
（１）申請・採択数

大学数
プログラ

ム数
大学数

プログラ
ム数

41 66 40 63

（２）申請・採択数詳細（設置形態別・コース別）

ａコース ｂコース ｃコース ａコース ｂコース ｃコース

国立 17 24 7 12 5 17 24 7 12 5

公立 2 2 1 1 0 2 2 1 1 0

私立 22 40 12 19 9 21 37 11 18 8

41 66 20 32 14 40 63 19 31 13

ａコース：

ｂコース：

ｃコース：

　本事業は、以下の３コースに分けてプログラムを開発・実施する。内容、受講対象者については、下
記を基本に採択プログラム毎に設定する。

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた失業者を主な対象者とし、地域や企業等のニー
ズに応じたプログラム開発を行い、受講者の就職につなげるコース。厚生労働省の定める要
件を満たす者においては、職業訓練受講給付金の受給対象となる。プログラムの総時間数は
１か月当たり６０時間以上、実施期間は２か月以上、６か月以内。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた非正規雇用労働者、失業者、希望する就職がで
きていない若者、転職希望者等を対象者とし、文部科学大臣が認定する職業実践力育成プロ
グラム（BP）に相当する職業実践的・専門的なプログラム開発を行うコース。プログラムの
総時間数は６０時間以上とする。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた非正規雇用労働者、失業者、希望する就職がで
きていない若者、転職希望者、起業希望者等を対象者とし、地域の実情に応じて、弾力的な
プログラムの開発を可能としたコース。プログラムの総時間数は６０時間程度とする。

令和２年度「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業（就職・転職支援のための
リカレント教育プログラムの開発・実施）」申請・採択状況

申請 採択

申請 採択

大学数
プログラ

ム数
大学数

プログラ
ム数



設置形態
大学がある
都道府県

大学名 プログラム名 コース

国立 北海道 小樽商科大学 介護ミドルマネジャー育成プログラム ｂコース

自分アップデート！社会福祉プログラム ｃコース

若者・女性活躍推進！リスタート支援プログラム ｃコース

国立 茨城県 筑波大学
失業者・転職希望者に寄り添い・サポートしながらライフキャリアとIT能力を醸成するリカレント教育プログラムの開
発・実施事業

ａコース

聴覚障害者のための企業等就職志向プログラム【聴覚プログラム】 ｂコース

“はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧”資格を活用する専門スキル向上プログラム【視覚プログラム】 ｂコース

