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1-4-4 職業訓練指導員の養成、職業訓練コースの
開発、国際協⼒の推進等

1-6 求職者⽀援制度に係る職業訓練の認定業務等

職業能⼒開発事業

1-4-1 離職者を対象とする職業訓練の実施

1-4-2 ⾼度技能者養成のための職業訓練の実施

４．職業能⼒開発業務に関する事項

６．求職者⽀援制度に係る職業訓練の認定業務等に
関する事項

1-5 障害者職業能⼒開発業務
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1-4-1 離職者を対象とする職業訓練の実施
重要度︓⾼ 難易度︓⾼

○概要
・離職者訓練の実施

職業能⼒開発促進センター（ポリテクセンター）（６１箇所）において、雇⽤のセーフティネットとしての役割を果たすため、
離職者の⽅々を対象に、企業での⽣産現場の実態に即したものづくり分野に特化して、地域の⼈材ニーズ等に応じた訓練コースを
設定し、早期再就職に必要な技能・技術、関連知識を習得できるよう、標準６か⽉の職業訓練を実施しています。

第４期中期⽬標期間においては、ものづくり分野のIoT技術等第４次産業⾰命の進展に対応した職業訓練コースの開発・実施に
重点的に取り組んでいます。

＜主な訓練コース＞
・テクニカルオペレーション科

各種部品製造業等におけるCAD製図や⼯作機械加⼯の技能者として就職を⽬指し、CADによる機械部品の図⾯作成、
汎⽤機やNC機による切削加⼯ができる技能を習得します。

・電気設備技術科
電気設備の施⼯や保全の技能者として就職を⽬指し、電気設備図の作成、電気設備⼯事、制御盤及び消防設備等の施⼯
ができる技能を習得します。

・住環境計画科
住環境の提案や内装施⼯等の技能者として就職を⽬指し、住宅の設計者や施⼯主と連携をとりながらクライアントに
最適な住環境計画の提案、住宅の省エネルギー化とバリアフリーに対応したインテリア施⼯ができる技能を習得します。

・スマート⽣産サポート科
⼯場内の⽣産⽀援システム開発及び保全技術者として就職を⽬指し、センサ、ネットワーク等の情報通信技術（ＩＣＴ）を利
⽤した⼯場内の⽣産設備や⽣産ラインのモニタリング及びデータ取得等に関する技能・技術を習得します。
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評価項⽬Ｎｏ．１－４－１ 離職者を対象とする職業訓練の実施

Ⅰ 中期⽬標の内容
① 訓練修了者の就職率 80％以上

※ 全国職業訓練実施計画の就職率に係る⽬標と同じ⽔準を設定
② ものづくり分野のIoT技術等第４次産業⾰命の進展に対応した離職者訓練コースの受講者数 3,760⼈以上

※ ものづくり分野のIoT技術等第４次産業⾰命に対応した離職者訓練コースの受講者数の直近の実績（平成28年度︓376⼈）の２倍の⽔準を設定

【重要度︓⾼】全国にわたり、離職者が再就職に必要な技能及び知識を習得するために必要な職業訓練を実施し、雇⽤のセーフティネットとしての訓練機会を担保する
という重要な役割を担っているため。

【難易度︓⾼】第４次産業⾰命の進展に対応したものづくり分野のIoT技術等に対応するための離職者訓練コースの実施に当たっては、技術⾰新が進む中で、様々な
職歴・能⼒を持った求職者が６か⽉という短い訓練期間で必要な技能・技術を⾝につけることができるように、新たな職業訓練カリキュラムや訓練教材の
開発等が必要になることに加え、受講者数を平成28年度実績の２倍以上とするチャレンジングな指標を設定しているため。

（過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ａ、Ｒ１年度︓Ａ、Ｒ２年度︓Ａ）⾃⼰評価 Ａ
重要度 ⾼
難易度 ⾼

Ⅱ 指標の達成状況

⽬標（指標）に対する取組状況 指 標
令和３年度 Ｒ２年度 Ｒ１年度 Ｈ30年度

実績値 達成度 達 成 度
・⽣産現場で役⽴つ技能・知識の習得に向けた訓練
指導
・計画的かつきめ細かい就職⽀援の実施

訓練修了者の就職率
(⽬標値 80％以上)

86.8％ 108.5% 104.8% 108.3% 109.4%

・第４次産業⾰命の進展に対応した離職者訓練コー
スの実施
・第４次産業⾰命の進展に対応した訓練カリキュラ
ムの開発及び職業訓練指導員の育成等

第４次産業⾰命の進展に対応した離職
者訓練コースの受講者数
(⽬標値 中期計画期間中に3,760⼈以
上(令和3年度⽬標値 1,170⼈以上))

1,259⼈ 107.6% 104.5% 110.2% 108.0%

指 標 要因分析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120%以上⼜は80%未満の場合は、⽬標変更の要否についても記載すること。

訓練修了者の就職率

第４次産業⾰命の進展に対応した離職者訓
練コースの受講者数

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

訓練修了者の就職率向上に係る取組 ⼈材育成ニーズに即したカリキュラムによる訓練実施、ウェブ会議システムを活⽤した企業説明会を開催するととも
に、オンライン⾯接を意識した⾯接指導や練習環境の提供など訓練受講の段階に応じた訓練受講者への計画的かつき
め細かな就職⽀援に取り組んだ結果、86.8％と⽬標を超える就職率を達成した。

正社員就職率向上に係る取組 積極的な求⼈開拓及び正社員の意義やメリットの情報提供等に取り組んだ結果、就職者のうち正社員の割合65.0％、
また、正社員として就職を希望する者の正社員就職率ではサンプル調査において83.4％と、就職の質の向上にも成果
を挙げた。

第４次産業⾰命の進展に対応した離職者訓練
コースの実施及び訓練カリキュラムの開発等に
係る取組

「スマート⽣産サポート科」については２施設、「ＩｏＴシステム技術科」については３施設増やすとともに、訓練
内容の⾼度化や訓練実施の効率化を図るため、デジタル技術の進展に対応したICTを活⽤した新たな指導技法等の開
発の推進を図った。また、新型コロナウイルス感染症の影響により広報・募集活動が制限されている中にありながら、
1,259⼈の受講者数を確保することができた。

参考指標
正社員就職率 平成30年度 66.8%、令和元年度 66.4％、令和２年度 64.8％、令和３年度 65.0％

正社員としての就職を希望する者の正社員就職率
（サンプル調査）

平成30年度 83.1％、令和元年度 83.8％、令和２年度 85.0％、令和３年度 83.4％

⼥性⼊所者数の割合 平成30年度 25.2％、令和元年度 26.6％、令和２年度 26.5％、令和３年度 26.3％

50歳以上の⼊所者数の割合 平成30年度 20.7％、令和元年度 22.2％、令和２年度 23.4％、令和３年度 24.8％

参考事項
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※[  ]は前年度実績

➊ 訓練終了後３か⽉時点の就職率 ※ 86.8％ [83.8％]
20,632  20,302  19,319  19,631 
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※就職率は、各年度４月から翌年１月までに終了した訓練コースの３か月後の実績。

・Web会議システムを活⽤した企業説明会を実施
・施設⾒学会や企業説明会の⼈数制限を設けて複数回に分割

した実施や個別対応を実施
・オンライン⾯接を意識した⾯接指導や練習環境の提供
・感染対策を⼗分に⾏った上で、対⾯授業を実施しつつ、

⼀部の座学においてオンライン訓練を実施

○離職者訓練の実施

◆ 就職に資する訓練の実施及び⽀援主な取組内容①

数値⽬標の達成状況

●訓練指導
⽣産現場で役⽴つ
技能・知識の習得

修了までに未就職となる⾒
込みの訓練受講者をハロー
ワークへ誘導

未就職修了者に対する
状況に応じたフォロー
アップ
・就職相談
・求⼈情報の提供

キャリアの棚卸､希望職種・習
得する能⼒の把握

習得状況確認・希望職種明確化
今後取り組むべき事項の整理

個々の就職活動状況に
応じた助⾔･指導

最新の求⼈情報を⼊⼿し訓練受講者へ提供

・マッチング機会の拡充のため合同企業説明会・⾯接会を実施
・企業等に対し訓練受講者の求職情報を提供し、照会があった訓練受講者をマッチング
・外部就職イベントの情報収集及び参加促進

求⼈企業の積極的な開拓・訓練施設指定求⼈の拡充

未就職修了者の
情報を共有

(３か⽉時点)

○正社員就職への⽀援

訓
練
受
講
者
に
対
す
る

直
接
的
⽀
援

⼊所〜２ヶ⽉ ３ヶ⽉〜４ヶ⽉ ５ヶ⽉〜６ヶ⽉ 修了後

ジョブ・カードを活⽤したキャリアコンサルティング

就
職
活
動
環
境
整
備
等
の

間
接
的
⽀
援 ハローワーク

との連携

●就職⽀援
就職促進活
動計画に基
づき訓練受
講の段階に
応じた訓練
受講者への
計画的かつ
きめ細かい
⽀援を実施

就
職
率
・
正
社
員
就
職
率
の
向
上

実技中⼼の訓練

密接に関連した学科
＋

実際の仕事に当てはめた訓練課題の設定

グループ実習や５Ｓ活動など 職場に適応するための態度や習慣の習得

⼈材ニーズに即した
カリキュラム設定

実践的な技能を習得

就職講話による就職意識の啓発 ⾯接
指導

接遇
講座

求職票の
作成指導

履歴書・職務経歴書の作成指導 企業担当者や訓練修了者に
よる体験談等の就職講話

・訓練受講者へ正社員就職の意義や
メリットを説明

・計画的に企業を訪問し求⼈を開拓
・ハローワークと連携し、正社員

求⼈限定の合同企業説明会・
⾯接会を開催

○新しい⽣活様式に対応するための取組 コロナ

▲オンライン企業説明会の様⼦

※就職率は、R3.4~R4.1末までに終了した訓練
※就職率は、(就職者＋中退就職者)／(修了者＋中退就職者)で算出

❶⽬標︓80％以上
達 成 度︓108.5％

正社員就職率
65.0％ [64.8％]

（参考）正社員としての就職を希望
する者の正社員就職率
83.4％ [85.0％]

（サンプル調査）
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❷IoT技術等第４次産業⾰命の進展に対応した
離職者訓練コースの受講者数 1,259⼈ [956⼈]

数値⽬標の達成状況等
❷⽬標︓1,170⼈以上

達 成 度 ︓107.6％

◆第４次産業⾰命に対応した訓練カリキュラムの開発及び職業訓練指導員の育成等主な取組内容③
○「第４次産業⾰命に対応した職業訓練のあり⽅研究会」等で整理した内容を踏まえ、訓練カリキュラムの開発や職業訓練指導員の育成等を⾏う。

離職者訓練︓スマート⽣産サポート科のカリキュラム改訂等
学卒者訓練︓⽣産ロボットシステムコースのカリキュラム等の⾒直し等
在職者訓練︓産業⽤ロボット関連コースの開発

