■ 受講申込条件･スケジュール

■ 事業概要・注意事項
■ コース案内（定員/受講期間/手当/受講内容）
一般コース[第五期]

一般
コース

３０名募集（１０か月間のコースです）

期間：平成２６年３月から７月までの基礎５か月、８月から１２月までの応用５か月を行います。
[基礎]を学ぶ最初の５か月は、
月３６時間以上の基礎学習に対し、
月額３万円が手当として支給されます。
[応用]の８月からの５か月は、月１６時間以上の応用学習に対し、月額１万５千円が手当として支給されます。
学習時間は減りますが、実際に仕事にトライしていきながら、収入を得ていくこと
（OJT）
を行います。
このコースでは・
・
・マイクロソフト認定資格(MOS)の取得を目指し(任意）、
データ入力、文書入力、音声起こしなどの業務ができること
を目標としています。

専門
コース

専門コース[第五期] ３０名募集（１０か月間のコースです）
期間：平成２６年３月から７月までの基礎５か月、８月から１２月までの応用５か月を行います。
一般コースよりも、
さらに高度な仕事ができるようになることを目指しています。

■ 託児サービス
説明会、第二次審査、および集合研修に参加する際は、託児サービス(小学生まで)を利用できます。

■ 受講申込条件
1. 受講申込時（受講中も含む）に横浜市内に居住するひとり親又は寡婦
ひとり親とは、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父（※1)をいいます。
寡婦とは、かつて母子家庭の母であって、現在も配偶者のいない方をいいます。

2. e-ラーニングを中心とした訓練に積極的に参加でき、パソコンのキーボードで文字入力ができること。
3. 基礎訓練・応用訓練の期間中に行われる集合研修に参加できること。

4. 事業の趣旨をよく理解し、訓練やOJT（※2）に意欲を持って取り組めること。
※１

①

[基礎]を学ぶ最初の５か月は、
月５４時間以上の基礎学習に対し、
月額５万円が手当として支給されます。
[応用]の８月からの５か月は、
月２８時間以上の応用学習に対し、
月額２万５千円が手当として支給されます。
学習時間は減りますが、実際に仕事にトライしていきながら、収入を得ていくこと
（OJT）
を行います。
このコースでは・
・
・Webサイトの構築と管理運営、
イラストレーターやフォトショップなどの高度なソフトを使ったチラシや冊子の
編集作業など、パソコンでの処理能力の高さが必要とされる業務ができることを目標とします。

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

[基礎]ってなにをするの？
→ビジネスマナー、
セキュリティなど、在宅就業を行うために必要な基礎的なスキルの習得のほか、応用訓練で担当する業務を
やり遂げるための知識や技能を習得します。

自宅でできるe-ラーニングを中心に行います。
期間中、毎月１回の集合研修を実施します。研修には託児サービスがあります。
また、
月１回、小テストや到達度審査で、訓練の習熟度を確認します。

[応用]ってなにをするの？

母子家庭の母、父子家庭の父の定義

※２

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、
現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。
)をしていない方
配偶者と離婚し、現に婚姻をしていない方
配偶者の生死が明らかでない方
配偶者から遺棄されている方（一定の要件を満たす配偶者からの暴力被害者を含む。）
配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない方
配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方
配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない方
婚姻によらないで母・父となり、現に婚姻をしていない方

OJT (On the Job Training) とは、訓練中に実際の仕事をすることにより、実践的な技術を身につけるプログラムです。
応用訓練での習熟度に応じて実施します。OJTで発生した報酬は、訓練手当とは別に支払われます。

■ 全体の流れ
平成26年

→将来の在宅での就業に向けて、専門的な知識を学ぶための訓練です。OJTのプログラムを組み入れ、実際の仕事を担当していただきます。
基礎と同じように、
自宅でのe-ラーニングを中心に行います。
毎月１回の集合研修を実施します。研修には託児サービスがあります。
月１回、小テストや到達度審査で、訓練の習熟度を確認します。

■ 受講に関する注意事項
・習熟度を確認する時点で必要な水準に達していない方は、受講を中止とさせていただくことがあります。
・手当は所得として収入に加算されます。
・手当は毎月規定の訓練受講時間を満たした方にのみ支給されます。
・応募要件に該当しなくなった方や虚偽の申告をした方は、以降の支給がすべて停止されるほか、すでに受け取った手当を
返還いただきます。
・この事業での就労支援は、
ダブルワークなどの解消や、
こどもにかかる教育費の補助などのための収入として、
月に３万円〜５万円程度の在宅ワークを目標としています。
また、訓練期間中のOJTでの報酬や、受講終了後の就業を保証するものではありません。

1月
一般･専門コース 説明会
受講申込
[第五期]

・現在ご自宅にインターネットに接続する環境がない場合は、新たに工事を行います。工事費および訓練期間中の利用料は、訓練手当とは別に
支給します。
・現在ご自宅で契約されているインターネット接続環境がある場合は、
それを利用していただきます。訓練期間中は、接続環境をお持ちでなかった
方と同額の利用料を支給します。

〜はまみらい．
ネット修了生からのメッセージ〜

・はまみらい.ネットでの学習やOJTを実践したことで、
テレワーカーとしての第一歩を踏み出すことができました。働く時間を調整できるため、学校
行事に参加するなど、子どもと一緒に過ごす時間が増え、親子の距離がぐっと近くなりました。

4月

審査
結果通知

一般･専門コース [第五期]

5月

6月

7月

8月

9月

基礎訓練

10月

11月

12月

応用訓練

備考

STEP
1

説明会参加受付
平成25年12月16日(月)〜
平成26年1月12日(日）

・説明会申込書を郵送またはFAXで提出
・電話、Eメール、ホームページでも受付可能
・各回先着70名まで（要申込）
・受講希望者本人でなくても参加可能

STEP
2

説明会
①1月8日(水)
②1月12日(日)

・説明会に参加しなくても受講申込は可能ですが、受講希望者は、
できる限り
ご参加ください。

STEP
3

受講申込受付
1月8日(水）〜1月24日(金)

・受講申込書に必要事項を記入し、応募要件確認書類とともに郵送(締切日必着）
・書類をもとに第一次審査を行います。

第一次審査結果通知
STEP
4

第二次審査
2月9日(日)

STEP
5

・申込者全員に郵送で結果を通知します。
・筆記テスト、実技テスト、面接実施

会場：さくらWORKS＜関内＞

第二次審査結果通知

・知識と技術と、大切な仲間を得ることができました。同期生や後輩と一緒に、楽しみながらお仕事をしています。
自宅で仕事をしながら、子どもに
「おかえり」
を言ってあげることもできるようになりました。
・夢中で取り組んだ１０か月間、大変なこともありましたが、技術の取得を通して、同じ境遇の仲間と知り合えたことはとても良い経験でした。はま
みらい．
ネットで学習したことや体験は、今でも大変役立っています。親子で机を並べて学ぶ時間が持てました。

3月

■ 説明会申込から初回集合研修までのスケジュール

■ 訓練中の使用機器
訓練に使用するパソコンは、訓練の開始から終了まで無料で貸与します。

2月

第一回集合研修
3月1日(土) 会場：ハウスクエア横浜

・第二次審査参加者全員に郵送で結果を通知します。
・審査通過者には初回集合研修の案内を送付します。
・ノートパソコンの貸与と基本的な使い方の演習
・クラスの仲間とのコミュニケーションなど

※ 各申込みに関しましては[説明会申込書][受講申込書]を、
それぞれご利用ください。
「はまみらい.ネット」のホームページからもダウンロードいただけます。
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