援の一つとして就職氷河期世代の方に就労体験を通じて業

種・職種への理解を深めていただくこと目的とし、労働局及び公共職業安定所に

おいて、職場実習・体験を実施することとなりました。 

 つきましては、当事業にご賛同いただける場合は、別添リーフレットをご確認

のうえ、「様式第１号」を愛知労働局もしくは管轄のハローワークまでご提出い

ただくか、愛知労働局就職氷河期特設ホームページから直接入力いただくこと

で実習候補事業所リストに掲載させていただき、ハローワークの窓口で求職者

等の方に提供し、実習希望があった場合にハローワークを通じて改めてご連絡

させていただきますのでご協力くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

令和 2 年 12 月吉日 

 

 

 

愛知労働局 職業安定課 人材確保支援係 

〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 14 番 25 号 

                    ヤマイチビル 13 階 

連絡先：０５２－２１９－５５０５ 

F A X：０５２－２２０－０５７１ 



事業主の皆さまへ

※氷河期世代は、おおむね1993（平成５）年から2004（平成16）年に学校卒業期を迎えた
世代を指しますが、本事業は、おおむね35歳以上55歳未満の方を対象にします。

※本事業は、就職氷河期世代の方に、安定就労に向けて職場体験を積んでいただくためのものです。
実習終了後に受け入れ先事業所に雇用義務が生じるものではありません。

この「職場実習・体験」は、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いているなど、
さまざまな課題に直面している就職氷河期世代の方々に、就労体験を通じて業
種・職種に対する理解を深めていただくことを目的に実施するものです。
事業主の皆さま、職場実習・体験の受け入れにご協力をお願いします。

愛知労働局 職業安定課 人材確保支援係／ ℡ 052-219-5505

「受入条件票」の作成・提出
職場実習・体験の内容や受け入れ条件を様
式に記入いただきます。

職場実習・体験の実施
必要に応じて、労働局やハローワークの担当者
がサポートします。

希望者情報の受け取り
貴社での職場実習・体験を希望する方の情報
をハローワークからお送りします。

実施計画書の作成・提出
受け入れを承諾いただける場合、実施計画書
を作成・提出いただきます。

１

事業所の職員の方が、実際に従事している業務の一部または全体を体験・
見学できるような内容としてくださいますようお願いします。

就職氷河期世代を対象にした
職場実習・体験の受け入れにご協力をお願いします。

職場実習・体験の内容

受け入れの流れと手続き

２

3

４

「実施結果報告書」の作成・提出
職場実習・体験終了後、実施結果報告書を
作成・提出いただきます。

５

協力謝金の受け取り
受け入れ人数１人当たり最大２万円の謝金
を労働局よりお支払いします。

６

お問い合わせ・連絡先

＊詳細は、裏面をご覧ください。

愛知労働局
ハローワーク



就職氷河期世代職場実習・体験に係る留意事項
＜ 事業の概要 ＞

(1) 実習等の内容・目的
就職氷河期世代職場実習・体験（以下「職場実習等」といいます。）の内容は、受入事業所の

職員が実際に従事している業務の一部又は全体を体験・見学できるものとしていただき、就職氷
河期世代の方々が業種に対する理解を深めることができることを目的とします。採用選考ではあ
りませんので、紹介状交付後に当人に対して実習を行うことはできませんのでご留意ください。
実習内容については、危険が伴わない内容となるようご留意下さい。
＊職場実習等の受け入れ後に対象者を雇用する義務はございません。

(2) 職場実習等対象者
職場実習等の対象者は、ハローワークを利用する就職氷河期世代（概ね35歳～55歳未満）の

うち、正社員での就職を希望しているものの非正規雇用などの不安定な就労状態にある方や、企
業での就業経験等が不足している方、離職から期間が経過している方等であり、ハローワークが
職場実習等を実施することが適当と認めた方といたします。

(3) 受入事業所
以下の①～③を満たしている事業所が対象となります。

① 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入し
ていること。

② 労働基準法（昭和22年法理得T第49号）及び労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に規
定する安全、衛生やその他の作業条件が整備されていること。

③ 職場実習等を行う事業所の従業員の中から、対象者が実習等の際に従事する業務に精通して
いる職場実習等の担当者を選任し、対象者の作業指導を行うことが可能であること。

(4) 実施日数・時間
実施日数は３日から２週間程度を目安とします。１日あたりの実施時間は３時間以上を目安と

し、事業所の所定労働時間を超えない範囲内で設定していただきます。

(5) 謝金
職場実習等の受入にご協力いただいた場合、受入れをした対象者１人当たりにつき、1日あた

り2,000円、最大で20,000円を労働局からお支払いします（＊実施日数が10日以下の場合は、
20,000円×実施日数÷10日で計算。）。

(6) 損害賠償等
対象者が職場実習等受入事業所に損害を与えた場合、労働局又はハローワークの指導に重大

な過失がない限り、労働局又はハローワークは一切の責任を負わないものといたします。
なお、対象者は、労働局を通じて、職場実習等実施期間中及び通所途上に本人が事故等によ

り怪我をした場合に備えて、傷害保険に加入します。

(7) 職場実習等に係る経費について
職場実習等に係る消耗品や材料などの諸経費は、職場実習等受入事業所の負担となります。

上記を確認のうえ、実習事業所としてご協力いただける場合は、職場実習等受入条
件票（様式第１号）を愛知労働局職業安定課人材確保支援係までご提出をお願いし
ます。（ハローワーク経由で提出していただくことも可能です。）
また、愛知労働局就職氷河期特設ホームページからご登録いただくことも可能です。
そのほか、実習事業にかかる様式も当ホームページからダウンロードしていただ

