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２０１８年度 事業報告 

 

 自：２０１８年４月 １日 

 至：２０１９年３月３１日 

 

Ⅰ 概  況 

 

１．事業 (定款第 4 条第 1 項) 

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）社会人の能力開発を目的とする教育サービスの自主規制基準の策定 

（２）前号自主規制基準に適合する教育サービスの認定 

（３）教育サービスの水準の向上を図るための指導及び支援事業 

（４）受講者の習得技能等を適正に評価するための能力評価技法の研究 

（５）社会人の能力開発を促進するための調査研究及び講座等の開発 

（６）社会人の能力開発を促進するための各種出版物の発行、表彰及びセミナー事業 

（７）社会人の能力開発を促進するための相談業務及び情報、資料の収集・提供 

（８）国際的な視野の育成を図るための、能力開発に関する情報収集と分析 

（９）前各号のほか、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

２．役員 

（期末の役員人事） 

会  長      町田 宏子 理  事 金井 毅 

副 会 長     遠藤 由美子 理  事 松本 智行 

専務理事 森 信介 理  事 増田 尚紀 

理  事 浅井 三郎 監  事 ヨシタ ミチコ 

理  事 冨山 俊夫 監  事 片山 繁載 
                         

  ３．理事会開催 

  第１回 ５月１７日、第２回   ５月３０日、第３回 ６月１９日、第４回 ９月１２日、 

第５回 ９月２５日、第６回 １２月  ６日、第７回 １月１７日、第８回 ２月  １日、 

第９回 ３月２５日 

 

４．会員 

        期首       期末 

    正会員      ３０       ２８ 

    準会員       ２        ３ 

    賛助会員     １０        ９ 

 個人会員      １        １ 

 

    ※個人会員は平成２７年度６月９日に新設 
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Ⅱ 活動状況 

各委員会の活動状況 

 

１．総務委員会 

（１）総務、業務両面にわたる事業活動についての討議整理及び理事会への答申。 

 

（２）行政や関係団体との連絡・調整。 

  ①委員の選出状況 

   森 信介 専務理事（総務委員長） 

   ・中央訓練協議会 委員（厚生労働省） 

    なお、各都道府県に設置された地域訓練協議会についても会員教育機関の協力

のもと、委員を選出しています。 

 

  ②厚生労働省 人材開発統括官との意見交換会 

厚生労働省人材開発統括官と職業訓練に係る意見交換会を実施。 

   ・開 催 ２０１９年２月１９日（火） 

・場 所 厚生労働省 人材開発統括官会議室 

     ・出席者 

      ＜厚生労働省 人材開発統括官＞ 

吉本 明子  人材開発統括官 

山田 雅彦  審議官（人材開発担当） 

青山 桂子  参事官（人材開発総務担当） 

相本 浩志  参事官（人材開発政策担当） 

立石 祐子 人材開発政策担当参事官室 政策企画室長 

伊藤 正史  参事官（若年者・キャリア形成支援担当） 

松瀬 貴裕 若年者・キャリア形成支援担当参事官室 キャリア形成支援室長 

 

＜JAD＞ 

町田 宏子 JAD 会長 （株）町田ひろ子アカデミー 代表取締役社長 

片山 繁載 JAD 監事（株）日本マンパワー 取締役 

      島崎 貴之 （株）ユーキャン 教育事業部 講座企画部 企画２課 課長 

藤原 正人 （株）ECC 業務サポート総務 顧問  

      深谷 利久 （株）建築資料研究社 雇用支援事業部 部長 

高橋   徹 （一社）全国産業人能力開発団体連合会  事務局長 

    田野倉宗利（一社）全国産業人能力開発団体連合会  事務局課長 

 

（３）２０１８年度 第２回 能力開発カレッジの企画開催 

①開 催 ２０１８年１０月２７日（土） 東京ウィメンズプラザ 会議室 

②題 名 タイプ別キャリアプランケーススタディ 

③講 師 東京工科大学 デザイン学部 デザイン学科 特任講師 野条 美貴 様 

 ④参加者 １６名 

 

（４）厚生行政セミナー 

  ①開 催 ２０１８年６月１９日（火） 中野サンプラザ 
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  ②題 名 人材開発行政の今後の展開 

  ③講 師 厚生労働省 人材開発統括官 安藤 よし子  様 

  ④参加者 ４１名 

 

