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2021年度 事業報告 

 

自：2021年４月 １日 

至：2022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 前澤 由紀子  

副 会 長     北村 俊幸 理  事 加藤 肇 

専務理事 森 信介 理  事 川上 輝之 

理  事 片山 繁載 監  事 ヨシタ ミチコ 

理  事 金井 毅 監  事 坂口 敦 

理  事 浅井 亮太   

 

  ３．理事会開催 

  第１回  ５月 13日、第 ２回 ５月 24日、第３回  ６月 15日、第４回  ７月 30日 

第５回  ９月 ３日、第 ６回 10月 11日、第７回 12月 20日、第８回  １月 25日 

第９回  ３月 28日 

 

４．会員 

        期首       期末 

    正会員      ２２       ２２ 

    準会員       ４        ４ 

    賛助会員      ８        ６ 

        個人会員      １        １ 

    一般会員      １        １ 
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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 2022年２月８日（火） 

・場 所 オンライン開催 

     ・出席者 

      ＜厚生労働省 人材開発統括官＞ 

人材開発統括官 

小林  洋司  人材開発統括官 

岡崎 毅    大臣官房審議官（人材開発担当） 

黒澤  朗    参事官（人材開発総務担当） 

河嶋  正敏  参事官（若年者･キャリア形成支援担当） 

黒田  啓太  政策企画室長 

平川  雅浩  訓練企画室長 

職業安定局 

和田  英人  訓練受講者支援室長補佐 

服部  匡祥  雇用保険課給付係長 

 

＜JAD＞ 

町田 宏子  会長   株式会社町田ひろ子アカデミー 代表取締役社長 

北村  俊幸    副会長  一般財団法人日本医療教育財団 理事長 

ヨシタミチコ  監事   株式会社カラースペース・ワム 代表取締役 

坂口  敦      監事    株式会社Ｇａｂａ 執行役員 

植木  千秋    株式会社日本マンパワー キャリアコンサルティング事業本部 

ＣＤＡ事務局事業開発課 専門部長 

青木  千佳子  ヒューマンアカデミー株式会社 戦略本部 本部長 

柿沼  義久    ＴＡＣ株式会社 運営推進部 部長 

稲垣 信幸  株式会社建築資料研究社 営業本部 雇用支援事業部 次長 

岡田 稔啓  株式会社ユーキャン 事業統括部 教育事業部 課長 

柴田 一也  株式会社ＥＣＣ 外語事業本部 主任 

高橋  徹  一般社団法人全国産業人能力開発団体連合会 事務局長 
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（３）2021年度 能力開発カレッジの企画・開催 

   ①開 催 10月 28日（木）14:00～14：45 オンラインセミナー  

②テーマ 求職者支援訓練の概要と要件の改正状況 

③講  師  高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）本部  

求職者支援訓練部 訓練認定課長 伊藤 丈人 様 

④参加者 38名 

 

（４）2021年度 第２回 能力開発カレッジの企画・開催 

①開 催 11月 15日（月）14：00～14：45 オンラインセミナー  

②テーマ 求職者支援訓練におけるオンライン訓練の新たな取組み 

③講  師  高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）本部  

求職者支援訓練部 訓練認定課 指導係 才雄 龍之介 様 

④参加者 59名 

 

  （５）委員会開催日 

第１回 ３月４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 

①2021年度 上期講座認定 

 新規指定 再指定 合計 

講座数 ０講座 ５講座 ５講座 

②2021年度 下期講座認定 

 新規指定 再指定 合計 

講座数 ０講座 ３講座 ３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 

  ＜2021年 10月指定（第 46版）申請説明会＞ 

・開 催 ４月 16日(金)11:00～12:00  オンライン開催、アーカイブ配信 

・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 髙雄 智彦 様 

        ・参加者 31名（15社） 

  ＜2022年４月指定（第 47版）申請説明会＞ 

・開 催 10月 15日(金) 10:00～11:00 オンライン開催、アーカイブ配信 
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・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 髙雄 智彦 様 

        ・参加者 30名（14社） 

 

②教育訓練給付制度に関する申請書類の調整期間 

   ・2021年 10月指定 2021年 ４月 23日～５月 30日 

・2022年 ４月指定 2021年 10月 22日～11月２日 

 

③教育訓練給付制度事前調整講座 

 ・2021年 10月指定分 

 新規指定 再指定 変更 合計 

講座数 12講座 13講座 2講座 27講座 

     ・2022年４月指定分 

 新規指定 再指定 変更 合計 

講座数 10講座 13講座 5講座 28講座 

 

４．催事・振興委員会 

（１）新年会の企画開催 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために中止とした。 

 

（２）2021年度 第３回 能力開発カレッジ 

  ①開 催 ３月 12日（土）13：30～14：20 オンライン開催 

優良講座優秀者表彰式の受賞者を中心に一般の方を視聴者として実施。 

②題 名 学びの多様化と学び活用の可能性 

③講 師 株式会社カラースペース・ワム 代表取締役 ヨシタミチコ 様（JAD監事）  

④参加者 57名 

 

（３）優良講座 優秀者表彰式 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにオンライン開催とした。 

  ①開 催 ３月 12日（土）13：30～15：00  

  ②概 要 表彰者 57名（優秀賞 29名、奨励賞 28名）当日参加者 34名 

学習体験発表、記念撮影、祝辞。表彰状と記念品贈呈。 

 

（４）委員会開催日 

第１回 12月６日 

 

５．広報委員会 

（１）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 

 

 

（２）メールマガジンの発行 
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 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 22回（特別号含む） 

 

（３）2021年度 能力開発カレッジの企画開催 

①開 催 11月 18日（木）18：30～19：30 オンライン開催  

    ②題 名 ものづくり白書から読み解く人材育成の在り方と民間教育事業者への期待 

    ③講 師 厚生労働省 小林人材開発統括官、黒田政策企画室長 

④参加者 132名 

 

（４）委員会開催日 

  第１回 ３月 14日 

  

６．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 

  

 （１）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「職業訓練サービスの質向上の取組支援事業（令和３～５年度） 

令和３年度運営協議会、認証委員会 委員 

 

（２）審査認定事業への方針検討 

     2021年度より審査認定機関が自走化（民営化）されることが決定していたために、当 

     該事業に対する団体の方針を慎重に検討した。結果として 

     ①厚生労働省の当該事業予算が大きく削減となったこと ②審査機関の採算性が低い 

こと ③今後の制度の動向が不透明であること により、2021年度は審査認定への参 

入を見合わせることが理事会で決定された。引き続き、「職業訓練サービスの質向上 

の取組支援事業（令和３～５年度）」の運営協議会、認証委員会の委員は継続し、当 

該制度の見直しの状況、制度動向などの情報収集に努める。 

  

 


