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次第 

第１部 能力開発、人材育成に関する支援策についての解説 

（一社）全国産業人能力開発団体連合会 事務局長 坂口 敦 

第２部 キャリア形成促進助成金についての概要および申請方法について 

厚生労働省 職業能力開発局 キャリア形成支援課 

 企業内人材育成支援室 キャリア形成促進係長 勝部 健太郎 様 

第３部 本制度が利用可能な教育訓練メニュー例のご紹介 

株式会社ナガセPCスクール 営業推進部 法人営業グループ 

 マネージャー 木村 由江 様 

株式会社ニチイ学館 東京支社 営業課 

 主任 藤本 隆之様、菅野 夏希様 

2 



第１部 能力開発、人材育成に関する支援策に

ついての解説  
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登壇者 自己紹介 

一般社団法人 全国産業人能力開発団体連合会 事務局長 坂口 敦 

 

1995年～2000年 （株）ニチイ学館 

 通信講座の編集／コールセンター立上げ 等 

2000年～2005年 TAC（株） 

 中小企業診断士講座 マネジャー 

2006年～2012年 IT企業（東証一部） 

 人事部門（人材開発課長、採用推進部長） 

2012年～現在 （株）ニチイ学館 

 COCO塾 事業部次長 

 2013年～ JAD 事務局（出向） 

保有資格 産業カウンセラー、社会保険労務士 
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本日、私がお話したいこと 

企業内の人材育成担当者のお悩み 

→ 社内での予算の獲得が難しい 

– 「効果が見えにくい」と言われてしまう 

– 同じ人事系なら採用の方が予算確保しやすい 

– 年初に確保していても、状況によって期中に削減される 等々 

 

 これらのことを理解した上で、社内の方や経営者に 

対して、人材育成・研修の必要性を訴えるための材料を

ご提供したいと思います。 
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国の職業能力開発施策を理解する上での観点 

大きく以下のように分けて考えることができます。 

 

1. 雇用のセーフティーネットとしての機能 

– 失業者に対するフォロー 

– 非正規労働者に対するフォロー 

2. 生産性の向上、産業力の強化 

– 今後、成長が求められる産業の強化 

– ものづくり分野など、日本が強みを持つ産業の強化 

– 労働力人口の増強、労働者1人あたりの生産性向上 

 

• 助成金の支給申請にあたっても、この観点を踏まえて 

おくことが大切です 
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参考：代表的な助成金の例 

• 雇用調整助成金 

– 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事

業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整

（休業、教育訓練または出向）を実施することによって、従業

員の雇用を維持した場合に助成されます。 

• キャリアアップ助成金 

– 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる

非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進する

ため、これらの取組を実施した事業主に対して助成されます。 

• キャリア形成促進助成金 

– 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働

者に対して職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練

経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です 
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参考：「キャリア形成促進助成金」 

Ⅰ 政策課題対応型訓練 

（１）成長分野等人材育成コース 

（２）グローバル人材育成コース 

（３）育休中・復職後等能力アップコース 

（４）中長期的キャリア形成コース 

（５）若年人材育成コース 

（６）熟練技能育成・承継コース 

（７）認定実習併用職業訓練コース 

（８）自発的職業能力開発コース 

II 一般型訓練（政策課題対応型訓練以外の訓練） 

III 団体等実施型訓練 

IV ものづくり人材育成訓練 
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「雇用のセーフティーネットとしての機能」「生産性の向上、産業力の強化」

の両者に対応する制度となっています。 



参考：助成金の一覧 

• 事業主の方のための雇用関係助成金 

– http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_

roudou/koyou/kyufukin/ 

 

• 雇用関係助成金のご案内 ～雇用の安定のために～ 

【詳細版】 

– http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koy

ouantei.html 

– 冊子版も出ています。 
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現在の方向感 

• 一億総活躍社会の実現（首相官邸） 

– 3本の矢 

「強い経済」「子育て支援」「社会保障」 

→ 生産性革命 （厚生労働省 一億総活躍社会実現本部） 

  → ①人口減少下における労働力の確保 

    ②一人ひとりの労働生産性の向上 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakaihosyou.html?tid=306350 

• 「女性活躍推進法」の成立 

• 「キャリア・コンサルタンティング」の重要性 

– キャリアコンサルタントの国家資格化 
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 職業能力開発が、国策としてこれまで以上に重要視されて

います。 
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能力開発に関する資料集１ 

 厚生労働省 能力開発基本調査 

 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/104-1.html 

掲載されているデータの例： 

実施したＯＦＦ－ＪＴの内容 

 

出典：「平成26年度 能力開発基本調査

P.14」より引用 
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能力開発に関する資料集２ 

• 平成27年度 雇用政策研究会報告書 
– 様々な経済構造、労働力需給構造の変化等の下で予想される雇用問題に関して、効果的な雇用政策の実施

に資するため、学識経験者からなる「雇用政策研究会」を開催し、雇用に関する分析と展望を行うととも

に、総合的な雇用政策のあり方を検討する。  

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000105744.html 
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日本の雇用政策のこれから 

が明示されている資料です。 

次ページのように、添付資料

として、重要な図表も掲載さ

れています。 

 

出典：「平成27年度雇用政策研究

会報告書 概要」P.2より引用 
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出典：「平成27年度雇用政策研究会報告書 参考資料」P.10より引用 



その他参考資料 

• 厚生労働省 労働政策審議会 

– 職業能力開発分科会 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126986 

– 職業安定分科会雇用保険部会 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126980 

 

• （独）労働政策研究・研修機構（JILPT）による調査 

– 企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援

に関する調査 
http://www.jil.go.jp/institute/research/2015/142.html 

– 中小企業の「採用と定着」調査結果―速報版― 
http://www.jil.go.jp/institute/research/2015/141.html 
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全国産業人能力開発団体連合会について  
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• 一般社団法人全国産業人能力開発団体連合会［JAD] は、産業人の能力開発を実施する民

間教育団体が結集し、1987年に設立されました。 

1. 厚生労働省との「職業能力開発」に関する意見交換・連携 

2. 教育訓練給付制度の講座指定申請の支援 

3. JAD優良講座の認定事業および表彰式の開催 

4. 民間教育事業の周知普及・広報活動（ガイドブック、ホームページ等） 

5. セミナー、勉強会の開催 

6. 教育サービスの質向上の活動支援 

• ISO29990、厚生労働省サービスガイドラインに関する情報提供 等 

• TEL：03-3518-2960 （平日9：30～17：30）※祝祭日・年末年始休業除く 

• Mail：info@jad.or.jp 

• URL：http://www.jad.or.jp/ 

• 担当：事務局 坂口・石川 

mailto:info@jad.or.jp
http://www.jad.or.jp/