（５）人材育成助成金セミナー 

  ①開 催 ２０１８年１１月１４日（水） 中野サンプラザ 

  ②題 名 人材開発支援助成金制度、教育訓練給付金制度 

  ③講 師 厚生労働省 人材開発統括官付 若年者・キャリア形成支援担当参事官付

企業内人材開発支援室長補佐 森岡 巨博  様 

              全国産業人能力開発団体連合会 事務局長 高橋 徹 

    ④参加者 ３４名 

 

（６）新規事業の検討 

   厚生労働省委託事業 平成３０年度公的職業訓練に関する職業訓練サービスガイ 

   ドライン適合事業所認定 審査認定のための事業に関わる事業実施体制の検討。  

   

（７）委員会開催日 

第１回 ４月２４日、第２回 ７月２５日、第３回 １１月２９日、 

第４回 ３月１４日 

 

 ２．審査・認定委員会 

 （１）ISO/TC232国内審議委員会への参画。 

＜委員の選出状況＞ 

    ①町田宏子 会長 

・ISO/TC232国内審議委員会 専門委員 

     

（２）優良講座の審査 

①２０１８年度 上期講座認定 

 新規指定 再指定 合計 

講座数 ０講座 ８講座 ８講座 

②２０１８年度 下期講座認定 

 新規指定 再指定 合計 

講座数 １講座 ５講座 ６講座 

 

３．審査・認定委員会 講座審査部会 

（１）教育訓練給付制度に関する情報収集を行い、会員に提供するとともに、説明会の   

開催及び申請書類の事前調整を実施。 

①教育訓練給付制度指定講座の申請説明会 

  ＜２０１８年１０月指定（第４０版）申請説明会＞ 

・開催日 ２０１８年４月１１日（水） 

・講 師 厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室   

中長期的キャリア形成支援係長 北里 尚寿 様 
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          中長期的キャリア形成支援係  新元 大樹 様 

中長期的キャリア形成支援係  藤井 淳史  様 

・参加者 ２９名（１４団体） 

 

  ＜２０１９年４月指定（第４１版）申請説明会＞ 

・開催日 ２０１８年１０月５日（金）於 

・講 師 厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室   

中長期的キャリア形成支援係長 北里 尚寿 様 

          中長期的キャリア形成支援係  新元 大樹 様 

中長期的キャリア形成支援係  藤井 淳史  様 

・参加者 ２６名（１７団体） 

 

②教育訓練給付制度に関する申請書類の調整期間 

   ・２０１８年１０月指定 ２０１８年 ５月 １日～ ５月１１日 

・２０１９年 ４月指定 ２０１８年１０月２４日～１１月 ２日 

 

③教育訓練給付制度事前調整講座 

 ・２０１８年１０月指定分 

 新規指定 再指定 変更 合計 

講座数 ９講座 １７講座 ４講座 ３０講座 

     ・２０１９年４月指定分 

 新規指定 再指定 変更 合計 

講座数 １３講座 １４講座 ３０講座 ５７講座 

 

４．催事・振興委員会 

（１）新年会の企画開催 

  ①開催日  ２０１９年１月１７日（木）於：中野サンプラザ 

  ②参加者  ４６名 

 

（２）第３回キャリア形成支援シンポジウムの企画開催 

  ①開催日時 ２０１９年３月２日（土）１３：１５～１６：４５ 

  ②会 場  中野サンプラザ  

  ③参加者  ９９名 

  ④来 賓  厚生労働省人材開発統括官人材開発政策担当参事官 相本 浩志 様 

        東京工科大学デザイン学部デザイン学科特任講師 野条 美貴 様  

  ⑤次 第  第一部 第３回能力開発カレッジ 

        第二部 優良講座優秀者表彰式 

        第三部 交流会 

          

（３）２０１８年度 第３回 能力開発カレッジの企画開催（第一部） 

①題 名  資格を活かしていきいきとした人生を送ろう！ 

②講 師  東京工科大学デザイン学部デザイン学科特任講師 野条 美貴 様 

③参加者  ９９名 
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（４）優良講座 優秀者表彰式の企画開催（第二部） 

①概 要  表彰状授与、体験発表（優秀賞 各２名）、写真撮影、交流会 

②表彰者  ４９名（優秀賞４２名 奨励賞７名） 

 

（５）交流会（第三部）  

  ①概 要  表彰者、会員、来賓、弊会役員との歓談、交流   

  ②参加者  ９０名 

 

（６）委員会開催日 

第１回 ８月３０日、第２回 １０月１８日、第３回 ２月１２日、 

第４回 ３月１８日 

 