くことができます。

愛知労働局職業安定課人材確保支援係
〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目14番25号
ヤマイチビル13階
連絡先：052-219-5505
FAX ：052-220-0571 愛知労働局 就職氷河期世代支援キャラクター「氷河くん」

愛知労働局就職氷河期
支援特設ホームページ



（様式第１号）

令和　　年　　月　　日

事業所名称

事業所所在地
〒

雇用保険
適用事業所番号

-

業種 人 人

実習等対象者に
従事させる業務

必要な知識・技
能・ＰＣスキル

休　日

受入可能時間 （AM・PM）　　　　：　　　　～　（AM・PM）　　　：

休憩時間

職場実習等実施場所
（事業所所在地と同一

の場合は記載不要）

〒

最寄り駅

マイカー通所

屋内の
受動喫煙対策

特記事項

　※枠内に✔を入れてください。

　

(TEL) (メール)

＊職場実習等受入条件票を提出していただきますと実習対象リストに掲載し、愛知県下のハローワークにリストを提供させて

いただきます。特に申し出が無い限り、令和5年3月31日までリストに掲載させていただきます。

　リスト掲載後でも事業所のその時の状況により実習を断ることも可能です。例）今は忙しいが1ヶ月後は可など

職場実習等受入条件票

（必須）「就職氷河期世代職場実習・体験に係る留意事項」の内容を確認･了承しました。

※　記入欄が不足する場合には、適宜、別紙として添付すること。　　　　※　原本は労働局保管

職場実習等
受入事業所

担当者氏名

　１．あり（屋内の受動喫煙対策： 禁煙 ・ 喫煙室あり ）　２．なし（喫煙可）　

　１．不問
　２．あれば尚可

連絡先

（　　　　　　　　　　　　　）駅から［徒歩・車］で　（　　　　　　分）

所属

□ マイカー通所可

愛知労働局職業安定課長　殿（ハローワーク経由でも可）

 □ 駐車場あり　※料金等については特記事項に記載

本票に記載の受入条件を、地域の他の就労支援機関（地域若者サポートステーション

及びジョブカフェ）に提供することを承諾しますか。

※「１承諾する」を選択いただいた場合、地域若者サポートステーション及びジョブカフェ

の利用者も職場実習等への参加を希望させていただく可能性があります。なお、これらの利

用者についてもハローワークの利用者と同様に、労働局又はハローワークにおいて実習等を

実施することが適当であると認めた者を職場実習等の対象者とします。

　　１．承諾する
　　２．承諾しない

　　なし　　・　　あり（　　　　分）

（企業全体）従業員数 （受入事業所）

左記２の場合、具体的に記載してください。

事業所→（ハローワーク）→労働局



ハローワーク 所在地 電 話 管 轄

名古屋中
名古屋市中区錦2-14-25
ヤマイチビル

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
052-855-3740

西区 中村区 中区 中川区
北区 北名古屋市 清須市
西春日井郡

名古屋南
名古屋市熱田区旗屋
2-22-21

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
052-681-1211

瑞穂区 熱田区 港区 南区
緑区 豊明市

名古屋東
名古屋市名東区平和が丘
1-2

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
052-774-1115

千種区 昭和区 名東区
天白区 東区 守山区
日進市 長久手市 愛知郡

豊 橋
豊橋市大国町111
（豊橋地方合同庁舎１階）

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0532-52-7191 豊橋市 田原市

岡 崎
岡崎市羽根町字北乾地
50-1（岡崎合同庁舎１階）

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0564-52-8609 岡崎市 額田郡

一 宮
一宮市八幡4-8-7
（一宮労働総合庁舎内）

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0586-45-2048

一宮市
稲沢市（平和町を除く。）

半 田
半田市宮路町200-4
（半田地方合同庁舎）

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0569-21-0023

半田市 常滑市 東海市
知多市 知多郡

瀬 戸 瀬戸市東長根町86 0561-82-5123（代表） 瀬戸市 尾張旭市

豊 田 豊田市常盤町3-25-7 ★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0565-31-1400 豊田市 みよし市

津 島 津島市寺前町2-3 0567-26-3158（代表）
津島市 愛西市
稲沢市（平和町） 弥富市
あま市 海部郡

刈 谷 刈谷市若松町1-46-3 ★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0566-21-5001

刈谷市 安城市 知立市
高浜市 大府市

碧南出張所 碧南市浅間町1-41-4 0566-41-0327（代表） 碧南市

西 尾 西尾市熊味町小松島41-1 0563-56-3622（代表） 西尾市

犬 山 犬山市松本町2-10 0568-61-2185（代表） 犬山市 江南市 岩倉市
丹羽郡

豊 川 豊川市千歳通1-34 0533-86-3178（代表） 豊川市

蒲 郡 蒲郡市港町16-9 0533-67-8609（代表） 蒲郡市

新 城 新城市西入船24-1 0536-22-1160（代表） 新城市 北設楽郡

春日井 春日井市大手町2-135 ★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0568-81-5135 春日井市 小牧市

愛知労働局職業安定課人材確保支援係
（名古屋市中区錦二丁目14番25号ヤマイチビル13階 TEL：052-219-5505）

愛知労働局内のハローワーク所在地一覧