第４次対応コースの実施に向けた課題分析と対応策の検討等

訓練カリキュラムの開発・⾒直し等 新たな訓練機器等の検討
・第４次対応訓練機器リスト

の改訂
・クラウドを活⽤した訓練

の⾼度化

新たな訓練指導技法の検討 新規

基盤整備センターの調査・研究にて、訓練内容の⾼度化や訓練実施の効率化を図るため、デジタル
技術の進展に対応したICTを活⽤した新たな指導技法等の開発を⾏う。

検討内容
・ICT活⽤により訓練効果向上が⾒込まれる場⾯
・オンライン訓練で実施可能な実技等の検討
・LMSを職業訓練に活⽤する上で必要な機能 等

成果
・訓練等におけるICTの活⽤範囲
・オンライン訓練を実施できる実技等の範囲
・LMSの効果的な活⽤範囲 等

第４次産業⾰命に対応した職業訓練指導員の育成第４次産業⾰命に対応した訓練カリキュラムの開発等
機構の指導員972⼈に対して、第４次産業⾰命に対応した訓練を

実施するための基本的な考え⽅を習得する指導員研修（通信活⽤型
研修）をオンラインで実施した。

令和４年度までの２か年で、全ての機構指導員を対象に研修を実
施し、機構全体の第４次産業⾰命への対応⼒の底上げを図る。

◆第４次産業⾰命の進展に対応した訓練の実施主な取組内容②
【⽬指す技術者像】

⼯場内の⽣産⽀援システムの開発及び保全技術者
【概要】

センサ、ネットワーク等の情報通信技術を利⽤した⼯場内
の⽣産設備や⽣産ラインのモニタリング及びデータ取得等に
関する技能・技術を学ぶ

拡充

【⽬指す技術者像】
IoT技術を活⽤したシステムの構築及び保守作業の技術者

【概要】
インターネットを活⽤して⽣産設備を遠隔で監視・制御す

るため、IoTデバイス、Webサーバ、シーケンス制御等に関す
る技能・技術を学ぶ

IoTシステム
の構築・保守

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続
データ取得

省⼈化
⾃動化

新たに２施設で実施（計23施設）
実施実績 58コース 1,137⼈

⽣産ラインの稼働状況を⾒える化

IoT技術を活⽤してシステム構築

新たに３施設で実施（計3施設）
実施実績 6コース 122⼈

ス
マ
ー
ト
⽣
産

サ
ポ
ー
ト
科

Ｉ
ｏ
Ｔ
シ
ス
テ
ム

技
術
科

超⼩型IoTデバイスを使⽤した研修
デバイスに搭載されたセンサで温
度や照度等のセンシングを体験

採⽤事業主の声

ポリテクセンターの修了者はマナーやコミュニ
ケーション能⼒はもちろん、技術習得意欲も感じ
られたため採⽤しました。その能⼒を発揮して、
弊社の新業務とする基盤・インフラ業務を担当す
る新部署の中⼼となって働いてもらいたいと期待
しています。

ソフトウェア開発

事業内容

修了者の業務
ソフトウェア開発及び保守

採⽤事業主の声

企業実習中、積極的に質問しコミュニケーションを率先して取る姿が
⾒られました。キャリア形成のために意欲的に知識・技能を修得しよう
とする前向きな⼈財であると確信し採⽤を決めました。

他にも30名を超えるポリテク修了⽣を採⽤してきましたが、皆さん
素直で実直であり、業務に対し真摯で⾃ら知識を吸収しようとする意志
を感じ、他の社員の良い刺激にもなっています。

ソフトウェア開発

事業内容

修了者の業務

ソフトウェア設計、開発及び
コンサルタント等
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◆ ⼈材ニーズに応じた訓練コースの設定・⾒直し主な取組内容④

⼈材ニーズの把握と
訓練計画案の作成

・⼈材ニーズ等を踏まえた
訓練カリキュラムの⾒直
しや訓練科の新設・廃⽌
等を実施

外部有識者により構成
された訓練計画専⾨部会※

による審査
訓練の実施、効果測定 訓練の⾒直し

○各施設において以下の
確認等を実施

・事業主団体や企業等への
ヒアリング等の実施
（全国約3,500事業所）

・⼈材ニーズ（IoT技術等
第４次産業⾰命に関連す
るものを含む）、訓練内
容の改善すべき点及び⺠
間教育訓練機関等との競
合状況等の把握

・訓練カリキュラムの⾒直し
や訓練科の新設・廃⽌等、
次年度訓練計画案を各施設
で作成

○訓練計画案の審査
・⼈材ニーズを踏まえた訓練科

としての適否
・各施設から半径40ｋｍ圏内に

おける⺠間教育訓練機関等と
の競合の有無

等を訓練科ごとに確認し、訓
練計画案を審査

○委員構成
（公益代表委員）

・関係⾏政機関
・⺠間教育訓練機関
・⼤学教授 等

（使⽤者代表委員）
・経済団体 等

（労働者代表委員）
・労働組合 等

※ポリテクセンターに設置される地⽅運営協
議会の専⾨部会として設置

○ものづくり分野への重点特化等
・⺠間では実施できないものづくり分野

訓練を中⼼に実施
（ものづくり分野⽐率 98.3％［98.2％］）
※地⽅公共団体からものづくり分野以外の訓練の
実施要請があった場合を除き、ものづくり分野
の訓練のみを実施

・IoT技術等第４次産業⾰命の進展に対応
した訓練コースや⼥性の就業促進等に対
応した訓練コースを実施

○雇⽤失業情勢に配慮しつ
つ、訓練の実施結果や⼈
材ニーズの変化を踏まえ
て適宜訓練内容を⾒直し

○訓練効果を把握
・習得度測定

・受講者アンケート
・修了者の就職先事業所ヒアリング

（受講者）
訓練到達⽬標に対する習得度の⾃⼰確認

（テクノインストラクター）
訓練課題を⽤いた受講者の習得度の評価

・訓練定員について、施設
ごとの受講状況等を踏ま
えた⾒直しを実施

「訓練が就職に役⽴った」と答えた
受講者の割合

→ 96.０%［94.3％］
（サンプル調査）

住宅リフォーム技術
科（模擬家屋施⼯実
習の様⼦）

テクニカルメタル
ワーク科（ＴＩＧ溶
接作業の様⼦）

訓練カリキュラムの⾒直し事例

（参考）

⼯業製品の開発においてCAE
を活⽤して、試作や試験の回
数を減らすことで開発期間の
短縮や設計品質を⾼めること
へのニーズがあることから、
CADに関する技術習得に加え
て、CAEを⽤いた解析に関す
る技術を習得する訓練カリ
キュラムに⾒直した。

令和４年度に実施する予定の訓練
コースのうち、⾒直したコースは
約25%

内容変更コース数 300コース
廃⽌訓練コース数 15コース
新規設定コース数 12コース

－⾒直し実績－

※令和４年度に実施を予定している
全体のコース数（橋渡し訓練を除く）
1,312コース

○現在３名の修了者が在籍していますが、皆意欲的に業務に取り組んでおり、⼈
柄も謙虚で良い評価をしています。ポリテクセンターの修了者は基礎の知識・
技能があるため作業指⽰も出しやすく、スムーズに業務が進むのでとても助
かっています。

訓練受講者を採⽤した事業主の声

配線板製造装置の開発設計・製造・販売・プレス⾦型・治⼯具の設計製作事業内容

修了者の業務
○資格取得や、基礎を覚えて来てくれることが助かっています。我が社の作業は

ポリテクセンターで取得できる資格と関係するので、その作業は就職後すぐに
させられます。また、訓練を通じて現場作業の意識の下地が出来ているので、
就職後に⼤きなミスマッチがない点でも助かっています。

プリント配線板製造装置の製造・設計

事業内容

修了者の業務
プラント配管⼯事、各種溶接
配管の溶接・切断・研削・組⽴
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◆「実践的な職業訓練等への橋渡しとなる訓練」や 「⽇本版デュアルシステム」の実施主な取組内容⑥

対象︓不安定就労を繰り返している
若年求職者等(概ね55歳未満)

⽬的︓企業実習による現場の技能・技術等
を習得することで安定就労を図る

○⽇本版デュアルシステム（短期課程活⽤型）

ポリテクセンター

⺠間企業

企業実習
（約１か⽉）

座学＋実習
（約５か⽉）

○橋渡し訓練

受
講
後

離職者訓練
（標準６か⽉）

橋渡し訓練
（１か⽉程度）

【実績】
訓練コース数 273コース[262コース]
⼊所者数 2,959⼈[2,969⼈]

対象︓就業経験が乏しい等、直ち
に離職者訓練を受講するこ
とが困難な者

⽬的︓コミュニケーション能⼒や
職業意識を向上することで
実践的な職業訓練への橋渡
しを図る

【実績】訓練コース数 143コース［145コース］
⼊所者数 1,434⼈［1,400⼈］
就職率 91.4 ％[89.8 ％]
正社員就職率 77.7 ％[79.8 ％]

・機構施設での実習を中⼼とした訓練と実際の
⽣産現場での企業実習を組み合わせて実施し、
⾼い正社員就職率を達成

訓練修了者の声

専⾨的技術を⾝に付けてプロ
フェッショナルを⽬指したいと考え
て、受講を決めました。

企業実習では、訓練で⾝に付けた
知識や技術を活かす場⾯があり、機
械加⼯職種への就職意欲がより⾼ま
りました。企業実習先から採⽤の声
がかかり、希望の機械加⼯の仕事に
就くことが出来ました。

◀
企
業
実
習
付
き
訓
練
の
様
⼦

○⼥性向け訓練コースの実施
・⼥性のものづくり分野への就業

促進のための訓練コースとして
短時間の訓練コースを含め
22施設で実施

(参考)⼥性受講者全体の就職率
88.9％

○託児サービスの提供
訓練受講中に託児所を無料で
利⽤できるサービスの提供
・34施設で94⼈(103児童)

が利⽤[31施設/112⼈(123児童)]

◆ ⼥性の就業促進を図るための取組主な取組内容⑤

ＣＡＤものづくりサポート科
ものづくり分野において、⽐較的⼥性の
就業割合が⾼く、関⼼を持ちやすいと思
われるＣＡＤを使⽤した設計補助業務、
製造業における原価計算や財務会計業
務、⽣産管理、⼯場管理のサポート業務
等に関する技能・技術を習得する訓練カ
リキュラムとしている。

周知・広報の取組

▲⼥性修了者の活躍事例を利⽤したチラシ

○環境整備
職業訓練を受講しやすい環境を整備

・パウダールームの設置やトイレ・更⾐室の改修
・⼥性受講者の不安解消や⼥性職員との交流を図る

ため交流会を開催

○周知・広報
・⼥性修了者や⼥性経営者との意⾒交換等を⾏う

⼥性のためのものづくり仕事セミナーを開催
・施設⾒学会に来られない⼥性求職者を想定し

た⼥性求職者向け動画の作成
・広報⽤チラシの作成・配布
・託児サービス付加事業を題材としたマンガ

版パンフレットの全施設での共有
・訓練体験会でレディースデーを設定

⾼い実績を実現
令和３年度における
⼊所者総数に占める
⼥性⼊所者数の割合
26.3％［26.5％］

（⼥性︓ 5,170⼈／
全体︓19,631⼈）

※⽇本版デュアルシステム（短期課程活⽤型）の就職率は、令和３年
４⽉から令和４年１⽉までに終了した訓練コースの３か⽉後の実績
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ハローワーク職員の訓練理解の促進
・訓練紹介担当者⽤｢訓練説明

マニュアル｣の提供
・訓練修了者の活躍事例の提供
・ハローワーク職員向け施設⾒学会､

訓練体験会等の実施

◆ ハローワークとの連携強化等による定員確保の取組主な取組内容⑧
コロナ禍のなか、雇⽤保険説明会に出席しての広報や施設⾒学会の積極的な開催が難しい中でも、
定員充⾜率向上のためのアクションプランを策定し、広報等の取組の強化により、受講者を確保 定員充⾜率 80.7％［86.6％］

▲訓練説明マニュアルの⼀部

連携ハローワーク ポリテク
センター

求職者

ポリテクセンターの取組
・施設⾒学会､訓練体験会の開催に当たっては

密を避けるため⼈数制限を設けて複数回に
分割した実施や個別対応を実施

・訓練コースの不断の⾒直し（Ｐ●参照）
・広報研修の実施
・訓練で得られる成果や修了者の声､

活躍事例の掲載(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､ﾘｰﾌﾚｯﾄ等)
・ニュースリリース

は
た
ら
く
わ
た
し
。

コロナ

▲インカムを利⽤
した施設⾒学会

▲修了者の活躍事例

マイクと
イヤホン

ハローワークと連携した周知・広報
・コロナ感染症対策に役⽴つ訓練成果物を課題に設定し、製作した成果物をハローワークに展⽰
・コロナの影響より雇⽤保険受給説明会でポリテク職員が直接訓練説明を出来ない場合は、

