
























一般社団法人日本産業カウンセラー協会 関西支部

国家資格キャリアコンサルタントに
合格された方々へ

キャリアコンサルタントは、5年に1度の更新
(知識講習8時間、技能講習30時間)が必要です。
5年の間に必要時間をそれぞれ受講すれば更新は可能です。

一般社団法人日本産業カウンセラー協会 関西支部

当協会では、キャリアコンサルタントの
更新講習も行っております。
会員の方なら、

会員価格でご受講いただけます！

〒541-0053
大阪市中央区本町1丁目4番8号
エスリードビル本町8階

HP：https://jica-kansai.jp/

関西支部ホームページ

詳しい講座内容はこちらから☝



講習コード 講座名 習得時間

JIC22T01 キャリアコンサルティング事例・記録の書き方・事例検討の進め方(技能講習) 6時間

JIC22T02 キャリアコンサルティング・プロセス毎のかかわり（技能講習） 6時間

JIC21T02 事例検討「がん治療と就労の両立支援」＜アドバンス＞（技能講習） 6時間

JIC21T01 「実践に役立つ」ライフキャリアの事例で学ぶキャリアコンサルティング（技能講習） 12時間

JIC20K01 更新知識講習 8時間

JIC20T03 オンラインキャリアコンサルティングのスキル習得（技能講習） 6時間

JIC20T02 ＬＧＢＴの相談者理解と対応を学ぶ（技能講習） 6時間

JIC19T11 ＶＰＩを用いたキャリアコンサルティング（技能講習） 7時間

JIC19T12 事例検討と演習で学ぶ「中年期以降の転機への支援」（技能講習） 6時間

JIC19T01 事例に学ぶ「メンタルヘルスの理解と対応」（技能講習） 6時間

JIC19T02 事例に学ぶ「発達障害の理解と対応」（技能講習） 6時間

JIC19T03 事例検討「がん治療と就労の両立支援」（技能講習） 6時間

JIC19T04 理論を活用した事例検討「実践で活かすキャリア理論」（技能講習） 6時間

JIC19T05 キャリアコンサルティングの実践的事例検討「キャリアチェンジ」（技能講習） 6時間

JIC19T06 就職支援に活かす「構成的グループエンカウンター」（技能講習） 6時間

JIC19T07 キャリアコンサルティングに必要な「グループアプローチの技能・基礎編」（技能講習） 6時間

JIC19T08 教育機関における環境への働きかけとネットワーク（技能講習） 6時間

JIC19T09 自己理解演習「セルフキャリアデザイン」（技能講習） 7時間

JIC19T10 ロールプレイ演習 「実践的なキャリアコンサルティングのプロセスを学ぶ」（技能講習） 6時間

JIC18T02 キャリアコンサルティングの関係構築に役立つ傾聴スキルの習得（技能講習） 6時間

JIC16T01 「企業領域」編（ロールプレイ演習・技能講習） 8時間

JIC16T02 キャリアコンサルタント技能講習・需給調整領域編 8時間

JIC16T03 キャリアコンサルタント技能講習・教育機関領域編 8時間

JIC17T01 事例に学ぶ学生へのキャリアコンサルティング基礎編（技能講習） 6時間

JIC17T02 「女性」基礎編（キャリアコンサルティング事例検討・技能講習） 6時間

JIC17T06 アセスメント活用のキャリアコンサルティング（技能講習） 6時間

JIC17T07 キャリアコンサルティング事例検討「若年層」（技能講習） 6時間

JIC17T09 「女性の組織内キャリア」（キャリアコンサルティング事例検討・技能講習） 6時間

JIC17T11 ジョブ・カードを用いたキャリアコンサルティング（技能講習） 6時間

開催講座一覧

一般社団法人日本産業カウンセラー協会 関西支部
〒541-0053

大阪市中央区本町1丁目4番8号
エスリードビル本町8階

HP：https://jica-kansai.jp/

講座の詳細はここから⇩
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TEL (03)3438-4568 FAX (03)3438-4487 201803



【受講前（受講開始日の原則1ヶ月前まで）】

住民票のある住所を管轄するハローワークで受給資格＆支給要件の確認Step1

キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」受講と

「ジョブ・カード作成」

Step2

申請手続き
ジョブ・カードを作成し、下記の書類を

原則本人の住居所を管轄するハローワークに提出する

Step3

指定番号：1310171-1920011-0

教育訓練施設の名称：一般社団法人日本産業カウンセラー協会

教育訓練講座名：一般社団法人日本産業カウンセラー協会
キャリアコンサルタント養成講習

受講開始予定年月日：2023年4月20日

受講修了予定年月日：2023年8月19日

（提出書類） ①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
②訓練前キャリアコンサルティングを経て作成したジョブカード
③本人・住居所確認書類及び個人番号（マイナンバー）確認書類
④雇用保険被保険者証（コピー可）
⑤教育訓練給付適用対象期間延⾧通知書 ※対象者のみ
⑥写真2枚（最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm
⑦払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード

手続き後、『受給資格者証』が交付されます
本手続きは原則として開講の1か月前までに

行う事となっていますのでお早めににお手続き下さい。
※詳細はハローワークまでお問合せ下さい

http://www.jaico.cc/



大阪府スキルアップ支援金
～就職に必要な資格取得講座の
受講料１／２を補助します～

求職活動を１年以上している方に

＜講座例＞

〇大型・中型・準中型・普通二種免許、フォークリフト、クレーン

〇電気工事、危険物取扱、玉掛技能

〇ITパスポート、マイクロソフトオフィススペシャリスト、WEBデザイナー、CAD

〇医療事務、調剤薬局事務、簿記、語学

〇インテリアコーディネーター、宅地建物取引士

〇ファイナンシャルプランナー

〇介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、ケアマネージャー

資格を取得できなくても、講座を修了すれば支給されます。
本支援金の対象期間中に上記の講座が開催されない可能性も
あります。受講可能な講座等の情報は大阪府HP「にであう」
からご確認ください。

