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２０２０年度 事業計画 

１．重点課題 

一般社団法人全国産業人能力開発団体連合会（以下、JAD）は民間教育訓練サービスの質の

向上に係る活動を推進するとともに、信頼のおける民間教育訓練サービスを広く社会にアピー

ルし、民間教育産業の健全な発展に寄与する事を設立の趣旨としている。 

人生１００年時代を迎え、生涯にわたる主体的なキャリア形成の重要性が増すなか、民間教

育機関の果たす役割は大きく、その民間教育機関が結集した JAD に求められる社会的使命は

非常に大きいと考える。 

その社会的使命を果たすためには、民間教育機関の提供するサービスの信頼性の確保に資す

る活動をより一層充実するとともに、民間教育訓練サービスの重要性や利便性等を強く社会に

アピールすることが必要であるため、下記を２０２０年度の重点課題とし、事業を推進する。 

 

（１）事業内容の充実 

分野にとらわれない多様な民間教育機関が加盟する JAD の特性を活かし、会員教育機

関同士が相互理解を深め・高め合い・連携し、広く一般の方々へより質の高い教育サービ

スを提供することが重要であると考える。そのために、能力開発カレッジ等のセミナー事

業に加え、教育訓練給付制度に関する支援事業の拡充など、事業内容の充実を図る。 

 

（２）民間教育訓練機関におけるサービスの質向上への取組み 

厚生労働省が策定した『民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン』

（以下、ガイドライン）の普及、定着のための事業を関係機関と連携を図り積極的に展開

し、民間教育機関のサービスの質向上への取組を推進し、信頼性の確保を図る。 

 

（３）民間教育訓練サービスの周知普及 

生涯にわたる主体的なキャリア形成において、重要なファクターである民間教育サービ

スの重要性や多様な学びを提供する等の利便性を広く一般に訴えるため、ガイドブック『キ

ャリア・ナビゲーター』の無料配布や、ホームページを中心に Web を活用した広報活動

を積極的に推進し、広く一般に対し適切な情報発信を行い、周知普及を図る。 

 

（４）女性活躍推進への取組み 

 昨年に引き続き、子育て中の女性の社会復帰、復職支援を JADの社会貢献事業に置付 

け、当該取組みに賛同する会員の協力を得て実施する。 

    

２．事業計画の概要 

計画する事業については、新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる政府方針、自治体方針、お

よび社会情勢を踏まえて、実施できるか、否か、また実施する場合はその方法を検討する。 

 

（１）実施事業 

①セミナー事業（主に担当する組織：総務委員会、広報委員会、催事・振興委員会） 

教育サービスの質向上への取組みやキャリア形成、人材育成に関わるセミナー（能力 

開発カレッジ）を開催する。 
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②民間教育訓練サービスの周知普及事業（主に担当する組織：広報委員会） 

１）ガイドブックの配布による周知普及事業 

広く一般の方々が活用できるキャリア形成支援ツールとして、キャリア形成に関す

る様々な情報を掲載したガイドブック『キャリア・ナビゲーター』を作成し、全国の

大学・短大、ハローワーク、男女共同参画施設及び一般の希望者などへ無料配布する。 

 

２）Web を活用した周知普及事業 

JAD のホームページから、広く一般の方々に向けたキャリア形成支援に関する情

報や、主に民間教育機関に向けた教育サービスの質の維持向上にかかわる情報を発信

する。また、上記情報をより効率的に実施するため、メールマガジンの配信および

Facebook ページの運営を行う。 

 

（２）その他事業 

①優良講座認定事業（主に担当する組織：審査・認定委員会、催事・振興委員会） 

１）優良講座認定事業 

民間教育機関の提供する教育訓練サービスの質の向上のため、申請を受けた講座を

規定・基準をもとに審査認定する。 

 