ハローワーク職員に説明メモを提供し対応
・ハロートレーニングを知らない層に向けたＰＲ動画

を施設・ハローワークで放映
・労働局と連携しメディアツアーを実施

◀ＨＷ⼊⼝に設置している訓練成果物（
ノータッチ式アルコールディスペンサー）

▲メディアツアーの様⼦

◆ 就職困難度の⾼い者に対する⽀援主な取組内容⑦
○訓練・学習の進捗等に特別な配慮が必要な訓練受講者に対する⽀援 ○50歳以上の訓練受講者に対する⽀援

・⽣涯現役社会の進展に伴い、相対的に就職困難度が
⾼い50歳以上の者が離職者訓練を受講する傾向があ
り、就職活動が進捗しない者については、就職⽀援
アドバイザー、テクノインストラクターによるより
きめ細かな⽀援を実施

◀
就
職
意
欲
度
相
互
確
認

シ
ー
ト

・職業リハビリテーションや障害者職業訓練で活⽤されている知識・ノウハウを
取り⼊れ、就職⽀援ツール（就職意欲度相互確認シート）を開発・試⾏実施

・これまでに実施した就職⽀援アドバイザー研修を踏まえ、特別な配慮が必要な
訓練受講者に対して施設が新たに取り組んだ事例を収集し、好事例を⽔平展開

【好事例から抜粋】
・地域障害者職業センターのカウンセラー

を講師とし、特別な配慮が必要な⽅への
理解と対応を深める研修会を実施

・訓練系ごとに週１回、就職⽀援アドバイ
ザーと指導員等がミーティングを実施

・昨年度に引き続き、職業能⼒開発業務と職業リハビリテーション業務の担当
部署による検討会を開催し、効果的な⽀援について検討

⾃⼰ 悩んだときの

確認 アドバイス

①
⾃分の個性・性格を⽰す単語を
５つ以上挙げることができる

②
①で単語を挙げた理由を、過去
の経験・出来事を含めながら説
明することができる

③
①で挙げた単語と関連させて、
⾃分の仕事上の強みと弱みを説
明することができる

個性や習 慣に
ついての整理

Ａ－１

個性・性格を⽰す単語の例
がガイドブックp.5に記載し
ています。

また、就職⽀援の窓⼝で相
談してみると、新しい発⾒
があるかもしれません。

シート番号

確認項⽬
シート名

(1) 個性の整理
4,270  4,505  4,524  4,860 
20.7%

22.2% 23.4%
24.8%

15.0%
18.0%
21.0%
24.0%
27.0%

3,500
4,000
4,500
5,000
5,500

H30 R1 R2 R3
全体に対する割合

50歳以上の⼊所者数の推移
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○概要
・⾼度技能者養成訓練の実施

職業能⼒開発⼤学校・短期⼤学校（ポリテクカレッジ）等（２５箇所）において、産業の基盤となる⾼度なものづくりを⽀える
⼈材を育成するため、産業構造の変化に対応した理論と技能・技術を結び付けた実学融合の教育訓練システムにより、ものづくり
の基本を習得し、最新の技能・技術に対応できる⾼度実践技能者を養成する訓練を実施しています。

第４期中期⽬標期間においては、ロボット技術を活⽤した⽣産システムの構築、運⽤管理等ができる⼈材を育成するための訓練
コースの開発・実施に新たに取り組んでいます。

＜専⾨課程（２年間）＞
⾼校卒業者等を対象に、⾼度な知識と技能・技術を兼ね備えた実践技能者を育成しています。

＜応⽤課程（２年間）＞
専⾨課程修了者等を対象に、⽣産技術・⽣産管理部⾨のリーダーとなる⼈材を育成しています。

＜総合課程（４年間）＞
⾼校卒業者等を対象に、⽣産技術・⽣産管理部⾨のリーダーとなり得る⼈材を育成するとともに、将来的に質の⾼い

職業訓練指導員（テクノインストラクター）となり得る⼈材を育成しています。

・広く地域社会に開かれた施設運営
地域の中⼩企業等が抱える課題解決のための共同研究・受託研究や、テクノインストラクターによる⼯業⾼校等への⽀援等、

開かれた施設運営を実施しています。

1-4-2 ⾼度技能者養成のための職業訓練の実施
重要度︓⾼ 難易度︓⾼
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評価項⽬Ｎｏ．１－４－2 ⾼度技能者養成のための職業訓練の実施
⾃⼰評価 Ａ
Ⅰ 中期⽬標の内容
① 就職希望者の就職率 95％以上

※ 雇⽤失業情勢等を踏まえつつ、第３期中期⽬標と同じ⽬標⽔準を設定
② ⽣産ロボットシステムコースの実施校数 10校全ての職業能⼒開発⼤学校において実施

※ 全国の全ての職業能⼒開発⼤学校（10校）において実施するものとして設定
③ ⽣産ロボットシステムコースの修了者数 300⼈以上

※ ⽣産ロボットシステムコースの定員の90％以上（300⼈以上）が修了するものとして設定
【重要度︓⾼】ロボット技術は、製造業の⽣産現場等における⼈⼿不⾜の解消、⽣産性の向上などの社会課題を解決する可能性を有しており、少⼦⾼齢化、⽣産年齢⼈⼝

の減少が進展する中で、ロボット技術を活⽤できる⾼度な⼈材を養成することは、極めて重要であるため。
【難易度︓⾼】第4次産業⾰命の進展に対応した⽣産ロボットシステムコースを新たに開発することに加え、全ての職業能⼒開発⼤学校において同訓練コースを確実に

実施するため、最新の技能・技術に対応し、適切に指導できる職業訓練指導員を育成するとともに、⾼度技能者の養成のための職業訓練としては新しい分野
であり、かつより⾼度な内容である同訓練コースにおける定員の90％以上（300⼈以上）が受講し、さらに修了するチャレンジングな⽬標を設定している
ため。

（過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ｂ、Ｒ１年度︓Ａ、Ｒ２年度︓Ａ）

Ⅱ 指標の達成状況
⽬標（指標）に対する取組状況 指 標

令和３年度 Ｒ２年度 Ｒ１年度 Ｈ30年度
実績値 達成度 達成度

・就職に資する訓練の実施及び⽀援
・正社員就職への⽀援

就職希望者の就職率
（⽬標値 95％以上）

99.2％ 104.4％ 104.1％ 104.4％ 104.9％

・ロボット技術に対応した訓練の実施
・⽣産ロボットシステムコース指導体制の構築

⽣産ロボットシステムコースの実施校数
（⽬標値 中期計画期間中に全10校（令
和３年度⽬標値10校））

10校 100.0％ 100.0% 100.0% 100.0%

⽣産ロボットシステムコースの修了者数
（⽬標値 中期計画期間中に300⼈以上
（令和３年度⽬標値81⼈以上））

90⼈ 111.1% 109.8% 114.6% －

指 標 要因分析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120%以上⼜は80%未満の場合は、⽬標変更の要否についても記載すること。

就職希望者の就職率

⽣産ロボットシステムコースの実施校数

⽣産ロボットシステムコースの修了者数

重要度 ⾼
難易度 ⾼

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

就職に資する訓練の実施及び⽀援 オンライン訓練の配信など、緊急事態宣⾔や⾃宅待機等で通学できない学⽣に対してもきめ細やかな学習⽀援を⾏う
とともに、就職率向上のために、即戦⼒となる実学融合の授業カリキュラムによる指導やきめ細かなキャリアコンサ
ルティング、職業意識を⾼めるためのインターンシップ等を実施した。
また、新しい⽣活様式を踏まえてオンライン⾯接に対応した就職⽀援、修了⽣の就職先企業への求⼈開拓、Web会議
システムを活⽤した企業説明会や正社員として就職することのメリット等の周知により、正社員就職率98.3%（前年
度︓98.1％）と⾼い実績を挙げた。

⽣産ロボットシステムコースの実施及び運⽤状
況を踏まえた業務展開

⽣産ロボットシステムコースの運⽤状況等を把握し、ノウハウ共有を⽬的とした事例集の改訂や産業動向を踏まえた
訓練機器や標準カリキュラム、標準課題実習の⾒直し等に取り組んだ。
また、⽣産ロボットシステムコース先⾏設置校と新たな設置校のテクノインストラクターへの研修を同時期に実施す
る等により指導体制を構築するとともに、Ｑ＆Ａ集の改訂やロボット関連企業との勉強会を⾏ったことに加え、コー
ス修了者の就職率100.0%（うち正社員就職率100.0％）と⾼い実績を挙げた。

地域社会との連携等の取組 コロナ禍において対⾯での活動が制約される状況にあったが、地域の中⼩企業等が抱える課題に対し、ポリテクカ
レッジが有する「ものづくりのノウハウ」、「第4次産業⾰命に対応した技術」等を活⽤することにより課題解決を図
る取組として共同・受託研究を実施した。
また、学⽣の訓練成果を広く発表するポリテックビジョンを実施するとともに、若年者に対する実践的な技術教育の
充実を図るため、⼯業⾼校や⾼等専⾨学校、⼤学等との連携に取り組んだ。

正社員就職率 令和元年度 97.4％、令和２年度 98.1％、令和3年度 98.3％

共同・受託研究実施件数 令和元年度 98件、令和２年度 87件、令和３年度 83件

⼯業⾼校等との連携件数 令和元年度 272件 令和２年度 247件、令和3年度 245件

参考指標

参考事項
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○⾼度技能者養成訓練の実施等

➊ 就職率 99.2％ [98.9％]

数値⽬標の達成状況 ❶⽬標︓95％以上
達 成 度 ︓104.4 ％

【在校⽣数】

※令和３年４⽉時点

専⾨課程 3,439⼈ 応⽤課程 1,574⼈ 総合課程 398⼈
（参考）うち⼥⼦学⽣の割合 8.2％

就職状況の内訳

※ 就職率は、就職者数／(修了者数－進学者数)で算出◆ 就職に資する訓練の実施及び⽀援主な取組内容①

学⽣の
就職活
動等

職業⼈としての素養や職業意識を⾼めるため、⽣産現場
を直接体験するインターンシップ（企業委託実習)を実施

早期にキャリアコンサルティング等を
通じた⾃⼰分析・進路決定

就職講話による職業意識の啓発・⾃発的就職活動の喚起

⼊学〜6か⽉ 1年⽣下半期 2年⽣上半期 2年⽣下半期

⼤学校の
⽀援内容

訓練実施
における
⼯夫

○オンライン活⽤した効果的な取組
・緊急事態宣⾔発令期間や⾃宅待機等で通学して受講できない学⽣に

対し、オンライン訓練を配信して⾃宅学習を⽀援
・オンライン訓練の録画データを復習等で活⽤
・ペンタブレットを活⽤し、スライド教材に補⾜や解説を直接書き込む

ことで板書内容を記録したものを補習や補講等に活⽤
・オンライン⾯接に対応した就職⽀援やWeb会議システムを使⽤した
企業説明会の実施

コロナ

○就職率の向上
○正社員就職率の向上
訓練修了者の声

○設置訓練科に係る訓練ニーズや外部有識者の意⾒を反映した訓練を実施

○即戦⼒となるよう実学融合の授業カリキュラムを設定
（年間の授業時間1,404時間のうち約65％が実験・実習）

○正社員就職への⽀援
・正社員として就職することのメリット

等を就職⽀援の機会を通じて周知
・修了⽣の就職先企業への求⼈開拓
正社員就職率 98.3％ [98.1％]

◀集合形式の訓練
に出席困難な学⽣
にもオンライン訓
練を配信し、学⽣
の表情を確認しな
がら訓練を実施。

オンラインで受講
している学⽣

※[  ]は前年度実績

就職者数 就職率
正社員

就職者数
正社員
就職率

専⾨課程 792⼈ 99.4% 776⼈ 98.0%
応⽤課程 726⼈ 98.9% 722⼈ 99.4%
総合課程 101⼈ 100.0% 94⼈ 93.1%
合      計 1,619⼈ 99.2% 1,592⼈ 98.3%

