平成 28 年８月５日
高齢・障害・求職者雇用支援機構
求職者支援訓練認定コース情報の過去に実施した職業訓練の就職率及び過去の受講
修了者からの評価の表示について（お知らせ）
平成 28 年 10 月１日以降に開講する訓練科から、基礎コースに訓練分野が設定されました。これ
に伴い、求職者支援訓練認定コース情報の訓練コース情報詳細画面（以下「訓練コース情報」とい
います。
）の「過去に実施した職業訓練の就職率」及び「過去の受講修了者からの評価」について、
当分の間、次のとおり取り扱うこととなりましたので、お知らせします。
１ 訓練コース情報に表示する就職率及び過去の受講修了者からの評価について
（１）平成 28 年 10 月１日以降に開講する訓練科から、訓練コース情報に表示する「過去に実施し
た職業訓練の就職率」及び「過去の受講修了者からの評価」の集計方法を変更します。
現 在：平成 28 年９月 30 日以前に開講する訓練科について、訓練実施機関が持つ、同一都道府
県内及び 同一訓練分野 の就職率及び過去の受講修了者からの評価を、訓練終了日を基
準に、年度ごとに集計して表示
変更後：平成 28 年 10 月１日以降に開講する訓練科について、訓練実施機関が持つ、同一都道府
県内、同一訓練の種別（基礎コース・実践コースの別）及び同一訓練分野 の就職率及び
過去の受講修了者からの評価を、訓練終了日を基準に、年度ごとに集計して表示
（２）
「過去に実施した職業訓練の就職率」欄には、「雇用保険適用就職率」及び「従前の就職率」
が表示されます。それぞれの計算式及び「過去の受講修了者からの評価」の計算式は、次のと
おりです。
＜雇用保険適用就職率の計算式＞
雇用保険適用就職者数合計÷（修了者数合計＋就職理由による中途退校者数合計）×100
※１ 平成 28 年４月１日以降に開講する訓練科について、分母及び分子から訓練終了日において 65
歳以上の者を除きます。
※２ 基礎コースの場合、分母から実践コース若しくは公共職業訓練受講中又は決定者を除きます。
※３ 計算式により算出した値は、小数点以下を切り捨てます。

＜従前の就職率の計算式＞
就職者数合計÷（修了者数合計＋就職理由による中途退校者数合計）×100
※１ 基礎コースの場合、分母から公共職業訓練受講中又は決定者を除きます。
※２ 計算式により算出した値は、小数点以下を切り捨てます。

＜過去の受講修了者からの評価の計算式＞
受講者アンケートの採点結果合計÷受講者アンケート回答者数合計
※１ 訓練実施機関が修了者に配付し、公共職業安定所で回収している受講者アンケート（様式
A-30）の採点結果（５点【満足】～１点【不満足】
）を当機構において集計しています。
※２ 評価の偏りを防止する観点から、受講者アンケート回答者数の合計が 20 人未満の場合は掲載
しません。
※３ 計算式により算出した値は、小数点第２位を四捨五入します。

２ 具体的な表示方法について
平成 28 年 10 月１日以降に開講する訓練科について、「過去に実施した職業訓練の就職率」及
び「過去の受講修了者からの評価」の具体的な表示方法は、次のとおりとなります。
（１）基礎コースのうち基礎分野の訓練科及び実践コースの訓練科
イ 認定日が平成 28 年 10 月 31 日以前の訓練科
【従前の就職率】
平成 25 年度 ○％、平成 26 年度 ○％、平成 27 年度 －％
【雇用保険適用就職率】
平成 25 年度 －％、平成 26 年度 ○％、平成 27 年度 ○％
【過去の受講修了者からの評価】
平成 25 年度 ○、 平成 26 年度 ○、 平成 27 年度 ○
ロ 認定日が平成 28 年 11 月１日から平成 29 年 10 月 31 日までの訓練科の場合
【従前の就職率】
平成 26 年度 ○％、平成 27 年度 －％、平成 28 年度 －％
【雇用保険適用就職率】
平成 26 年度 ○％、平成 27 年度 ○％、平成 28 年度 ○％
【過去の受講修了者からの評価】
平成 26 年度 ○、 平成 27 年度 ○、 平成 28 年度 ○
ハ 認定日が平成 29 年 11 月１日から平成 30 年 10 月 31 日までの訓練科の場合
【従前の就職率】
表示なし
【雇用保険適用就職率】
平成 27 年度 ○％、平成 28 年度 ○％、平成 29 年度 ○％
【過去の受講修了者からの評価】
平成 27 年度 ○、 平成 28 年度 ○、 平成 29 年度 ○
（２）基礎コースのうち基礎分野以外の訓練科
イ 認定日が平成 28 年 10 月 31 日以前の訓練科の場合
【従前の就職率】
平成 25 年度 －％、平成 26 年度 －％、平成 27 年度 －％
【雇用保険適用就職率】
平成 25 年度 －％、平成 26 年度 －％、平成 27 年度 －％
【過去の受講修了者からの評価】
平成 25 年度 －、 平成 26 年度 －、 平成 27 年度 －
ロ 認定日が平成 28 年 11 月１日から平成 29 年 10 月 31 日までの訓練科の場合
【従前の就職率】
平成 26 年度 －％、平成 27 年度 －％、平成 28 年度 －％
【雇用保険適用就職率】
平成 26 年度 －％、平成 27 年度 －％、平成 28 年度 ○％
【過去の受講修了者からの評価】
平成 26 年度 －、 平成 27 年度 －、 平成 28 年度 ○
ハ 認定日が平成 29 年 11 月１日から平成 30 年 10 月 31 日までの訓練科の場合
【従前の就職率】
表示なし
【雇用保険適用就職率】
平成 27 年度 －％、平成 28 年度 ○％、平成 29 年度 ○％
【過去の受講修了者からの評価】
平成 27 年度 －、 平成 28 年度 ○、 平成 29 年度 ○

※ 当分の間、集計の対象となる訓練科がないことから、訓練コース情報の「過去に実施した
職業訓練の就職率」は「－％」と、「過去の受講修了者からの評価」は「－」と表示される
こととなります。
３ 「過去に実施した職業訓練の就職率」のコース案内への記載
「平成 28 年 10 月以降に開講する訓練科の申請について」
（平成 28 年６月 13 日付け）の「１．
申請に当たっての留意事項」の「申請書の提出にあたっての留意事項」別紙 14 において、コー
ス案内に就職率を記載する場合は、訓練コース情報の「過去に実施した職業訓練の就職率」（過
去３年間に同一都道府県内で当該機関が実施した求職者支援訓練に係る同一分野の全ての訓練
科の就職率（訓練終了年度別））を転記することとしておりましたが、上記１（１）の取扱いに
伴い、次のとおり変更します。
現 在：訓練コース情報の「過去に実施した職業訓練の就職率」
（過去３年間に同一都道府県
内で当該機関が実施した求職者支援訓練に係る 同一訓練分野 の全ての訓練科の就職
率（訓練終了年度別））を転記
変更後：当分の間、次のいずれかの就職率を転記
（１）訓練コース情報の「過去に実施した職業訓練の就職率」（過去３年間に同一都
道府県内で当該機関が実施した求職者支援訓練に係る 同一訓練の種別及び同一
訓練分野 の全ての訓練科の就職率（訓練終了年度別））
（２）認定様式第 14 号「過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況」の「⑯
雇用保険適用就職率」欄の就職率
ただし、（２）の就職率を転記する場合は、コース案内に「直近○科分」の注釈をあ
わせて記載すること。