２）優良講座優秀者表彰事業 

      生涯にわたる能力開発振興のため、JADが認定した「優良講座」を優秀な成績で修

了された方、及び「優良講座」を修了後、その学習の成果を職場やボランティア等の

実生活の場で活用されていると認められる方を教育機関の推薦をもとに選考し表彰

する。表彰式、及び表彰者との交流会は、キャリア形成支援シンポジウムの第二部、

第三部として開催する。 

 

②教育訓練給付制度に関する事前調整事業 

（主に担当する組織：審査・認定委員会講座審査部会） 

教育訓練給付制度における指定申請について、加盟教育機関に対し申請書類の事前調 

整を行うとともに、申請時期毎に指定を受けるためのポイント等に関する説明会を開催 

する。 

 

③厚労省ガイドライン等の教育訓練サービスの質向上の取組等の普及、定着支援事業 

（主に担当する組織：ガイドライン審査委員会） 

民間教育機関の提供する教育訓練サービスの質を維持・向上させるため、国際規格を

踏まえて策定された厚労省職業訓練サービスガイドライン等の普及、定着の推進を図る

ために、２０１８年度、２０１９年度に引き続き「職業訓練サービスガイドライン適合

事業所認定」の審査認定のための事業の受託を目指す。受託後は、審査認定機関として

ガイドライン適合事業所認定の周知活動や審査などを通じて厚生労働省のガイドライン

の普及に取組む。 

   

  ④HOME STUDY 事業 （JAD WOMEN'S COLLEGE FOR HOME STUDY） 

                           （主に担当する組織：広報委員会） 

     子育て中の女性に向けた資格取得、技能習得に資する通信講座を、奨学特典付きで提 
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供し、自宅での学びを応援する『JAD WOMEN'S COLLEGE FOR HOME STUDY』 

を展開する。奨学特典付き通信教育講座は、会員企業の協賛を得て提供する。 

 

３．各委員会活動計画 

（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その討議を整理し、理事会へ答申するシン

クタンクの役割を担う。 

②行政や関係団体との連携・調整を行う。 

③会員教育機関相互のコミュニケーションの場や勉強会の機会をつくり、JAD の活性化

及び入会促進に努力する。 

④入会申請のあった法人の提出書類に関する事前調整を行う。 

 

（２）審査・認定委員会 

①厚労省ガイドラインの普及・定着及び国際規格取得支援への取り組み 

 ・国際規格を踏まえた厚労省ガイドラインの普及・定着を支援する取組みを関係機関と

連携し、積極的に実施する。 

 ②優良講座認定事業 

・優良講座の審査を実施する。 

・優良講座のあり方を検討し、その拡大や内容の充実を図る。 

③国際規格への対応 

・国内審議委員会関係者との積極的な交流を通して情報収集を行う。 

・国内審議委員会に対し積極的な提言を行う。 

 

（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事業 

・教育訓練給付制度に関する情報収集を行い、会員にいち早く提供するとともに、説明

会や相談の場を設ける。 

・会員教育機関の依頼により、教育訓練給付制度における申請書類の事前調整を実施す

る。 

 

（４）催事・振興委員会 

①セミナー事業 

・JAD主催のセミナー「能力開発カレッジ」を企画・運営する。また、そのために、総

務委員会・広報委員会との連携を図る。 

・キャリア形成支援シンポジウムの企画運営を行う。 

②優良講座優秀者表彰 

・優良講座優秀者表彰式典の趣旨の理解促進を図り、参加会員と表彰者の推薦者数の増

加を図る。 

・キャリア形成支援シンポジウム第二部の表彰式を企画、運営する。 

 

（５）広報委員会 

①女性活躍推進への取組み 

 ・子育て中の女性の社会復帰、復職のための支援の取組みである「JAD WOMEN'S  

COLLEGE FOR HOME STUDY」の広報戦略、及び運用計画の立案、実施。 
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    ・2019年度事業の受講生に対する受講フォロー、及ぶアンケートによる情報収集 