ジョブ・カードを活⽤したきめ細かなキャリアコンサルティングの徹底実施
最新の求⼈情報の提供（ハローワークとの連携含む）

就職⽀援アドバイザー等による就職ガイダンスでの⾯接指導・応募書類の作成指導
積極的な事業所訪問による、新規の求⼈を確保

⼤学校主催の企業合同説明会や企業⾒学会の開催

コロナ禍で初めての就職活動だっ
たので不安でいっぱいでしたが、
応募書類の作成や対⾯・Web⽅式
の⾯接練習など先⽣⽅の親⾝なア
ドバイスのおかげで安⼼して就職
活動に取り組むこ
とができました。
４⽉から社会⼈⽣
活がスタートしま
すが、ポリテクカ
レッジで学んだこ
とを⽣かして就職
先の企業でもキャ
リアアップしてい
きたいと思います。

▲電⼦情報技術科
修了⽣
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◆ ⽣産ロボットシステムコースの実施主な取組内容②

❷ ⽣産ロボットシステムコースの実施 10校 [６校]
➌ ⽣産ロボットシステムコースの修了者数 90⼈ [45⼈]

数値⽬標の達成状況
❷⽬標︓10校 達成度︓100.0％
➌⽬標︓81⼈ 達成度︓111.1％

○ロボット技術に対応した訓練の実施
第４次産業⾰命の進展に対応し、ロボット技術を活⽤した⽣産システムの構築、運⽤管理、保守及び改善ができる
「将来の⽣産技術・⽣産管理部⾨のリーダー」を育成するためのカリキュラムを平成30年度から実施

⽣産電⼦情報
システム技術科

⽣産電気
システム技術科

⽣産機械
システム技術科

学科
実技

ロ
ボ
ッ
ト
⼯
学
実
習

︵
実
技
︶

学科
実技

学科
実技

開
発
課
題
実
習

開
発
課
題
実
習

ロ
ボ
ッ
ト
⼯
学

︵
学
科
︶

【共通】 【共通】

⽣産電⼦情報システムコース

⽣産電気システムコース

⽣産機械システムコース ⾃動化機器製作課題実習
または⾃動化システム運⽤課題実習精密機器製作課題実習or⾦型製作課題実習

発電電⼒制御システム設計製作課題実習 電動⾞両⾛⾏システム設計製作課題実習

H
30
新
設

訓練の流れ

標
準
課
題
実
習

従
来
コ
ー
ス

⽣産ロボットシステムコース（各科5⼈程度）
ロボット機器製作課題実習 ロボット機器運⽤課題実習

産業⽤ロボットと搬送ステーションを
組み合わせ、機械、電気、電⼦情報の
要素が連動し学習できる標準課題

搬送と検査・仕分けステーションの複数ス
テーションを組み合わせ、⽣産ラインの構築、
運⽤、保守、改善が学習できる標準課題

ロボット⼯学実習（実技）
産業⽤ロボットの基本操作や安全に
関する知識とともにPLCによる制御
⽅法を習得する。また、産業⽤ロ
ボットの動作及び⼯場レイアウト等
についてもシミュレーションソフト
ウェアを⽤いて学習する。

⽣産⾃動化システムの形態、システ
ム構成要素であるNC⼯作機械や産業
⽤ロボット、搬送機器システム、⾃
動倉庫システム及び検査システム、
最新の技術動向について学習する。

ロボット⼯学（学科）

組込みシステム構築課題実習 電⼦通信機器設計製作課題実習

外観判別
（多関節）

多機能検査
（垂直多関節）

▲⽣産ラインを想定し４つの
ステーションに区切り、
各ステーションにロボット
を配置。

供給
（パラレルリンク）

① ②

④ ③
4台のロボットで連動運転組⽴て・仕分け

（垂直多関節）

拡充
北陸、東海、九州
関東、近畿、中国
北海道、東北、四国、沖縄

⽣産ロボットシステム構築実習装置

▲ロボットを⽤いた課題実習の様⼦

H30設置
Ｒ２設置
Ｒ３設置
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○⽣産ロボットシステムコースの修了者
令和２年度までに設置済の６校において、応⽤課程の

⽣産ロボットシステムコースを90⼈が修了。
機械系、電気系及び電⼦情報系の３科の学⽣が、それ

ぞれ習得した技能・技術を持ち寄り、横断的に実施する
ことで、より実践的な技能・技術を習得。
就職率100.0％（うち正社員就職率100.0％）

ロボットコース修了者の声
○ポリテクカレッジの特徴である、⽣産現場で使⽤されている機器を使っ

てのロボットシステムの構築・運⽤課題実習は、⼤変有益な経験となり
ました。

○ロボット⼯学について学び、産業⽤ロボットに必要な要素などを実習を
通して体験できたことで、就職活動の際、ロボット関連企業にアピール
することができました。

○ 学⽣への説明及び選考の状況
○ ロボット⼯学実習等の実施状況
○ 学⽣の習得状況
○ 産業動向の調査状況

ロボットコース設置校の協⼒体制
平成30年度設置校３校、令和２年度設置校３校、
令和３年度設置校４校、本部及び職業⼤基盤整備センター
で構成する委員会を開催しノウハウを共有

設置１０校
運⽤状況の
把握

◆⽣産ロボットシステムコースの運⽤状況の把握・展開等主な取組内容③

⽣産ロボットシステムコースの指導体制の構築

・ロボット⼯学・実習の知識等習得
・各校の運⽤状況等を踏まえた課題の共有、課題解決

⼿法の習得
・ロボット技術に必要となる画像処理やセンシング等

の専⾨知識の習得

運⽤状況等を踏まえた⾒直し内容

⽣産ロボットシステムコースを指導するテクノインスト
ラクターに対し、⽣産ロボットコースを指導するために
必要な以下の研修を実施し指導体制を構築。

【運⽤全般】
・⽣産ロボットシステムコースの運⽤事

例についてQ&A形式で取りまとめた事
例集を改訂（トラブルシューティング
や各校における広報事例を追加）。

運⽤状況等を踏まえた展開内容拡充

○ 標準カリキュラムの内容
○ 標準課題実習の運⽤⽅法
○ ロボットコース研修内容

⾒直し内容

令和２年度
設置校３校
（関東・近畿
・中国）

本部・基盤整備センター

平成30年度
設置校３校
（北陸・東海
・九州）

令和３年度
設置校４校
（北海道・東北
・四国・沖縄）

ノウハウを共有ノウハウを共有

運⽤状況の把握運⽤状況の把握

※ロボットコースを指導するため
に必要な研修を引き続き実施

運⽤の⾒直し運⽤の⾒直し

○ポリテクカレッジの⽣産ロボットシステムコースでは、弊社のような製
造業における実務を想定した課題実習を⾏っているため、ものづくりの
難しさを理解しており、顧客からの要望（課題）への向き合い⽅が⾝に
ついていると感じます。⼊社後、想定を超えるスピードでチームになじ
んで活躍してもらっており、当社に⽋かせない⼈材となっています。

ロボットコース修了者を採⽤した企業の声

・ＣＨＥＲＳＩ会員の川崎重⼯業及び
ＳＩＥＲ協会から、委員会のテクノイ
ンストラクターに対してロボットに関
する最新の動
向等について
講演いただき、
指導⼒向上に
活⽤。

【ロボット関連企業との勉強会】

◀
委
員
会
で
の

講
演
の
様
⼦

関東 東海 北陸 近畿 中国 九州 合計
修了者 14⼈ 15⼈ 14⼈ 15⼈ 16⼈ 16⼈ 90⼈
就職者 14⼈ 15⼈ 14⼈ 15⼈ 16⼈ 15⼈ 89⼈

うち正社員就職者 14⼈ 15⼈ 14⼈ 15⼈ 16⼈ 15⼈ 89⼈

区分 ロボットコース
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○都道府県、労働局、事業主や労働者の代表、教育機関等で構成する地⽅運営協議会
等において、訓練ニーズを確認

○ポリテクカレッジのテクノインストラクターによる委員会で、産業構造の変化や
技術⾰新等に対応したカリキュラム及び訓練⽀援計画書(シラバス)の⾒直し

○地域ニーズを捉え、地域の課題解決に繋がる施設独⾃のカリキュラム及び訓練⽀
援計画書(シラバス)等、実習課題の設定

○「第４次産業⾰命に対応した職業訓練のあり⽅研究会」において作成した第４次
産業⾰命の進展に伴い求められる訓練内容報告書を踏まえ、カリキュラムの⾒直し
等を実施

○オンライン訓練の運⽤に係る取組の共有及び実技科⽬での実施等を検討

◆ポリテクカレッジの魅⼒向上・⼊校⽣確保に向けた取組主な取組内容⑤

社会⼈⼊校に係る広報事例

アクションプランを策定し、以下の取組を実施

○ノウハウの共有化による学⽣募集の推進
⾼校訪問の実施⼿順や分析⽅法、⼥⼦学⽣の⼊校促進
のため各施設が創意⼯夫している取組等を集めた事例集
を活⽤した募集活動の実施

○地域のマスメディア等による効果的な広報
各種競技⼤会に挑戦した学⽣の活躍や各種技能イベント
等に関するプレスリリース、地域が⾏う各種イベント等
へ参画するなど、ポリテクカレッジの学⽣の技術⼒の
⾼さを広くアピール

も
の
づ
く
り
に
意
欲
の

あ
る
学
⽣
の
確
保

学⽣の技術⼒の⾼さをアピ―ルする事例

コロナ禍における広報事例

◆ 訓練カリキュラムの⾒直し主な取組内容④ オンライン訓練の運⽤事例

コロナ

コロナ

▲Webオープンキャンパスの開催

◀
⽇
刊
⼯
業
新
聞
広
告
掲
載

○オープンキャンパスの実施や地域（地⽅公共団体、
企業等）との関係強化
・Web配信や参加者を少数にする等コロナ禍における
効果的な⽅法・時期を考慮したオープンキャンパス
の実施により、学⽣を確保

・地域が⾏う各種イベントやプロジェクト等に積極的に参画

○多様な⼊校制度の活⽤
社会⼈の⼊校を促進するため事業主推薦制度を活⽤
した事業主の声を掲載したリーフレットを事業所訪問
等の際に活⽤

コロナ

オンデマンドによる動画配信形式
のオープンキャンパスやVRを活⽤
したバーチャルキャンパスツアー

・第59回技能五輪全国⼤会にポリテクカレッジから
６競技職種15名の学⽣が参加。

▲技能五輪全国⼤会の様⼦

・若年者ものづくり競技⼤会では競技職種「電⼦回
路組⽴、メカトロニクス、旋盤」で厚⽣労働⼤⾂
賞（1位）を獲得したほか16名の学⽣が⼊賞。

社会⼈をはじめとする既卒者の⼊校
者を増やすために、産業界に精通し
ている全国紙に事業主推薦制度を紹
介する新聞広告を掲載し、企業向け
の広報を⾏った。

・オンライン訓練の運⽤事例（実施環境、教材の準備、オンラ
イン訓練の実施⽅法等）について全施設へ⽔平展開し、情報
共有を図った。学⽣からは、モニターを通して資料内容や指
導員の⼿元がよく⾒える、授業の録画データを利⽤して復習
効率が上がった等の訓練効果を確認できた。

▲オンライン配信環境

【事例①】
授業のポイントを短い動画教材として

作成し、指導員と学⽣間で共有。
【事例②】

オンライン訓練配信⽤スタジオを校内
に設置し、施設共通の配信環境を構築。

を実施し、参加者
から好評を得た。
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取組名 件数 取組名 件数

教育訓練等の実施 24件［66件］ テクノインストラク
ターの派遣 149件［112件］

研究発表会等での情報
提供 11件［6件］ カリキュラム作成等の

⽀援 2件［1件］

⼯業⾼校等の教員に対
する研修等 6件［6件］ その他 49件［51件］

⼤学校等の施設・設備
機器等の活⽤ 4件［5件］ 合 計 245件［247件］

◆ 地域社会との連携等主な取組内容⑥
○地域の中⼩企業等が抱える技術⼒強化等の課題解決のため、

ポリテクカレッジが有する「ものづくりのノウハウ」､「第４次
産業⾰命に対応した技術」等を活⽤して、共同・受託研究を
83件[87件]実施（うち共同研究77件、受託研究6件）

