
 

 

平成２９年度 事業報告 

 

自：平成２９年４月１日 

至：平成３０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      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 

  ５月９日、５月１９日、６月２０日、９月７日、１１月２９日、１２月１５日、 

１月１７日、２月９日、３月６日、３月１５日 

 

（４）会員 

             期首       期末 

    正会員      ３０       ３０ 

    準会員       ２        ２ 

    賛助会員     １０       １０ 

 個人会員      １        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 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。 

   ・日 時 平成３０年２月２１日（水） 

・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＞ 

安藤 よし子 人材開発統括官 

和田 純一   審議官（人材開発担当） 

志村 幸久   参事官（人材開発総務担当） 

波積 大樹   参事官（人材開発政策担当） 

伊藤 正史   参事官（若年者・キャリア形成支援担当） 

日髙 幸哉   キャリア形成支援室長補佐  

＜JAD＞ 

（株）町田ひろ子アカデミー  町田 宏子 代表取締役社長（JAD 会長） 

（株）ニチイ学館  森 信介 代表取締役社長（JAD 専務理事） 

TAC（株） 仁木 康尋 運営推進部 部長 

（株）ユーキャン  初野 正幸 教育事業部 講座企画部 部長 

（株）日本マンパワー  植木 千秋 キャリアコンサルタント事業推進部 

CDA 事務局講座推進課 専門部長 

(一社)輸入住宅産業協会 橋本 道明 事務局次長 

（一社）全国産業人能力開発団体連合会  高橋 徹 事務局長 

   

３．平成２９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２９年１０月２７日（金）於：東京ウィメンズプラザ 会議室 

②題 名 資格を活かした私らしいキャリアの築き方 

③講 師 Career Park 代表 根本 暁美 様 

 ④参加者 ２３名 

 

４．公益目的支出計画の変更 

  ①公的目的出計画の完了予定年月日を平成３０年３月３１日から平成３３年３月



 

 

３１日に変更する申請を内閣府に提出 

  ②平成２９年１１月２７日に内閣府より許可 

 

５．新規事業の検討 

  厚生労働省の職業訓練サービスガイドラインの関わる新規事業の検討 

 

６．委員会開催日 

４月２７日、８月２日、１１月２１日、２月２７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 会長 

・ISO/TC232国内審議委員会 専門委員 

    ②高橋徹 事務局長 

・平成２９年度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）」マーク付与制度検討協議会 委員 

・「中高年就職支援訓練プログラムの開発及び検証実施に関する調査・研究」  

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２９年度 上期認定 

 新規指定 再指定 合計 

講座数 ３講座 １２講座 １５講座 

◆ 平成２９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 

 

●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２９年１０月指定（第３８版）申請説明会＞ 

・開催日 ４月２５日（火）於：KM 駿河台ビル 

・講 師 厚生労働省職業能力開発局  

キャリア形成支援課 係長 北里 尚寿 様 

           キャリア形成支援課    新元 大樹 様 

     キャリア形成支援課    守安 薫 様 

・参加者 ３０名（１９団体） 

 



 

 

  ＜平成３０年４月指定（第３９版）申請説明会＞ 

・開催日 １０月１３日（金）於：NMF 駿河台ビル 

・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 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        守安 薫  様 

・参加者 ２９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 

   ・平成２９年１０月指定 平成２９年 ５月１１日～ ５月１９日 

・平成３０年 ４月指定 平成２９年１０月２５日～１１月 ６日 

 

③教育訓練給付制度事前調整講座 

◆ 平成２９年１０月指定分 

 新規指定 再指定 変更 合計 

講座数 ２３講座 ２５講座 ４１講座 ８９講座 

    ◆ 平成３０年４月指定分 

 新規指定 再指定 変更 合計 

講座数 １１講座 １５講座 ３２講座 ５８講座 

 

●催事・振興委員会 

１．新年会の企画開催 

  ①開催日時 平成３０年１月１７日（水）於：中野サンプラザ 

  ②参加者  ５２名 

 

２．第２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 平成３０年２月１０日（土） 

  ②会 場  中野サンプラザ  

  ③参加者  １０１名 

  ④来 賓  厚生労働省人材開発統括官 

総務担当参事官室、人材開発政策担当参事官室、 

若年者キャリア形成支援担当参事官室調査官 外山 洋一 様  

人材開発政策担当参事官室訓練企画室室長補佐 溝口 悦子 様 

人材開発政策担当参事官室職業能力開発指導官 岡林 由季 様 

        Career Park（キャリア・パーク）根本 暁美 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 

          

（１）平成２９年度 第３回 能力開発カレッジの企画開催（第一部） 

①題 名  豊かなライフキャリア ～学ぶ生き方・学びを活かした生き方～ 

②講 師  Career Park 代表 根本 暁美 様 



 

 

③参加者  １０１名 

（２）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・奨励賞 各１名）、写真撮影、交流会 

②表彰者  ５８名（優秀賞４６名 奨励賞１２名） 

（３）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  ９２名 

 

４．委員会開催日 

８月２４日、１０月１８日、１月１１日、３月７日 

 

●広報委員会 

１．ガイドブック『キャリア・ナビゲーター』２０１８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 

  ・ＪＡＤ公式 Facebookページの運用 

 

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 ６回 

 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 １７回（特別号含む） 

 

４．平成２９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２９年６月２８日（金）於：東京国際フォーラム 

②題 名 会社が推進する柔軟な働き方とパラレルキャリア 

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 

・さくらインターネット株式会社 人事部マネージャー 清水 能子 様 

④参加者１０５名 

 

５．委員会開催日 

 ６月２日、７月２５日、８月２９日、１１月１７日、１月２６日 