など

入学料 受講料

対象講座 厚生労働省の教育訓練給付制度の対象講座のうち、2022年10月以降に

開講し、2024年2月末までに修了する講座。通信も対象

◆教育訓練給付制度の詳細については、厚生労働省のHPでご確認ください

教育訓練給付制度 厚生労働省 🔍

受講費用（入学料・受講料）の1／2支給額

（5万円＋20万円）÷2＝12.5万円を支給！例

対象者 教育訓練給付制度の対象外※となる大阪府民の方
※雇用保険に加入したことが無い方や、雇用保険の受給資格を喪失して１年以上の方など

など。詳細は裏面をご確認ください。

離職してから1年以上経過している方 パート（週20時間未満）で働いている方

今まで働いたことがない方 フリーランスで1年以上働いている方

たとえば・・・

このほか、これまでに１年以上仕事を探している等の要件があります。

2024年2月末
まで延長※

※「令和5年2月定例府議会大阪府一般会計予算」
の成立を前提とする停止条件付措置です。
予算が成立しない場合は延長しません。



支給対象・対象外フローチャート ※すべて受講開始日時点でお考えください。

大阪府 スキルアップ支援金🔍

◆本支援金の詳細の確認および申請は、
HPからお願いいたします。

受講開始日時点で働いており、雇用保険に加入している

支給対象（支援金の支給は、申請書類を審査して決定します）

雇用保険に加入しなくなった日の翌日から1年以上が経過している

国の教育訓練給付を受けたことがある

支給対象外
（国の教育訓練給付制度の対象）

直近、もしくは現在の雇用保険の加入
期間が1年未満である

前回の教育訓練給付の受給日から
3年未満である

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえ

【お問合せ先】大阪府スキルアップ支援金事務局
〔電話番号〕06－6966－1030（平日9時～18時）
〔メール〕 お問い合わせフォーム（右記QRコード）
〔住 所〕〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14

エル・おおさか

＜雇用保険の加入対象者＞
１週間の所定労働時間が20時間以上であり、
31日以上の雇用見込みがある方

手続き 申請期限：2024年3月11日（月）
事前登録順に受け付け、申請期限内であっても予算がなくなり次第終了します。
終了した時点で事前登録が無い方は対象になりません。

これまでに雇用保険に加入したことがある

※事前登録が講座受講後になっても対象になる場合があります。

必要書類 領収書、講座の修了証明書、本人確認書類（運転免許証等）等

◆ご不明点がございましたら、以下よりお問合せください。

教育機関で
講座を受講

2023年
2月末まで

対象講座を確認

教育機関
受講申込、

受講料等の支払い 事前登録
※受講開始までに
お願いします

教育機関で
講座を受講

2024年2月末
までに受講修了

受講修了後
1か月以内に申請

申請書類の
審査後に

支援金を支給

2024年3月11日を申請期限とし、
以後の申請は受付けません。

大阪府 スキルアップ支援金🔍

◆本支援金の詳細の確認および申請は、
HPからお願いいたします。



 『個別進路相談会』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お申し込み方法 
（１）下記 URL よりお申し込みください。 

https://forms.office.com/r/zCkgx6LJTc 
 

（２）申込確認後、申込受付のご案内と料金の振込先などをメールで返信します。 
 

（３）料金の入金が確認された時点で申込確定となり、確認メールにて Zoom IDなどを送信します。 
       なお、申込確定後の日程変更及びキャンセルは対応出来かねます。予めご了承下さい。 

 
※インターネット環境等は事前にご自身でご確認いただき、Zoom最新版をご利用ください。  
※関西支部 HP『オンライン講習ガイド』もご確認ください。 https://jica-kansai.jp/online_guide 
 

4 月開催予定 

◆4 月 1 日（土）18：30～・19：30～  ◆4 月 21 日（金）14：00～・15：00～・16：00～・17：00～ 

◆4 月 29 日（土）18：30～・19：30～ ◆4 月 10 日（月）14：00～・15：00～・16：00～・17：00～ 

 
 

 

 

 
・資格取得後の JAICO関西での活動情報を提供します！ 
・「JAICO関西ロードマップ」を 1対 1で丁寧に説明します！ 
・一人ひとりのニーズに応じてアドバイスをします！ 
・今後の第一歩のきっかけを一緒に考えます！ 
・ロードアドバイザーがあなたの選択を応援します！ 

 

・あなたのそばに アドバイザー！ 

・あなたの未来を お手伝い！ 

・時間：50 分  ・費用：2,000 円（税込み） 

・利用：事前予約制 ・日程：不定期開催（HP で広報予定） 

・方法：Zoom によるリモートでの個別相談 

・利用対象者：JAICO 関西主催の「産業カウンセラー養成講座」、 

及び「キャリアコンサルタント養成講習」受講者/修了者 

※悩み相談、学習相談、カウンセリング等ではありません！ 

読み取りの場合はコチラ⇒ 

https://forms.office.com/r/zCkgx6LJTc
https://jica-kansai.jp/online_guide
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1563777616/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzMxOS8yMTExMjBfMjg2NjYzOC5odG1s/RS=%5eADBcY7p0JR6xvl3LzUz4vb6q.p7yEY-;_ylt=A2RCAw_QCDRdYh8AYh2U3uV7
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