○若年者に対する実践的な技術教育を充実させるため⼯業⾼校や
⾼等専⾨学校、⼤学等と連携し、次の取組を実施 〈延べ件数〉

共同研究の事例

縦向き

課題

⿊糖を⼀⼝サイズの「カチワリ⿊糖」とするためには、⼤きく⼆つの作業に
分かれます。３kgの⿊糖ブロックを短冊状（60cm幅）に加⼯する粗割り作
業、短冊状になったものを⼀⼝サイズ（2〜3cm）にするカチワリ作業です。
⿊糖の粗割りサイズを均等にするために、ラック＆ピニオン機構を採⽤しま
した。下板で⿊糖ブロックを⽀え、上刃で⿊糖をカット（粗割り）すること
で、カチワリにちょうど良いサイズに加⼯できます。⿊糖をカチ割る加⼯部
にはダブルロールクラッシャー⽅式を採⽤し、刃の枚数を増やすことで、

カレッジの取組

成果
・従業員は⿊糖のブロックを挿⼊するだけになったことで、
作業効率は４倍、疲労軽減にもつながり⽣産性が向上した。

・依頼元企業からの要求仕様（サイズ、作業効率、メンテナ
ンス性等）を全て満たした。また、回転部への巻き込ま
れ等に配慮した⾼い安全性を確⽴。

・農林⽔産省主催「アグリビジネス創出フェア2021」に出展。
ブースには約200名が来場し、多くの⽅から⾼評価を得た。

「⿊糖カチ割り装置の開発」
沖縄職業能⼒開発⼤学校（※⿊糖を材料とする商品の製造、販売会社からの依頼）

本課題を提案している企業は、⿊糖を使った様々な商品を取り扱っています。
当企業では、⿊糖のカチ割り作業（⼤きいブロック状の⿊糖を⼀⼝サイズに
⼩さく割っていく作業）を⼿作業で⾏っており、硬い⿊糖を割る作業は負担
が⼤きく、また、⼤量発注への対応が困難なことも課題でした。そのため、
⿊糖のカチ割り作業を⾃動化し、⽣産量及び安全⾯の向上を図ることを⽬的
として開発を⾏いました。

◆ ポリテックビジョン等の実施主な取組内容⑦

○新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、計画はしたもの
の、直前で中⽌としたポリテクカレッジがあったが、多くの
施設では、⼀般の参加者の受け⼊れ制限や、会場の感染症予防
措置を実施し、職業訓練の成果物の展⽰や研究発表、記念講演
等を実施した。
さらに、⼀部の施設では、オンライン配信を活⽤し、別会場開
催や発表の様⼦を動画配信サイトに掲載することで地域の企業
や⾼校等に公開した。

コロナ禍におけるポリテックビジョン開催事例(四国ポリテクカレッジ)
〇SDGs･カーボンニュートラル等に関する記念講演

「SDGs・カーボンニュートラルの動向」と「ロ
ボットビジネスの最前線」をテーマに、現状や今後の
展望等について、ＩＴ分野の⺠間企業代表取締役を招
いて記念講演を実施。

講演はコロナ対策を⾏った会場で実施するとともに、
オンライン配信を活⽤し、別会場にも配信した。

・会場︓23会場［24会場］・来場参加者数︓1,935⼈［503⼈］
実施⽅法を⼯夫してオンライン配信等により実施

▲記念講演オンライン
配信の様⼦

（講演を聴講した学⽣の声）
現在学んでいる内容が、今後の社会で重要な技術で

あること、世の中に役⽴つ期待があることについて
講演をいただき、とても興味深く、技術を更に習得し
ていきたいと思った。

コロナ

新規

よりカチワリ能⼒を⾼めています。
また、飲⾷に係る製造機器のため
万が⼀の筐体破損を想定し、⾦属探
知機に反応するステンレスを使⽤し
異物混⼊時の対応に備えています。

◀
加
⼯
し
た
⿊
糖

◀
シ
ス
テ
ム
外
観

▲フェア出展の様⼦
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○概要
・⽣産性向上⼈材育成⽀援センターを通じた事業主等との連携・⽀援

⽣産性向上に取り組む事業主団体及び事業主の⽅々が、従業員に対して職業訓練を効果的に実施できるよう、⽣産性向上⼈材育成
⽀援センター（８７箇所）を拠点にして、都道府県労働局や地⽅公共団体、商⼯関係団体、経済産業局、教育訓練機関、⾦融機関等
と連携し、職業能⼒の開発及び向上に関する相談・援助を実施しています。
・⼈材育成プランの提案、職業訓練のコーディネート

①在職者訓練
②⽣産性向上⽀援訓練
③IT理解・活⽤⼒習得訓練

・教育訓練の内容に応じたテクノインストラクターの派遣
・教育訓練等のための施設・設備貸与 等
・在職者訓練（能⼒開発セミナー）の実施

職業能⼒開発促進センター（ポリテクセンター）及び職業能⼒開発⼤学校・短期⼤学校（ポリテクカレッジ）において、在職者の
⽅々を対象として、仕事を遂⾏する上で必要な専⾨的知識及び技能・技術の向上を図るための短期間（２〜５⽇程度）の職業訓練を
実施しています。
・⽣産性向上⽀援訓練の実施

ものづくり分野だけでなくあらゆる分野の中⼩企業等を対象とした、企業等の⽣産性向上に効果的な訓練のカリキュラムモデル
を開発し、専⾨的な知⾒とノウハウを有する⺠間機関等に委託して訓練を実施しています。
・IT理解・活⽤⼒習得訓練の実施

全てのビジネスパーソンが今後標準的に⾝につけることを期待されるITの活⽤や情報セキュリティ等のIT理解・活⽤⼒を習得する
ための職業訓練を⺠間機関等に委託して実施しています。

1-4-3 在職者を対象とする職業訓練及び
事業主等との連携・⽀援の実施

重要度︓⾼ 難易度︓⾼
○概要
・⽣産性向上⼈材育成⽀援センターを通じた事業主等との連携・⽀援

⽣産性向上に取り組む事業主団体及び事業主の⽅々が、従業員に対して職業訓練を効果的に実施できるよう、⽣産性向上⼈材育成
⽀援センターを拠点にして、都道府県労働局や地⽅公共団体、商⼯関係団体、経済産業局、教育訓練機関、⾦融機関等と連携し、
職業能⼒の開発及び向上に関する相談・援助を実施しています。
・⼈材育成プランの提案、職業訓練のコーディネート

①在職者訓練
②⽣産性向上⽀援訓練

・教育訓練の内容に応じた職業訓練指導員（テクノインストラクター）の派遣
・教育訓練等のための施設・設備貸与 等

・在職者訓練（能⼒開発セミナー）の実施
職業能⼒開発促進センター（ポリテクセンター）及び職業能⼒開発⼤学校・短期⼤学校（ポリテクカレッジ）において、在職者の

⽅々を対象として、仕事を遂⾏する上で必要な専⾨的知識及び技能・技術の向上を図るための短期間（２〜５⽇程度）の職業訓練を
実施しています。

・⽣産性向上⽀援訓練の実施
ものづくり分野だけでなくあらゆる分野の中⼩企業等を対象とした、企業等の⽣産性向上に効果的な訓練のカリキュラムモデル

を開発し、専⾨的な知⾒とノウハウを有する⺠間機関等に委託して訓練を実施しています。
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Ⅰ 中期⽬標の内容
① ⽣産性向上⼈材育成⽀援センター利⽤事業所数 150,000事業所以上

※(在職者訓練と指導員派遣を実施した事業所の合計実績と⽣産性向上⽀援訓練の⽬標受講者数をもとに算出した事業所数)×5年＝15万事業所
② 在職者訓練受講者数 300,000⼈以上

※ 在職者訓練受講者数の直近の実績（平成25〜29年度平均57,012⼈）を上回る⽔準を設定
③ 在職者訓練利⽤事業主からの⽣産性向上等につながった旨の評価 90％以上

※ 内容が近い第３期中期⽬標における「職業能⼒向上に役⽴った」旨の評価から、第３期中期⽬標の実績（平成25年度97.8％、平成26年度97.8％、
平成27年度97.9％、平成28年度97.9％）を踏まえて設定

評価項⽬Ｎｏ．１－４－３ 在職者を対象とする職業訓練及び事業主等との連携・⽀援の実施
⾃⼰評価 Ａ （過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ａ、Ｒ１年度︓Ａ、 R２年度︓Ｂ）

Ⅱ 指標の達成状況
⽬標（指標）に対する取組状況 指 標

令和３年度 Ｒ２年度 Ｒ１年度 Ｈ30年度
実績値 達成度 達成度

・中⼩企業の⼈材育成に関する相談、訓練
のコーディネート等の実施

⽣産性向上⼈材育成⽀援センター利⽤事業所数
（⽬標値 中期計画期間中に150,000事業所以
上（令和３年度⽬標値30,000事業所以上））

47,074
事業所

156.9% 101.6％ 145.3％ 147.5％

・在職者訓練の実施
・地域や事業主等のニーズに対応した訓練

の実施
・受講者からのアンケートの結果等による

評価と改善の実施

在職者訓練受講者数
（⽬標値 中期計画期間中に300,000⼈以上
（令和３年度⽬標値64,000⼈以上））

54,220⼈ 84.7% 62.7% 106.8% 113.0%

在職者訓練利⽤事業主からの⽣産性向上等につ
ながった旨の評価（⽬標値 90％以上）

93.8％
(12⽉末時点)

104.2% 104.6% 104.2% 103.3%

重要度 ⾼
難易度 ⾼

【重要度︓⾼】「働き⽅改⾰実⾏計画」や「未来投資戦略2017」（平成29年6⽉9⽇閣議決定）を踏まえ、中⼩企業等の⽣産性向上に向けた⼈材育成の⽀援のため、中⼩
企業等に対する相談⽀援機能の強化、技術の進展に対応した在職者向けの訓練の充実や、⽣産現場等の「IT⼒」強化等に向けた取組は重要であるため。

【難易度︓⾼】在職者訓練について、第4次産業⾰命による技術の進展等に対応した訓練カリキュラムを開発する必要がある中で、実績を上回る⽔準を設定しているため。
また、⽣産性向上⼈材育成⽀援センターについては、機構が実施してきたものづくり分野以外の訓練カリキュラムの開発等が必要であることに加え、⽣産性
向上等に取り組んだ事業所数を指標として設定するなど、チャレンジングな⽬標を設定しているため。

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）

指 標 要因分析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120%以上⼜は80%未満の場合は、⽬標変更の要否についても記載すること。

⽣産性向上⼈材育成⽀援センター利⽤事業所数 ②「法⼈の努⼒結果」
各種事業主⽀援メニューの推進において、機構内の他業務や関係機関と相互に連携した効率的かつ効果的な周知・広報に努めたことに加
え、⽣産性向上⽀援訓練では、ITを活⽤した実践的な業務改善の習得を⽬的とした訓練メニューの追加やオンラインによる訓練コースの
実施⽅式をオープン形式に拡⼤したほか、在職者訓練においては、訓練ニーズが集中する時期を捉えたコース設定や、中⽌となったコー
スの再設定、事業主のニーズを捉えた追加コースの設定などの機動的な取組を実施したことにより、達成度が120％以上となった。

在職者訓練受講者数
在職者訓練利⽤事業主からの⽣産性向上につな
がった旨の評価
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

・⽣産性向上⼈材育成⽀援センターを通じた事
業主等との連携・⽀援の実施（⽣産性向上⽀援
訓練の実施及びアンケート等による訓練コース
改善の実施）

・コロナ対策をホームページ等で周知するとともに、オンラインによる訓練コースの実施及び70歳までの就業機会の
確保に資する中⾼年齢層向けの訓練コースの実施を⾏った結果、前年度以上の実績を挙げた。また、あらゆる産業分
野の中⼩企業の⼈材育成課題に対応した訓練を開発・実施するとともに、事業主・受講者へのアンケート等により訓
練コースの改善を図りながら事業主等から⾼い評価を得る訓練を実施した。さらに、企業等の⽣産性向上に効果的な
訓練を全国で均質に実施するためのカリキュラムモデルを新たに９コース開発した。
・令和２年度まで実施した「ＩＴ活⽤⼒セミナー」のノウハウを活かし、⽣産性向上⽀援訓練において、「事業主の
⽣産性の向上に資するIT活⽤の知識や⼿法の取得」を⽬的として新たな訓練分野を開発し、令和３年度から展開した
結果、14,264⼈の受講実績を挙げた。

