
  給付制度です。

　厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20％に相当

●教育訓練給付金の支給要件（受講開始前にハローワークでご確認ください）

１　一般被保険者（在職者）で加入期間が３年以上ある方。

入校条件 時間（時限） 入校区分 教習料金 給付対象金額 給付金

大型自動車免許取得講座（Ａ） 中型８ｔ限定免許所持 17時間 昼間部 ¥313,950 ¥288,450 ¥57,690

　指定番号　２４０９０１０２００１５ の方（解除後大型） （１９時限） 夜間部 ¥333,330 ¥307,830 ¥61,566

大型自動車免許取得講座（Ｂ） 中型８ｔ限定免許所持 １８時間 昼間部 306290 289210 57842

　指定番号　２４０９０１０２００２８ の方 （２０時限）夜間部 326690 ¥309,610 ¥61,922

大型自動車免許取得講座（Ｃ） 準中型免許所持の方 ２０時間 昼間部 ¥343,360 ¥326,230 ¥65,246

　指定番号　２４０９０１９１００１５ （２３時限） 夜間部 366820 ¥349,690 69938

大型自動車免許取得講座（D） 中型免許所持の方 １３時間 昼間部 ¥232,300 ¥218,020 ¥43,604

　指定番号　２４０９０１９１００２８ （１４時限） 夜間部 ¥246,580 ¥229,450 45890

けん引自動車免許取得講座 普通免許以上 １１時間 昼間部 ¥175,190 ¥166,770 ¥33,354

　指定番号　２４０９０１０２００３０ 所持の方 (１２時限） 夜間部 ¥187,430 ¥179,010 ¥35,802

３２時間 昼間部 ¥237,510 224130 ¥44,826

　指定番号　２４０９０１１１００１５ （３７時限） 夜間部 ¥255,870 242490 ¥48,498

中型免許取得講座 普通（ＭＴ）免許所持 １５時間 昼間部 202930 ¥185,850 ¥37,170

　指定番号　２４０９０１１１００３０ の方 （１６時限） 夜間部 ¥218,230 ¥201,150 ¥40,230

中型免許取得講座（B） 準中型（５ｔ）免許所 １１時間 昼間部 ¥164,050 ¥158,190 ¥31,638

　指定番号　２４０９０１７２００１５ 持の方 （１３時限） 夜間部 ¥175,270 ¥146,970 ¥29,394

中型自動車限定解除講座 中型（8ｔ）免許所持 ５時間 昼間部 ¥89,430 ¥81,010 ¥16,202

　指定番号　２４０９０１１２００４３ の方 （５時限） 夜間部 ¥94,530 ¥86,110 17222

※給付対象金額には、技能教習料（延長分除く）、夜間料金（延長分除く）、学科教習料、申込金、入学金
　　適性検査料、教本代が含まれます。
※規程外の技能教習及び再検定を受ける場合は、追加料金が必要となります。

大型車  　　　　  12,340円 大型車(修了検定）　　 5,860円 　予約時間の2時間以内に連絡あり
大型車(卒業検定）　　 7,400円 　 　2,050円

中型限定解除　　 9,720円 中型限定解除　　　　　 7,400円
けん引車  　　  9,880円 けん引車(卒業検定） 　　　　　　 7,400円 　予約時間までに連絡なし
普通二種　　　　　 6,690円 普通二種（卒業検定） 7,400円 　4,730円
中型車　　　　　　  9,720円 中型車（修了検定）　　 5,860円

中型車（卒業検定）　 7,400円
大型特殊車 11,010円 大型特殊車（卒業検定） 7,400円

　　　　　
○教習途中で退校される場合は、技能教習の未受講分を返金致します。

三重県津市博多町3番15号
ＴＥＬ　０５９－２２４－０１８８

教 育 訓 練 講 座
平成31年4月1日改正

●働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の

  する額（上限10万円）をハローワーク（公共職業安定所）から支給されます。

２　一般被保険者であった方（離職者）一般被保険者資格を喪失した日（離職日の翌日）以降、受講開始日

　　までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。

３　初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、加入期間が１年以上の方。

※同時に複数の講座を支給申請することはできません。

講座名

普通二種免許取得講座(1)（ＭＴ・ＡＴ）

追加技能教習料金（1時限） 再 検 定 料 　キャンセル料金(1回）

大型・中型・中型（８ｔＭ
Ｔ）・
準中型・準中型（５ｔＭＴ）
免許所持の方
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  給付制度です。

　厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20％に相当

●教育訓練給付金の支給要件（受講開始前にハローワークでご確認ください）

１　一般被保険者（在職者）で加入期間が３年以上ある方。

入校条件 時間（時限） 入校区分 教習料金 給付対象金額 給付金

大型特殊自動車免許取得講座 普通免許以上 ６時間 昼間部 ¥94,090 ¥85,670 ¥17,134

　指定番号　２４０９０１１２００５６ 所持の方 （６時限） 夜間部 ¥100,210 ¥91,790 ¥18,358

普通免許以上 17時間 昼間部 ¥110,489 ¥102,069 ¥20,413

指定番号　２４０９０１２１００１５ 所持の方 （大特は6時限） 夜間部 ¥116,609 ¥108,189 ¥21,637

中型（8ｔ）免許所持 ４９時間 昼間部 ¥334,518 ¥317,438 ¥63,487

指定番号　２４０９０１２１００２８ の方 （大型は20時限） 夜間部 ¥354,918 ¥337,838 ¥67,567

中型（8ｔ）免許所持 ２３時間 昼間部 ¥392,650 ¥367,150 ¥73,430

指定番号　２４０９０１２１００３０ の方 （２６時限） 夜間部 ¥419,170 ¥393,670 ¥78,734

３１時間 昼間部 ¥28,228 ¥28,228 ¥5,645

（３１時限） 夜間部 ¥28,228 ¥28,228 ¥5,645

１８歳以上 １９時間 昼間部 ¥28,620 ¥28,620 ¥5,724

（１９時限） 夜間部 ¥28,620 ¥28,620 ¥5,724

１８歳以上 ２０時間 昼間部 ¥30,024 ¥30,024 ¥6,004

（２０時限） 夜間部 ¥30,024 ¥30,024 ¥6,004

１８歳以上 36時間 昼間部 ¥53,028 ¥53,028 ¥10,605

指定番号　２４０９０１６２００３０ （36時限） 夜間部 ¥53,028 ¥53,028 ¥10,605

１８歳以上 36時間 昼間部 ¥53,028 ¥53,028 ¥10,605

指定番号　２４０９０１６２００４３ （36時限） 夜間部 ¥53,028 ¥53,028 ¥10,605

※給付対象金額には、技能教習料（延長分除く）、夜間料金（延長分除く）、学科教習料、申込金、入学金

　　適性検査料、教本代が含まれます。

※規程外の技能教習及び再検定を受ける場合は、追加料金が必要となります。

大型車  　　　　  ¥12,340 大型車(修了検定）　　 ¥5,860 　予約時間の2時間以内に連絡あり
大型車(卒業検定）　　 ¥7,400 　 　2,050円

中型限定解除　　 ¥9,720 中型限定解除　　　　　 ¥7,400
けん引車  　　  ¥9,880 けん引車(卒業検定） 　　　　　　 ¥7,400 　予約時間までに連絡なし
普通二種　　　　　 ¥6,690 普通二種（卒業検定） ¥7,400 　4,730円
中型車　　　　　　 ¥9,720 中型車（修了検定）　　 ¥5,860

中型車（卒業検定）　 7,400円
大型特殊車 ¥11,010 大型特殊車（卒業検定） 7,400円

　　　　　
○教習途中で退校される場合は、技能教習の未受講分を返金致します。
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大型自動車免許（Ｂ）＋
フォークリフト運転技能講座

大型自動車免許（Ｂ）＋
大型特殊自動車免許取得講座

教 育 訓 練 講 座
平成31年4月1日改正

●働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の

  する額（上限10万円）をハローワーク（公共職業安定所）から支給されます。

２　一般被保険者であった方（離職者）一般被保険者資格を喪失した日（離職日の翌日）以降、受講開始日

　　までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。

フォークリフト運転技能講座（１）

指定番号　２４０９０１３１００１５

玉掛け技能講習（Ｅ）

指定番号　２４０９０１６１００１５

小型移動式クレーン運転技能講習（Ｄ）

３　初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、加入期間が１年以上の方。

※同時に複数の講座を支給申請することはできません。

講座名

大型特殊自動車免許＋
フォークリフト運転技能講座

玉掛け技能講習（Ｅ）+
小型移動式クレーン運転技能講習（Ａ）

小型移動式クレーン運転技能講習（Ｄ）＋
玉掛け技能講習（Ａ）

追加技能教習料金（1時限） 再 検 定 料 　キャンセル料金(1回）

指定番号　２４０９０１６１００２８

普通・大型・中型・
準中型免許所持の方

津ドライビングスクール
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