私立 栃木県 佐野日本大学短期大学 Word・Excel・データ分析 ｃコース

私立 群馬県 高崎商科大学 TUCリカレント「実学 Biz Learning」―就職・転職希望者を対象とした、就業支援プログラム― ｃコース

国立 千葉県 千葉大学 地域密着とICT活用でコロナ禍に打ち勝つ医療・介護スタッフリカレント教育訓練プログラムの開発・実施 ａコース

DX時代におけるビジネスパーソン養成プログラム ａコース

DX時代における児童英語講師養成プログラム ａコース

DX時代のグローバルビジネス“基礎の基礎力”養成講座 ａコース

教育人材養成イノベーションプログラム ａコース

教育人材育成ハイブリッドシステム構築プログラム ｂコース

教育人材高速再生プログラム ｃコース

女性向けのITリカレント教育プログラム ADPISA-F ａコース

「青山・情報システムアーキテクト育成プログラム（ADPISA）」活用によるコロナ禍での就職支援 ｂコース

社会人基礎力向上のための５つのプログラム【Ａコース】 ｂコース

社会人基礎力向上のための５つのプログラム【Ｂコース】 ｂコース

私立 東京都 東京理科大学 DX時代に対応するデジタル人材育成及び就業支援プログラム ｃコース

私立 東京都 社会情報大学院大学 社会情報大学院大学リカレント教育プログラム：ゼロから学ぶ広報・PR実務 ｂコース

「社内クリエイター」養成プログラム ａコース

「社内新規事業開発ディレクター」養成プログラム ｂコース

国立 新潟県 新潟大学
にいがた就職・転職を目指す子育て世帯の主夫・主婦等を対象とした、ホスピタリティ（共感力・対話力）・マーケ
ティング力育成プログラム

ｃコース

国立 福井県 福井大学 産学官金連携による「ふくい型アプレンティス」プログラム（企業ＩＴ人材養成） ａコース

国立 長野県 信州大学 農食福連携による就職・転職支援プログラム ａコース

名古屋大学×資格の大原　ビジネス実践力育成プログラム（会計コース） ｂコース

名古屋大学×資格の大原　ビジネス実践力育成プログラム（PCコース） ｂコース

国立 愛知県 豊橋技術科学大学 ニューファーマーサポートコース ｂコース

私立 愛知県 名古屋商科大学 就職・起業・転職・復職支援のためのMBA入門プログラム ｂコース

地域共生社会における福祉人材確保のための大学リカレント教育推進事業（求職者支援コース） ａコース

地域共生社会における福祉人材確保のための大学リカレント教育推進事業（短期集中コース） ｃコース

採択大学一覧

八戸学院大学私立 青森県

神田外語大学

東京学芸大学

青山学院大学

大正大学

事業構想大学院大学

日本福祉大学

名古屋大学

筑波技術大学国立

私立

国立

私立

私立

私立

国立

私立

東京都

愛知県

愛知県

茨城県

千葉県

東京都

東京都

東京都



設置形態
大学がある
都道府県

大学名 プログラム名 コース

公立 京都府 京都府立医科大学 新型コロナウイルス感染症拡大状況下に対応した潜在保健師・看護師復職支援リカレント教育プログラム ｂコース

女性のための未来をひらく学びと就労支援プログラム ａコース

働く女性のためのブラッシュ・アッププログラム ｂコース

私立 京都府 京都光華女子大学 多様な知識で貢献する次世代ケアワーカー育成プログラム ｂコース

私立 京都府 京都精華大学 リモートワーク時代に活躍する高度なファシリテーション能力を備えた人材育成プログラム ｂコース

リゾート再生プロデュース人材育成プログラム ａコース

ローカルツーリズムプロデューサー人材育成プログラム ｂコース

私立 大阪府 関西医科大学 関医・看護師リカレントスクール「これからの新たな時代に向けた看護実践能力開発コース（感染症対策対応）」 ｂコース

国立 兵庫県 神戸大学 食農ビジネスキャリア形成プログラム ｂコース

私立 兵庫県 園田学園女子大学 育休職場復帰/就職/転職支援/企業「凜としてしなやかに～地域とつながる女性応援～リカレントプログラム」 ｃコース

就職基礎力向上プログラム ａコース

簿記・会計の基礎 ａコース

データサイエンス ｂコース

介護員養成研修 ｂコース

２級建築施工管理技士養成講習 ｂコース

ホスピタリティ講座 ｂコース

国立 島根県 島根大学 島根大学の就農支援リカレント教育による若者の就農希望実現プログラム ｂコース

ソーシャルイノベーションを推進するDX-Ready人材育成プログラム ａコース

農業・動物介在産業における職業実践力育成プログラム ｂコース

私立 徳島県 四国大学 四国大学ICTリテラシー教育プログラム（履修証明プログラム） ｂコース

国立 福岡県 九州工業大学 産業と教育のデジタルトランスフォーメーション化の支援に関する教育プログラム ｃコース

公立 福岡県 北九州市立大学 everiGo-WEB系システム開発プログラマ育成科 ａコース

私立 福岡県 中村学園大学 食MBAベーシックコース ｂコース

国立 佐賀県 佐賀大学 産科・地域母子保健分野の助産師不足・偏在を解決するための潜在助産師のリカレント教育プログラムの開発・実施 ｃコース

ポストコロナの新たなツーリズムをけん引する観光ホスピタリティ・マネジメント人材養成プログラム ａコース

DXにより加速する農商工連携イノベーションに不可欠なドローンビジネス人材養成プログラム ｂコース

地域で進展するスマート農業に不可欠なドローンパイロット人材養成プログラム ｃコース

林業生産の担い手の参入およびキャリアアッププログラムの開発、実践 ｂコース

世界自然遺産登録の好機を生かし、奄美の「環境文化」を付加価値化する先駆的人材の育成 ｃコース

求職支援リカレントプログラム ａコース

職業実践力育成リカレントプログラム ｂコース

採択総数：４０大学６３プログラム

琉球大学

京都女子大学

大阪観光大学

兵庫大学

鹿児島大学

私立

私立

私立

国立

兵庫県

山口県

長崎県

山口大学

鎮西学院大学

京都府

大阪府

鹿児島県

沖縄県

私立

国立

国立



具体的な取組

就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業 令和2年度第3次補正予算額 13億円

背景 課題あああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああ

現在、我が国における非正規の職員・従業員は2,064万人、失業者は224万人（令和2年7～9月期平均、総務省労働力調査）であり、また、新型コロナ
ウイルス感染症の影響による解雇等見込み労働者数は70,242人（令和2年2月4日～11月6日の累積値、厚生労働省調べ）となっている。新型コロナウイルス
感染症の影響により、雇用構造の転換が進展する中で、新たな能力を身に付け、自己のキャリアアップに繋げるために非正規雇用労働者・失業者
への支援が必要。
事業内容

非正規雇用労働者・失業者、希望する就職ができていない若者等の支援と
して、全国の大学等を中心とした連携体制において、即効性があり、かつ質の
高いリカレントプログラムの発掘・開発を行い、オンラインと対面を組み合わせ集
中的に提供する体制を整えることにより、全国のリカレント教育のニーズに応え、
円滑な就職・転職を促す。

選定件数・単価 ： 25箇所 × 約5,000万円

実施大学等（国公私立大学・短大、高専）が他大学、地方公共団体、企業、経済
団体等と連携し、企業や地域の実情に応じたリカレントプログラムを開発・実施するとともに、
オンライン授業等に必要な環境を整備する。また、ハローワーク等と連携し、受講者の就職・
転職支援を行う。

＜プログラムイメージ＞
情報技術、介護・看護、農林水産業、経営、会計、マーケティング、法務、知的財産、起
業・事業承継 等

非正規雇用労働者
失業者

リカレントプログ
ラムの提供

大学等
就職・転職委託

国

大学等を中心に連携し、プログラムを開発・実施

背景・必要性

地方支分部局

企 業

地方公共団体

経済団体

ＮＰＯ
大 学

企 業

ハローワーク

大学等

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に起因する雇用への影
響に関する情報について（厚生労働省調べ）

解雇等見込み労働者数
（人）

（集計時点）

雇用形態別雇用者数

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症関連情報：新型コロナが雇用・就
業・失業に与える影響（独立行政法人労働政策研究・研
修機構ウェブサイトより）

（文部科学省所管）