・⽣産性向上⼈材育成⽀援センターを通じた事
業主等との連携・⽀援の実施（在職者訓練の実
施）

依然としてコロナの影響で訓練の受講を躊躇する事業主が多い中で、令和２年度に⽐べて①コロナ対策の徹底による
不安払拭（マニュアル整備等の対策の徹底、ホームページ等による対策の周知）、②事業主のニーズを踏まえた訓練
コースの設定（訓練ニーズが集中する時期を捉えたコースの設定、やむを得ず中⽌となったコースの再設定、追加
コースの設定）、③積極的な広報活動（⽣産性向上⽀援訓練との⼀体的な広報、受講歴のある企業への働きかけ、受
講歴のない企業の新規開拓）、④⽣産性向上⽀援訓練の受講をきっかけとし、在職者訓練受講への誘導（⽣産性向上
⽀援訓練により、事業主の⼈材育成マインドを刺激し、在職者訓練への受講につなげた。）⑤オンライン訓練の実施
（機構のスケールメリットを活かしたオンライン訓練の試⾏的実施等）といった、事業主を在職者訓練に呼び込む取
組を強化した結果、前年度を⼤幅に上回る実績を挙げた。

在職者訓練の第４次産業⾰命等に対応した訓練
コースの開発・⾒直し並びに訓練コースの評
価・改善の実施

⼈協働ロボット活⽤技術といったものづくり分野におけるIoT技術等に対応した在職者訓練コースを新たに20コース
開発し、既に開発済みのコースと合わせて、計263コースを整備するとともに、受講者アンケート結果の訓練カルテ
による分析、事業主等に対する受講者が習得した能⼒の職場での活⽤状況調査を⾏い、必要な改善を図ることで、訓
練コースの品質を⾼める取組を実施した。

在職者訓練に係る受講者アンケート結果 平成30年度 99.0%、令和元年度 98.8%、令和２年度 99.2% 令和３年度 99.1％

⽣産性向上⽀援訓練受講者数 平成30年度 37,670⼈、令和元年度 50,866⼈、令和２年度 44,423⼈ 令和３年度 51,061⼈
※受講者実績は、旧IT活⽤⼒セミナーと⽣産性向上⽀援訓練の実績の合計であること。

⽣産性向上⽀援訓練のオンラインコース受講者数 令和２年度 1,762⼈ 令和３年度 7,800⼈
※受講者実績は、旧IT活⽤⼒セミナーと⽣産性向上⽀援訓練の実績の合計であること。

⽣産性向上⽀援訓練に係る事業主アンケート結果 平成30年度 89.3%、令和元年度 90.4%、令和２年度 93.0% 令和３年度 92.8％（12⽉末時点）

⽣産性向上⽀援訓練に係る受講者アンケート結果 平成30年度 97.8%、令和元年度 98.2%、令和２年度 98.7% 令和３年度 98.4％

参考指標

参考事項
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❶ ⽣産性向上⼈材育成⽀援センターを利⽤して
⽣産性向上等に取り組んだ利⽤事業所数 47,074事業所 [30,477事業所]

○在職者訓練の実施、事業主等との連携・⽀援
数値⽬標の達成状況 ❶⽬標 ︓30,000事業所以上 達 成 度 ︓156.9％

◆ ⽣産性向上⼈材育成⽀援センターの取組主な取組内容①
○中⼩企業等の⽣産性向上に向けた⼈材育成の総合窓⼝として、⽣産性向上⼈材育成⽀援

センターを全国のポリテクセンター、ポリテクカレッジ等に設置し、都道府県労働局や地⽅
公共団体、商⼯関係団体、経済産業局等の事業主⽀援機関と連携を図りつつ、下図の取組及び
コロナ対策を実施したことにより、47,074事業所が利⽤

①⼈材育成に関する相談
センター担当者が企業

を訪問するなどして⼈材
育成に関する課題や⽅策
等を整理

指導員派遣・施設設備貸与
事業主等の要望に応じてテクノインスト
ラクターの派遣や施設設備等の貸出を実
施

指導員派遣︓3,864⼈
施設貸与 ︓10,892件

在職者訓練
企業の⽣産現場が抱える課題解決のため
に機械系、電気・電⼦系、居住系の
ものづくり分野を中⼼に実施（Ｐ●参照）

訓練コース︓7,716コース
受講者数 ︓54,220⼈

製造業、建設業
（ポリテクセンター・ポリテクカレッジにおいて実施）

⽣産性向上・
現場⼒の強化

⽣産性向上⼈材育成⽀援センター

⾼

低

専
⾨
知
識
及
び
技
能
・
技
術
の
レ
ベ
ル

在職者を対象とした職業訓練領域のイメージ図

②訓練のコーディネート
企業の課題に合わせて

最適な⼈材育成プランを
提案の上、訓練等をコー
ディネート

③訓練の実施
企業ごとの⼈材育成

プランをもとに、職業
訓練や指導員派遣等を
実施

全ての業種
（⺠間機関等に委託して実施）

⽣産性向上⽀援訓練

令和２年度との実績⽐較

利⽤事業所の確保に向けた取組 〜他業務との⼀体的な連携〜

※⽬標値は各年度とも30,000事業所以上

○機構の他業務との⼀体的な連携により幅広な実績を確保
⾼齢者雇⽤の総合誌「エルダー」
でミドルシニアコースを紹介

⾼齢者雇⽤の総合誌
「エルダー」11⽉号

ミドルシニアコースの
訓練概要を明記
（6・11・R4.1⽉号）

≪広報誌による連携事例≫

≪他課との連携を図るための取組事例≫

他業務の職員が利⽤者等に対して⽣産
性センター業務の標準的な説明ができる
ように説明例、説明のポイント、所要時
間を記載した説明マニュアルを作成
し展開

≪上記実績のうち≫

※ [  ]は前年度実績

⽣産管理、品質管理、IoT、マーケティング、
データ活⽤など、あらゆる産業分野の⽣産性
向上に資する訓練を実施
令和３年度から、ITを活⽤した実践的な業務改
善を習得する訓練コースを実施（Ｐ●参照）

3,155 事業所 9,227 事業所 12,256 事業所 5,839 事業所

10,804 事業所

（＋242％）

13,051事業所

(+41%)

15,841事業所

(+29%)

7,378 事業所

(+26%)

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

令和２年度 令和３年度

訓練コース︓4,294コース
受講者数 ︓51,061⼈

※70歳までの就業機会の確保に資する中⾼
年齢層向けの訓練コース（ミドルシニアコー
ス）を実施

訓練コース︓593コース
受講者数 ︓3,750⼈
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56.4%
42.7%

0.8% 0.1%

7,096 人

13,583 人
15,007 人

5,723 人
18,428 人
（＋160％）

13,712 人
（+1％）

15,044 人
（±0％） 7,036 人

(+23%)

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

令和２年度 令和３年度
※⽬標値は令和２年度が66,000⼈以上、令和３年度が64,000⼈以上

38.7%
55.1%

5.6%
0.5%

数値⽬標の達成状況

過去最⾼

数値⽬標︓640⼈
達 成 度 ︓●●％❷ 在職者訓練の実施⼈数 54,220⼈ [41,409⼈]

❸ 在職者訓練を利⽤した事業主における⽣産性向上等につながった旨の回答 93.8％［94.1％］

数値⽬標の達成状況 ❷⽬標︓64,000⼈以上 達 成 度︓84.7％
❸⽬標︓90％以上 達 成 度︓104.2％

◆ 在職者訓練の実施主な取組内容②

※❸は令和３年12⽉末時点
※[] 内は前年度実績

コロナ禍における取組

令和２年度との実績⽐較

コロナ

ポリテクセンター・ポリテクカレッジにおいて、在職者向け訓練を実施
○コロナ対策の実施、訓練需要への的確な対応により、7,716コース、
54,220⼈に訓練を実施（うち中⼩企業受講者数32,820⼈）

事業主の声

受講者アンケート結果

【役に⽴った主な意⾒】
・独学で実施していた作業について、具体

的に教わり、業務の効率化に繋がった。
・現在抱える業務課題に対する解決の⽷⼝

となった。
・専⾨的知識や技術が⾝に付き、⽣産性や

品質の維持・向上等業務に役⽴てられる。

（有効回答者数 49,329⼈）

■ ⼤変役に⽴った

■ 役に⽴った

■ 役に⽴たなかった

■ 全く役に⽴たな
かった

※令和４年３⽉末時点事業主アンケート結果

（有効回答事業所数 9,844事業所）

【⽣産性向上等につながった主な意⾒】
・不良発⽣時のライン停⽌時間の短縮につな

がった。
・不良原因の調査⽅法の改善、品質に対する意

識が⾼まった。
・QC活動を⾏うパレート図などを作成し、⽣

産性や品質向上、改善活動につながった。

■ ⽣産性向上等に⼤い
につながった

■ ⽣産性向上等に多少
つながった

■ ⽣産性向上等にあま
りつながらなかった

■ ⽣産性向上等に全く
つながらなかった

93.8％
「⽣産性向上等につな
がった」旨の回答割合

99.1％
「役に⽴った」旨の

回答割合

※令和３年12⽉末時点

利⽤訓練 ︓ＰＬＣによるタッチパネル活⽤技術
利⽤事業主︓トヨタ⾃動⾞北海道株式会社（⾃動⾞部品製造業）

保全に関する技術の習得については、ＯＪＴが中⼼
となっており、じっくり学ぶ機会がとれないことが課
題であったことから、ポリテクセンターのセミナーを
活⽤しました。

今回受講した訓練は、タッチパネルを活⽤したＰＬ
Ｃ制御による⽣産ラインの⾃動化管理技術を学ぶ内容
であり、受講した社員からは、『普段使⽤しているタ
ッチパネルについても専⾨的に学んだことがなかった
ことから、ＰＬＣと接続しての操作⽅法について学ぶ
ことができた。』という意⾒が挙がっていました。

コロナ禍ということもあり、実施可能な教育も限られてはおりましたが、出張で実施
いただけたことから安⼼して受講することができました。セミナーを受講したことで⾃
信がついたようで，改善に積極的なチャレンジをする雰囲気になってきています。

▲⽣産⼯程⾃動化模擬ライン管理の設計
実習

①緊急事態宣⾔期間であっても、安⼼して訓練を受講してもらうため、
マニュアルの整備等の対策を徹底するとともに、ホームページ、
リーフレット等において感染症対策の周知

②訓練ニーズが集中する時期を逃さずに、事業主の⼈材育成ニーズを捉え
た訓練コースを実施し、前年度を⼤幅に上回る実績を確保
やむを得ず中⽌となったコースの再設定や、事業主のニーズをとらえた
追加コースの設定などの機動的な取組

③⽣産性訓練との⼀体的な広報による、様々な⼈材育成ニーズの掘起し
受講歴のある企業への働きかけ及び受講歴のない企業の新規開拓

④全国５か所のポリテクセンターに学科をオンラインで配信した後、配信
先のポリテクセンターで実技を⾏うという、機構のスケールメリットを
活かした施設間連携によるオンライン訓練の試⾏的実施

対⾯・実習が不可⽋な要素とならざるを得ない⾼度なものづくり訓練について、
前年度に引き続くコロナ禍の中、前年度を⼤幅に上回る実績を確保

新規
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◆訓練コースの設定・実施・評価・改善等主な取組内容④

◆第４次産業⾰命に対応した訓練コースの開発・⾒直し主な取組内容③

○「第４次産業⾰命に対応した職業訓練のあり⽅研究会」の検
討結果を踏まえ、令和３年度に引き続き令和４年度もカリキュ
ラムを開発（詳細はＰ●の主な取組内容③の「第４次産業⾰命
に対応した訓練カリキュラムの開発及び職業訓練指導員の育成
等」参照）
〇ものづくり分野におけるIoT技術等に対応した訓練コースを
新たに20コース開発し、既に開発済みのコースと併せて、