    ・2020年度事業の協賛会員募集、及び奨学特典の提供依頼 

    ・2020年度事業の事業広報活動、及び受講生募集活動の実施 

②ガイドブックの作成及び配布 

・キャリア形成支援に資するよう、主なターゲットや編集方針等を検討、制作する。 

・ガイドブックの有効な配布先及び広報を検討する。 

③ホームページの実践的活用 

・ホームページの情報更新を適切に行い、JADの事業活動を積極的に周知する。 

・ガイドブック、Web及び各事業の特性を再検討し、より効果の高い情報体系を構築す

る。 

・Facebookの運営も行い、ホームページと連動した情報発信を引続き検討、実施する。 

④メールマガジンの作成及び配信 

・キャリア形成支援に係る情報や職業能力開発政策等の行政動向、またイベント情報等

の JAD の活動に関する情報を、月１回定期的に配信する。 

・会員にはメールマガジンの形式に関わらず、必要に応じて情報を配信する。 

 

（６）ガイドライン審査委員会 

  ①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の受託   

   ・２０１８年度、２０１９年度の審査認定機関としての実績をもとに、２０２０年度の 

審査認定機関の受託を目指す。 

   ②適正な審査の維持向上のための取組み 

    ・審査員研修の強化と主任審査員の養成 

   ③職業訓練サービスガイドラインの普及、定着への取組み 

    ・職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定に対する説明会、個別相談などの 

実施することで、ガードラインの普及、定着に努める。 

   ④円滑な審査体制の構築 

    ・審査事務局体制強化と審査関連業務の効率化、審査員との情報共有方法等を標準化、 

合理化し、円滑な業務推進を実現する。 
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４． ２０２０年度 主要活動計画（案） 

 

上半期 

月   主要行事 
理事会及び 

各委員会活動 
広報活動 

４月 

上旬 

 教育訓練給付説明会 

（2020年 10月指定） 

開催中止 

 講座審査部会 メールマガジン発行 

中旬  
  

下旬 教育訓練給付 事前調整 
 

 

５月 

上旬 教育訓練給付 事前調整 審査・認定委員会 メールマガジン発行 

中旬  理事会 
 

下旬 
 

   

６月 

上旬  
 

メールマガジン発行 

中旬 
 第３７回通常総会 

 懇親会 開催中止 
理事会 

 

下旬 
 

広報委員会  

７月 

上旬 
  

メールマガジン発行 

中旬  第 1回能力開発カレッジ 
  

下旬   総務委員会  

８月 

上旬 
ガイドライン適合事業所

認定申請受付、審査開始  
メールマガジン発行 

中旬   広報委員会 
 

下旬   催事・振興委員会  

９月 

上旬 
  

メールマガジン発行 

中旬   理事会 
 

下旬 
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下半期 

月   主要行事 
理事会及び 

各委員会活動 
広報活動 

10 月 

上旬 
教育訓練給付説明会 

（2021年 4 月指定）  
メールマガジン発行 

中旬 
 

催事・振興委員会 

ガイドライン審査委員会  

下旬 教育訓練給付事前調整 講座審査部会  

11 月 

上旬 第 2 回能力開発カレッジ  メールマガジン発行 

中旬  
審査・認定委員会 

広報委員会  

下旬  
総務委員会 

理事会 
 

12 月 

上旬 
 

ガイドライン審査委員会 メールマガジン発行 

中旬 表彰対象者審査 
 

 

下旬   
 

キャリア・ナビゲーター発

行 

１月 

上旬 新年会 
 

メールマガジン発行 

中旬 
 

理事会 

  

下旬   ガイドライン審査委員会  

２月 

上旬   催事・振興委員会 メールマガジン発行 

中旬 
厚生労働省との 

意見交換会 

広報委員会 

  

下旬 
 

ガイドライン審査委員会  

３月 

上旬 
第３回能開カレッジ、 

優良講座優秀者表彰式 

 

 
メールマガジン発行 

中旬 
ガイドライン適合事業所

認定審査終了 

催事・振興委員会 

総務委員会 

 
 

下旬   
理事会 

 
 

 

２０１９年度 予算表 