５．広報委員会 

（１）ガイドブック『キャリア・ナビゲーター』２０１９年度版の制作及び配布 

①主な配布先 ハローワーク、地方労働局、大学・短期大学、地方自治体、 

男女共同参画施設、企業の人事担当者、士業およびキャリアコンサ

ルタント、個人 

②発行部数  １０，０００部 

 

（２）ホームページでの会員ＰＲ広告の実施 

  ・ホームページでの講座掲載 

  ・ＪＡＤ公式 Facebookページの運用 

 

（３）メールマガジンの発行 

 ①会員向けメールマガジン「JAD マガジン」 

・内 容  公的制度や JAD の活動に関する情報を中心に発信 

  ・発行回数 ２０回（特別号含む） 

 

（４）２０１８年度 第１回 能力開発カレッジの企画・開催 

①開催日時 ２０１８年７月４日（水）於：東京国際フォーラム 

②題 名 ミドル・シニア世代の活躍を促すには  

～６５歳定年制度導入から１０年で見出した課題と改善策～ 

③登壇者 

・法政大学 大学院 政策創造研究科 教授 石山 恒貴 様 

・サトーホールディングス株式会社 執行役員最高人財責任者 江上 茂樹 様 

④参加者１１２名 

 

（５）委員会開催日 

  第１回 ６月２８日、第２回 ８月２４日、第３回 １１月１６日、 

第４回 ２月２２日 

 

６．ガイドライン審査委員会 

 （１）審査認定機関の受託 

    「平成３０年度公的職業訓練に関する職業訓練サービスガイドライン適合事業所 
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認定」審査認定のための事業を受託 

  

（２）ガイドライン審査委員会の発足 

公的職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定における審査認定機関とし 

て、適正な審査の維持向上のための取組みを行う。 

  

（３）委員会開催日 

    第１回 １０月１０日、第２回 １月２２日、第３回 ２月１５日   

   

（４）教育サービスの質向上に関わる協議会等への参画 

①高橋徹 事務局長   

・厚生労働省委託事業「公的職業訓練に関する職業訓練サービスガイドライン適

合事業所認定」推進のための事業（平成３０～３２年度） 

平成３０年度運営協議会 委員 

 平成３０年度認証委員会 委員 

 

７．ガイドライン適合事業所認定 審査認定のための事業 

 （１）事業概要 

①契約期間 

 ２０１８年７月２０日から２０１９年３月２９日 

②事業概要 

審査認定機関に登録する審査員が 2人一組となり、受査事業所の業務運用が職業 

訓練サービスガイドラインの指針に適合しているかを審査するものであり、審査 

申請の要件は、審査を受ける事業所が行うガイドラインの自己診断結果が、58 

項目全て◎（できている）評価であること。審査は受査事業所の自己診断結果を、 

受査事業所から提出されたエビデンスをもって確認、評価する書類審査と審査員 

が受査事業所に出向き、実地確認を行う現地審査で構成される。審査結果は、JAD 

の運営協議会での審議を経て、第三者で構成された認証委員会で確定する。 

・JADは、第二区分「資格取得や技能習得を目的とした職業訓練に精通している機 

関」として当該審査を実施した。 

    ・審査に関する問合せ開始 ２０１８年  ９月１８日（火） 

     審査申請受付開始    ２０１８年１０月 １日（月） 

     審査申請受付終了    ２０１８年１１月３０日（金） 

     審査申請受付終了延長  ２０１８年１２月１５日（金） 

   ③審査認定  

    １６事業所からの申請受付、適合１２事業所 

 

（２）会議、研修 

   ①ガイドライン審査委員会 

    上記６ 

   ②審査認定機関運営協議会  

    審査認定機関で取り纏めた審査結果の審議 
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    第１回 １０月２３日、第２回 １月２２日、第３回 ２月２７日、 

第４回   ３月  １日 

      ③審査員関係研修、会議 

    １）審査員養成研修 

     第２回   ９月２７日 １０名、第３回 １０月２９日 ９名、 

第４回 １２月２６日   ３名 

    ２）内部監査員研修（ISO29990内部監査員養成）  

      １１月３日、１１月４日  ３名 

    ３）審査技術向上研修（審査の技術向上） 

      １１月５日 ９名 

    ４）合同審査会議（審査基準の標準化） 

      １１月２１日 ４名、１月２９日 ３名 

   ④厚生労働省定例会議（審査進捗共有と審査認定機関の運営に関する会議） 

         ８月２８日、９月１３日、１０月１１日、１１月１日、１１月２２日、      

１２月１８日、１月１０日、 １月３１日、２月２５日、 ３月１９日   

    

 

 

 