計263コースを整備するとともに、延べ548コースを
3,515⼈に対して実施した。

【コース名】
⼈協働ロボット活⽤技術

【訓練内容】
⼈と協働作業ができるロボットの活⽤による⽣

産性向上に向けて、ロボットを扱う上での安全性
の確保に関する知識の習得やプログラミング実習
を通して、多関節ロボットを中⼼としたロボット
制御技術を習得します。

訓練コースの開発事例

訓練コース設定
機構が⾏うべき在職者訓練の基
準に基づき、在職者訓練コース
を設定

【訓練カルテ（訓練コースの品質を保証）】
⇦時系列でのコース
の動きを⽰した
「コース別ＰＰＭ
チャート」と７つの
項⽬で訓練コースの
アンケート結果を可
視化した「アンケー
ト結果レーダー
チャート」により、
分析し、改善を実施
します。

0
20
40
60
80

100

コース総合

評価スコア

役立ち度

指導法

実習演習教材

希望一致度

リピート度

アンケート結果レーダーチャート

１回目
２回目

訓練コースの評価・改善事例

①ｾﾝｼﾝｸﾞ
15.3%

対応する訓練・技術要素

②通信
15.3%

③データの
収集・蓄積

13.4%
④データの
⾒える化・
分析・判断

14.9%

⑤制御
17.5 %

①〜⑤の
基盤技術
23.6%

2回⽬
総合評価スコア88.3

1回⽬
総合評価スコア74.2

向上
●●

訓練計画専⾨部会
における審査

専⾨的・実務的⽴場の外部
委員により構成される訓練
計画専⾨部会において設定
の適否を審査

訓練コース実施
・すべての訓練コースで真に⾼
度なものづくり分野の訓練を実
施
・中⼩企業の⼈材育成課題に対
応した訓練を実施

訓練コースの評価・改善
・受講者からのアンケート
結果等を「訓練カルテ」で
可視化・分析
・事業主等に対して受講者
が習得した能⼒の職場での
「活⽤状況調査」を実施

【コース名】旋盤加⼯技術
【訓練内容】汎⽤機械加⼯の旋盤作業における⽣産性向上のため、安全性に配慮した最適で効率的
な加⼯⽅法の検討や段取り等に関する技能・技術を習得する。

【改善内容】
受講者からの意⾒を踏まえ、加⼯の説明の際には、加⼯具の取り付けの注意事項とその理由まで
細かく説明し、加⼯作業時には測定器を使⽤して完成品の良否を判断し、的確な改善点等の指導
をおこなうことにより、訓練コースの質の向上を図った結果、上記改善の結果、「指導法」のス
コアが65.0から90.0に上昇し、＜第２回⽬の総合評価スコアは88.3＞に向上し、コースの品質
を⾼めることができた。

○コースを実施した結果、受講者から、講師の進⾏が速い、指導⽅法や教材がわかりにくいといっ
た意⾒があり、＜第１回⽬の総合評価スコアは74.2＞となった。
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○70歳までの就業機会の確保に資する中⾼年齢層向けの訓練コース（ミド
ルシニアコース）を実施（全受講者のうち3,750⼈受講）

○ITを活⽤した実践的な業務改善を習得する訓練コース（旧IT活⽤⼒セミ
ナー）を実施（全受講者のうち14,264⼈受講）

◆⽣産性向上⽀援訓練の実施主な取組内容⑤

（ものづくり分野だけでなく、あらゆる産業分野の中⼩企業等を対象）

拡充

【実施実績】 4,294コース、51,061⼈［3,879コース、44,423⼈］

うち令和３年度の取組

カリキュラムモデルの開発 ■ ⽣産性向上等に
⼤いにつながった

■ ⽣産性向上等に
多少つながった

■ ⽣産性向上等に
あまりつながら
なかった

■ ⽣産性向上等に
全くつながらな
かった

28.1%

64.8%

6.6% 0.6%

（有効回答事業所数 11,061事業所）

【主な⽣産性向上等につながった主な意⾒】
・タイムマネジメントやタスク管理の重要性と

進め⽅について、社内で共通認識を持てた。
・原価計算や損益管理の考え⽅を現場の社員も

理解することができた。

【役に⽴った主な意⾒】
・後輩の指導、作業効率化のヒントとなった
・IT化、デジタル化の最新状況を理解できた
・RPAという知らないツールを知ることがで

き、業務改善する際の選択肢が増えた

（有効回答者数 46,737⼈）

■ ⽣産性向上等に
⼤いにつながった

■ ⽣産性向上等に
多少つながった

■ ⽣産性向上等に
あまりつながら
なかった

■ ⽣産性向上等に
全くつながらな
かった

35.9%
62.5%

1.5% 0.1%

「役に⽴った」
旨の回答割合

98.4％
「⽣産性向上等につな
がった」旨の回答割合

92.8％

コロナコロナ禍における取組
受講者アンケート結果 ※令和４年３⽉末時点

事業主アンケート結果

利⽤者の声 利⽤訓練︓実務に基づくマーケティング⼊⾨、提案型営業技法、ビジネス現場における交渉⼒
利⽤事業主名︓株式会社イエムラ

【きっかけ】

【訓練の実施】

【訓練の効果】

≪事業主≫
・異なる⽀店の社員と意⾒交換が

できたことにより、相互理解・
協同意識が⾼まった。
≪受講者≫

・⾃社もしくは⾃宅で受講できた
のでリラックスして受講できた。

・資料がPC画⾯なので⾒やすい。

カリキュラムモデルの開発・実施

◇コース名︓ＤＸの推進◇

〜〜〜〜〜〜〜課題・⽬標〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜訓練効果〜〜〜〜〜〜〜〜

※令和３年12⽉末時点事業主アンケート結果

⾃社の既存マーケットの伸びが鈍化する現状を踏まえ、既存顧客内のシェア拡⼤や新規顧
客の獲得、⾃社製品の適正価格による販売に繋げるために⽣産性向上⽀援訓練を受講しま
した。

当該３コースを連携させ、従業員に交渉⼒の底上げとマーケティングの
知識を習得させることを⽬標に⾃社の業種、顧客特性に合わせて訓練を
カスタマイズしていただきました。

⾃社の情報と顧客情報の整理や分析⽅法、販売活動への活かし⽅を学び、
今後の⽅策について計画することができた。また、部⾨内の協⼒体制が
強化され、⾃社の強み（団結⼒）をより活かすことができた。

1,266 

8,600
+165％

7,151 

13,588
+9%

11,485 

18,869
+9%

8,204 

10,004
‐13%

1,984 

5,261 

5,755 

3,317 

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

旧ITセミナー

生産性訓練

3,250

〈令和２年度〉

〈令和３年度〉

生産性訓練

12,412

17,240

11,521

※令和２年度の実績は、令和２年度まで実施していた旧IT活⽤⼒
セミナーと⽣産性向上⽀援訓練の実績の合計であること。

令和３年度／令和２年度実績対⽐

代表取締役社⻑
家村様

○ホームページ、チラシ等においてコロナ対策の周知
○オンラインによる訓練コースを、オーダー⽅式に加えて
オープン⽅式にも拡⼤して実施

（全受講者のうち7,800 ⼈が受講）
＜オンラインコースの実施＞ ＜オンラインコース実施後の意⾒＞

訓練⾵景
訓練コースの募集チラシ

実 施

開発

○ＤＸに対応できる⼈材の育成等を⽀援するための⼿法・知識を習得させるための
カリキュラムモデル含め、新たに９コース開発 計125コース整備[116コース]

◇コース名︓データサイエンス⼊⾨◇

〜〜〜〜〜〜〜課題・⽬標〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜訓練効果〜〜〜〜〜〜〜〜

・データサイエンスを⾏う有⽤性を知りたい
・⾃社データをビジネスに活⽤したい
・得られたデータを解析、分析したい

・データサイエンスを活かせるフィールドを知る
・データサイエンスを活⽤するための分析⼿法を習

得する
・分析結果から使⽤できるアクションを選択できる

・従来の組織、企業⽂化・⾵⼟を⾒直したい
・DXの推進に必要な社内体制を構築したい
・DXの推進に必要な知識、デジタル技術を知りたい

・DXの推進のための経営のあり⽅、仕組みを理解する
・現状の課題から、DXの推進のためにとるべきアクシ

ョンを検討できる
・IT新技術の動向を知る
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修了者のうち、⻑期養成課程修了者と同等の能⼒を有する者には指導員免許資格を付与

1-4-4 職業訓練指導員の養成、
職業訓練コースの開発、国際協⼒の推進等

職業能⼒開発総合⼤学校（東京都⼩平市）において、「技能習得の指導」、「訓練コーディネート」、「キャリアコンサルティング」及び
「問題発⾒解決⼒」等の幅広い能⼒を有する⼈材を養成するための訓練（指導員養成訓練【ハイレベル訓練】）を実施しています。また、テク
ノインストラクターの専⾨性の拡⼤・レベルアップ等を図るための研修（指導員技能向上訓練【スキルアップ訓練】）も実施しています。

厚⽣労働省と機構との協議により選定したテーマで調査・研究・開発を実施し、都道府県、⺠間教育訓練機関等へ情報提供を⾏っています。ま
た、⺠間教育訓練機関における教育訓練サービスの質向上に向けた⽀援を実施しています。

国等からの要請を受けて、開発途上国等からの研修員受⼊れやテクノインストラクターの海外派遣等を実施しています。

・訓練コースの開発等

・職業訓練指導員（テクノインストラクター）の養成
○概要

＜指導⼒習得コース＞
職業能⼒開発総合⼤学校の総合課程在籍者を対象に、１年間の訓練を実施。

＜訓練技法習得コース／訓練技法・技能等習得コース＞
職業能⼒開発⼤学校の応⽤課程修了者⼜は⼀般⼯科⼤修了者等を対象に、半年⼜は１年間の訓練を実施。

＜実務経験者訓練技法習得コース＞
⼀定の技能・技術を有する者等を対象に、１⽉以上１年未満の訓練を実施。

＜職種転換コース＞
職業訓練指導員免許を既に有している者を対象に、新たな訓練科⽬の免許を取得するため半年⼜は１年間の訓練を実施。

① 指導員養成課程︓普通職業訓練を担当できるレベルのテクノインストラクターを養成
【指導員養成訓練の種類】

② ⾼度養成課程︓⾼度職業訓練を担当できるレベルのテクノインストラクターを養成
＜専⾨課程担当者養成コース＞

普通職業訓練において訓練を担当している者等を対象に、半年間の訓練を実施。
＜職業能⼒開発研究学域＞

職業能⼒開発総合⼤学校の総合課程修了者等を対象に、２年間の訓練を実施。
＜応⽤課程担当者養成コース＞

職業能⼒開発⼤学校の専⾨課程の訓練を担当している者等を対象に、１年間の訓練を実施。

・国際協⼒の推進
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評価項⽬Ｎｏ．１－４－４ 職業訓練指導員の養成、職業訓練コースの開発、国際協⼒の推進等

Ⅰ 中期⽬標の内容
① 職業訓練指導員養成課程修了者数 500⼈以上

※ テクノインストラクターが今後10年間で2,000⼈不⾜すると予想されており、その養成が必要なため、そのうち半数
（10年間で1,000⼈＝5年間で500⼈）を機構が実施する職業訓練指導員養成課程で養成することとして設定。（残り半数は都道府県において養成）

② スキルアップ訓練の受講者数 25,000⼈以上
※ スキルアップ訓練の受講者数の実績（平成25年度〜28年度の年間平均受講者数5,010⼈）を踏まえて設定

（過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ｂ、Ｒ１年度︓Ｂ、 R２年度︓Ｂ）⾃⼰評価 Ｂ

Ⅱ 指標の達成状況

⽬標（指標）に対する取組状況 指 標
令和３年度 Ｒ２年度 Ｒ１年度 Ｈ30年度

実績値 達成度 達 成 度
・ハイレベル訓練の実施
・指導⼒習得コースの設置運営

職業訓練指導員養成課程修了者数
(⽬標値 中期計画期間中に500⼈以上
(令和３年度⽬標値 100⼈以上))

