
平成２７年度 事業報告 

 

自：平成２７年４月１日 

至：平成２８年３月３１日 

 

１  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     齊藤 正俊 理  事 金井 毅 

副 会 長    浅井 三郎 理  事 大橋 廣司 

副 会 長  町田 宏子 理  事 松本 智行 

専務理事 森 信介 監  事 ヨシタ ミチコ 

理  事 冨山 俊夫 監  事 片山 繁載 

理  事 遠藤 由美子   

 

                         

 （３）理事会開催 

５月１１日、６月９日、９月４日、１２月３日、１月１９日、３月２３日 

 

（４）会員 

             期首       期末 

    正会員      ３３       ３４ 

    準会員       ２        ２ 

    賛助会員     １１       １１ 

 個人会員      －        １ 

 

    ※個人会員は平成２７年度６月９日に新設 

 



２ 活動状況 

各委員会の活動状況 

 

●総務委員会 

１．全国産業人能力開発団体連合会（以下、JAD）の総務、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 職業能力開発局との意見交換会 

厚生労働省職業能力開発局と職業訓練に係る意見交換会を実施。 

   ・日時 平成２７年８月１０日（月） 

・場所 厚生労働省 職業能力開発局長室 

     ・出席者 

      ＜厚生労働省 職業能力開発局＞ 

宮川晃 職業能力開発局長  

吉永和生 総務課長 

伊藤正史 育成支援課長 

稲原俊浩 総務課 基盤整備室長 

藤浪竜哉 育成支援課 キャリア形成支援室長 

藤井剛 能力開発課長補佐 

松浦直行 実習併用職業訓練推進室長補佐  

 

＜JAD＞ 

（株）町田ひろ子アカデミー 町田宏子 代表取締役社長（JAD 副会長） 

（株）ニチイ学館 森信介 専務取締役（JAD 専務理事） 

（株）日本マンパワー 片山繁載 取締役（JAD 監事） 

（株）日本創芸教育 浅井亮太 代表取締役社長（JAD 総務委員） 

（株）ニチイ学館 第二事業部 後藤英樹 部長代理（JAD 総務委員） 

ＴＡＣ（株） 通信教育部  仁木康尋 部長 

（株）ユーキャン 講座企画 1 部 初野正幸 部長 

（株）ユーキャン 講座企画 1 部 尾尻秀樹 主任 

（一社）全国産業人能力開発団体連合会 坂口敦 事務局長  

 

  ③厚生労働省 職業能力開発局による会員企業視察 

厚生労働省 職業能力開発局 課長級による会員企業の教育訓練給付制度指定対

象講座の視察を実施。（平成２７年１２月１日（火）・５日（土）・８日（火）） 

・ECC 外語学院 新宿本校 

・ニューヨーク大学プロフェッショナル学部 ALI 東京本校  



・日本マンパワー 東京本校【中小企業診断士 登録養成課程】 

 

３．平成２７年度 第２回 能力開発カレッジの企画開催。 

①開催日時 平成２７年１１月６日（金）於：東京ウィメンズプラザ 第二会議室 

②題名 働く女性が「キャリアコンサルタント」を上手に活用する方法 

③講師 株式会社キャリアバランス 代表取締役 弓ちひろ 様 

 ④参加者 ６１名 

 

４．民間教育サービスを考える会（勉強会）の企画・開催。 

＜第７回 民間教育サービスを考える会＞ 

①開催日時 平成２７年９月９日（水）於：ＴＫＰ神田駅前ビジネスセンター 

②題名 「マイナンバー制度に関する講習会」 

③講師 七田総合研究所 代表 七田 亘 様（社会保険労務士・中小企業診断士） 

④参加者数 ４８名 

 

＜第８回 民間教育サービスを考える会＞ 

①開催日時 平成２８年１月２５日（月）於：ＫＭ駿河台ビル  

②題名 「企業内キャリア形成・人材育成のこれから 

～キャリア形成促進助成金（厚生労働省）の活用方法への理解から～」 

③講師 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 

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 

ＪＡＤ事務局長 坂口敦 

④参加者数 ７０名 

 

＜第９回 民間教育サービスを考える会＞ 

①開催日時 平成２８年３月２５日（金）於：ＮＯＦ駿河台プラザビル 

②題名 いまさら聞けない「ストレスチェック制度」のポイントをお伝えします 

③講師 株式会社フィスメック 代表取締役社長 小出建 様 

④参加者数：１２名 

 

５．慶應義塾大学への研究協力によるクーポン券「学び応援チケット」発行の企画。 

慶應義塾大学経済研究所による研究協力の一環として、JAD 共通クーポン券「学び

応援チケット」を発行した。 

①研究内容について 

 ・研究内容：初等中等教育での教育投資や学力が若年期の学習意欲・就業・所得に

与える影響の実証研究 

・研究代表者：慶應義塾大学 経済学部 赤林英夫教授 

・日本学術振興会「先導的人文・社会科学研究推進事業―実社会対応プログラム」

の１つとして採択。 

②協力内容について 

・バウチャー制度の実証実験の一環として、JAD 共通クーポン券「学び応援チケ

ット」を発行。JAD 会員 11 社が参画。 



 

６．委員会開催日 

４月２７日、７月９日、１１月１８日、２月２４日 

  

●審査・認定委員会 

 １．ISO/TC232 国内審議委員会をはじめとした教育訓練サービスの質に関する検討会で

の積極的な提言。 

＜委員の選出状況＞ 

    ①町田宏子 副会長 

・ISO/TC232 国内審議委員会 専門委員 

    ②ＪＡＤ事務局（坂口） 

・民間教育訓練機関に対する質保証の取組支援の実施事業（厚生労働省委託事業） 

ガイドライン活用促進検討協議会 委員 

・ｅラーニング等を活用した離職者訓練検討委員会 委員（職業能力開発総合大

学校） 

 

２．優良講座の審査 

・優良講座の講座認定。 

◆ 平成２６年度 上期認定 

 新規指定 再指定 合計 

講座数 １講座 １２講座 １３講座 

◆ 平成２６年度 下期認定 

 新規指定 再指定 合計 

講座数 ０講座 ５講座 ５講座 

 

３．入会に関する審査。 

・平成２７年度の新規入会会員  

正会員 株式会社賞状書士センター 

個人会員 株式会社 Sol La Chick 

   ・平成２８年度の新規入会会員 

     準会員 株式会社フィスメック 

賛助会員 株式会社マクビーカタガイ 

  賛助会員 株式会社エコ企画 

  個人会員 トーリーコミュニケーションズ株式会社 

  特別会員 石山恒貴（法政大学大学院 教授） 

 

●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 

  ＜平成２７年１０月指定（第３４版）申請説明会＞ 

・開催日 ４月１０日（金）於：KM 駿河台ビル 



・講師 厚生労働省職業能力開発局 育成支援課 係長 伊藤研一 様 

    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部 

求職者支援第二課 課長代理 矢ヶ崎啓子 様 

※求職者支援訓練、ガイドライン研修に関する案内を実施 

・参加者  ２８名（１４団体） 

  ＜平成２８年４月指定（第３５版）申請説明会＞ 

・開催日 １０月５日（月）於：KM 駿河台ビル 

・講師 厚生労働省職業能力開発局 育成支援課 係長 伊藤研一 様 

・参加者 ３１名（１９団体） 

 

②教育訓練給付制度に関する申請書類の調整期間 

   ・平成２７年１０月指定 平成２７年４月２２日～５月８日 

・平成２８年 ４月指定 平成２７年１１月５日～１１月２０日 

 

③教育訓練給付制度事前調整講座 

◆ 平成２７年１０月指定分 

 新規指定 再指定 変更 合計 

講座数 １２講座 １２講座 １９講座 ４３講座 

    ◆ 平成２８年４月指定分 

 新規指定 再指定 変更 合計 

講座数 １４講座 ８講座 １９講座 ４１講座 

 

●催事・振興委員会 

１．新年賀詞交歓会の企画開催。 

  ①開催日時 平成２８年１月１９日（火）於：中野サンプラザ 

  ②参加者  ８０名（うち来賓９名） 

 

２．平成２７年度 第３回 能力開発カレッジの企画開催 

①開催日時 平成２８年１月１９日（火）於：中野サンプラザ 

②題名   資格を活かしてもっと輝こう！ 

～成功するマインドの磨き方、教えます～ 

③講師   株式会社あきない総合研究所 代表取締役 吉田雅紀 様 

株式会社アジア・ひと・しくみ研究所 代表取締役 新井健一 様 

④参加者  ２５名 

 

３．優良講座 優秀者表彰式の企画開催 

①開催日時 平成２８年２月２７日（土）於：中野サンプラザ 

②概要   表彰状授与、体験発表（優秀賞・奨励賞 各１名）、写真撮影、祝賀会 

③表彰者  ５９名（優秀賞４１名 奨励賞１８名） 

 

４．委員会開催日 

９月１７日、１２月１５日、２月１２日、３月９日 

 



●広報委員会 

１．ガイドブック『キャリア・ナビゲーター』２０１６年度版の作成及び配布。 

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、 

男女共同参加施設、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。 

  ・ 平成２８年１月１５日に大幅リニューアルを実施。 

・ＪＡＤ公式 Facebook ページの立上げ。 

 

３．メールマガジンの発行。 

 ①一般向けメールマガジン「なるほど実感！プロから学ぶ資格取得のあれこれ」 

  ・内容  会員教育団体や JAD の活動を通して民間教育訓練サービスの重要性や

素晴らしさを訴えるための情報を発信。 

 ・発行回数 ２回 

  ※平成２８年３月に大幅リニューアル（配信内容及び配信システムの変更） 

②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 ４６回（特別号含む） 

 

４．平成２７年度 第１回 能力開発カレッジの企画・開催。 

①開催日時 平成２７年７月１６日（木）於：東京国際フーラム 

②題名 女性のキャリアデザインを考える 

～J.P.モルガンにおける女性活躍イニシアチブから～ 

③講師 

【パネリスト】 

・アリソン ・バーチ 様（Alison Sayre Birch）（J.P.モルガン人事部長） 

【モデレーター】 

・日本経済新聞社 人材教育事業局 研修事業部 企画委員 小出由三 様 

④参加者 １４１名 

 

５．ＪＡＤ会員企業 マーケティング 担当者ミーティングの開催 

①開催日時 平成２７年１０月７日 於：ＫＭ駿河台ビル 

②内容 

・特別講演 メディア定点調査 2015 から見える、 次のマーケティングのヒント 

講師 博報堂 DY メディアパートナーズ メディア環境研究所 上席研究員 

新美妙子 様 

     ・マーケティング企画ワークショップ 

ファシリテーター：ＪＡＤ事務局長 坂口 

  ③参加者 ２５名 

 

６．委員会開催日 

 ４月１３日、６月２６日、８月２６日、１１月１３日、１月１３日、３月４日