144⼈ 144.0% 153.0% 122.0% 118.0％

・スキルアップ訓練の実施
・受講しやすいオンライン研修等の実施
・第４次産業⾰命に対応した研修の実施

スキルアップ訓練の受講者数
(⽬標値 中期計画期間中に25,000⼈以
上(令和３年度⽬標値 5,000⼈以上))

5,916⼈ 118.3% 55.2% 97.5% 107.5%

指 標 要因分析（①「制度、事業内容の変更」、②「法⼈の努⼒結果」、③「外部要因」のいずれかに分類して分析すること）
同⼀指標で2年続けて達成度が120%以上⼜は80%未満の場合は、⽬標変更の要否についても記載すること。

職業訓練指導員養成課程修了者数 ①「制度、事業内容の変更」
テクノインストラクターの減少予測を背景に、早期にテクノインストラクターの養成を図ることを⽬的として、改正職業能⼒開発促進法施

⾏規則が令和３年４⽉に施⾏されたことに併せて速やかに対応し、改正後の新課程に加えて改正前の旧課程の⼀部も並⾏して実施したため、
⼀時的に年間の修了者数が増えたことにより実績が⼤きく増加した。
〇⽬標変更の要否【否】
職業能⼒開発促進法施⾏規則の改正に伴う令和３年度までの⼀時的な増加であるため。

スキルアップ訓練の受講者数

要因分析（実績値/⽬標値が120％以上⼜は80％未満）
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Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

ハイレベル訓練の実施及びテクノインストラク
ターの魅⼒の発信

ハイレベル訓練について、課程再編後の指導員養成課程及び⾼度養成課程を着実に実施することにより、指導⼒習得
コースの修了者が９１名と⾼い実績を確保するなど、⽬標値を⼤きく超えることができた。
また、機構や都道府県におけるテクノインストラクターの安定的な確保にむけて、テクノインストラクター総合情報
サイトの運⽤やイベントでの広報活動を実施し、魅⼒の発信に努めた。

ニーズにもとづく訓練コースの開発及び多様な
受講形態によるスキルアップ訓練の実施

第４次産業⾰命に係る研修やオンライン訓練の指導技法等を習得するための研修等ニーズに沿った研修を充実させる
とともに、従来の出前型研修や通信活⽤研修に加え令和２年度から実施しているオンライン研修を拡充することで多
くの受講者を確保することができた。

訓練コースの調査・研究・開発の実施及び成果
の普及・活⽤の取組

厚⽣労働省と機構において選定した１３テーマについて、調査・研究・開発を実施するとともに、職業能⼒開発体系
や職業訓練に係る教材などその成果をホームページで公開、研究報告書等にまとめ関係機関へ配布することにより、
広く普及を図った。

職業⼤基盤整備センターホームページへのアク
セス件数

平成30年度 1,991,840件、令和元年度 2,200,346件、令和２年度 2,821,831件、令和３年度 2,334,112件

職業⼤基盤整備センターホームページからのカ
リキュラム等のダウンロード件数

平成30年度 80,771件、令和元年度 176,746件、令和２年度 324,999件、令和３年度 109,355件

参考指標

参考事項
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○職業訓練指導員の養成

◆ 指導員養成訓練の実施主な取組内容①
➊ 指導員養成課程修了者数※旧課程の⻑期養成課程修了者を含む １４４⼈ [153⼈]
数値⽬標の達成状況 ❶⽬標︓100⼈以上

達 成 度︓144.0％

テクノインストラクターに必要な技能・能⼒を習得

⻑期養成課程
（訓練期間１〜２年）
修了者数24⼈[61⼈]

指導員養成課程
（訓練期間１か⽉〜１年）

修了者数120⼈[92⼈]

⾼度養成課程
（訓練期間２年以内）
修了者数11⼈[11⼈]

テクノインストラクター候補として採⽤された者等を対象に、
テクノインストラクターになるための実践的な技能・能⼒を習
得するための訓練（令和３年度で終了）

① 専⾨課程担当者養成コース
② 職業能⼒開発研究学域
③ 応⽤課程担当者養成コース

参考︓指導員養成訓練の⾒直し概要［職業能⼒開発促進法施⾏規則の⼀部改正］

指導⼒習得コース修了者の声

【課題】
〇テクノイン

ストラク
ターが不⾜

〇テクノイン
ストラク
ターの養成
に１〜２年
を要する

【令和3年4⽉の改正省令の概要】 【⾒直し後】
〇早期に若年層
のテクノイン
ストラクター
を確保

〇現場経験を
積みながら
キャリア
アップ

【平成31年4⽉の改正省令の概要】

一般
工科大 一般

応用
課程

カレッジ

総合
課程

PTU

能開科目
１年間

能開科目 技能・技術力
１年目 ２年目

能開科目
１年間

能開科目 技能・技術力
６か月 ６か月

能開科目
６か月 半年早く現場へ！

1年早く
現場へ！

改
正

修
了

修
了

修
了

改
正

総合課程と併せて指導力習得コースを受講

することで修了と同時に即現場へ！

指導⼒習得コースの設置

訓練技法習得コース、訓練技法・技能等習得コースの設置
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
希
望

総合
課程

PTU

指導力
習得コース+

修
了

○指導員として
の技能向上
を図るため
スキルアップ
訓練を受講！

○新設された
専門課程
担当者養成
コースを
受講！

○機構の職業能⼒開発施設で勤務する修了者の声
旧課程

新課程 離職者を対象とする職業訓練等の普通職業訓練を担当できる
テクノインストラクターの養成を⽬的とし、その対象者や訓
練期間等が異なる５つのコースを実施

① 指導⼒習得コース
② 訓練技法習得コース
③ 訓練技法・技能等習得コース
④ 実務経験者訓練技法習得コース
⑤ 職種転換コース

⾼度技能者養成のための職業訓練等の⾼度職業訓練を担当できる
テクノインストラクターの養成を⽬的とし、その対象者や訓練期
間等が異なる３つのコースを実施

※[ ]内は前年度実績

職業⼤⼊学時には明確に進路を決めていません
でしたが、企業実習でポリテクセンターに⾏き、
訓練⽣が再就職に向けて訓練を熱⼼に受講して
いる姿を⾒て、そういった⽅々の背中を押して
いけるような職業に就きたいと思いテクノイン
ストラクターになりました。早く指導員免許を
取得できるようになった分、多くの実践経験を
積むことができたと思います。 ▲訓練⽣に指導する様⼦

テクノインストラクター総合情報サイトの充実

○現役のテクノインストラク
ターへのインタビューや、テ
クノインストラクターについ
てシンプルに説明した動画を
掲載するなど、魅⼒を発信。 ▲Webページ「キャリアストーリー」
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❷ スキルアップ訓練受講者数 5,916⼈ [2,759⼈] （参考）実施コース数 450コース [331コース] 
数値⽬標の達成状況 ❷⽬標︓5,000⼈以上 達 成 度︓118.3％

◆ スキルアップ訓練の実施主な取組内容②
テクノインストラクターの専⾨性拡⼤やレベルアップ等を図る

○全国のテクノインストラクターがコロナ禍の中でも訓練を受講しやすくなる
よう、出前型研修（1,369⼈受講［1,054⼈］）や通信活⽤研修（499⼈受講

［318⼈］）に加えて、オンライン研修（3,275⼈受講［347⼈］） を実施
○第４次産業⾰命に係る研修（1,141⼈受講［231⼈］）、オンライン訓練の指
導技法等を習得するための研修（805⼈受講［148⼈］）等ニーズに沿った
研修を充実させるとともに、タイムリーな情報を掲載したPTU研修便りを発
⾏し都道府県等に対し周知・広報を実施

○分野ごとに求められる能⼒に関するアンケートを各都道府県に対して実施し、よりニーズに対応し
た研修内容を検討

受講者の所属別内訳
○都道府県 1,250⼈ [523⼈]
○⺠間企業等 925⼈ [246⼈]
○機構 3,741⼈ [1,990⼈]

今中期における実績⽐較

（※概ね２〜５⽇（12Ｈ〜30Ｈ））主なスキルアップ訓練の種類
○訓練技法開発研修…訓練コース・コーディネート、指導技法等を習得
○技能・技術実践研修…技術⾰新等に対応するための実践的な技能・

技術を習得
○⼀般研修…キャリアコンサルティング、安全衛⽣等の能⼒を習得

スキルアップ訓練受講者の声
「オンライン訓練の指導法等を
習得するための研修」受講者
（都道府県所属）
オンライン訓練の必要性は感じていた

ものの、具体的に何をすればよいのかわ
からなかったのが、実際に詳細な⼿順を
学ぶことができて、少しずつですが取り
⼊れていけそうな⾃信がつきました。

受講形態別の受講状況
対⾯型
2,641⼈
（44.6%）
うち出前型
1,369⼈オンライン

3,275⼈
（55.4%）
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※通信活⽤研修は、対⾯型の内数。

「第４次産業⾰命に係る
研修」受講者（都道府県
所属）

第4次産業⾰命について右も左
も分からなかったが、この研修を
受講することで背景や意味合いな
ど求めていた内容を理解すること
ができました。○訓練コースの開発、国際協⼒の推進等 ※[ ]内は前年度実績

主な取組内容③ ◆ 海外からの研修員の受⼊れ等
○テクノインストラクターの開発途上国への派遣

カンボジアに⻑期派遣専⾨家として1⼈派遣[1⼈]

職員の開発途上国への派遣事例

製造業を中⼼とする産業界と
の連携活動を通じて、電気分
野の職業訓練の質を持続的に
強化する仕組みが整うよう技
術的な⽀援を実施。

○海外からの研修員の受⼊れ、研修講師の派遣
・視察型研修（オンライン）

延べ54か国から6件、88⼈、延べ10施設に受⼊れ [１か国から１件、12⼈] 
・研修講師の派遣（オンライン）

１⼈の講師を機構から派遣、派遣件数１件、研修員数109⼈ [前年度実績なし] 

（参考）令和元年度実績【海外からの研修員の受⼊れ、研修講師の派遣]
○海外からの研修員の受⼊れ
・技術研修 ［カンボジア、ミャンマーから６⼈、２施設に受⼊］
・視察型研修 ［延べ94か国から18件、181⼈、延べ26施設に受⼊］
〇研修講師の派遣［延べ9⼈の講師を機構から派遣（派遣件数3件、研修員数36⼈）］

ボリビア等６か国の研修員に対して開催されたオンライン研修
において、ポリテクセンター福岡及び九州能開⼤の訓練を紹介
した。

JICA課題別研修「職業訓練の運営・管理と質的強化」に係る視察事例
〇カンボジア職業訓練事業の取組
（令和３年から令和６年まで）

▲現地の指導員に説明する
テクノインストラクター

▲オンライン研修の様⼦

コロナ

拡充
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○ニーズの把握・訓練計画の審議等
・運営委員会（機構本部）

厚⽣労働⼤⾂が任命する公益代表委員、労働者代表委員及び
使⽤者代表委員により構成される運営委員会を開催
（職業能⼒開発業務の運営に関する事項（中期計画・年度計

画等）について審議）

・地⽅運営協議会（各都道府県）
職業能⼒開発促進センター所⻑が委嘱する公益代表委員、労働
者代表委員、使⽤者代表委員及び関係⾏政機関代表委員により
構成される地⽅運営協議会を、各都道府県で２回ずつ開催

（職業能⼒開発業務ニーズの把握、訓練計画の策定及び実施、求
職者⽀援訓練の認定事務等に関することの協議、業務実績の報
告、訓練の周知・広報に係る連携要請等を実施）

◆関係機関等との連携主な取組内容⑤

◆訓練コースの調査・研究・開発の実施及び成果の普及・活⽤主な取組内容④
○厚⽣労働省と機構との協議により13テーマを選定・実施
・厚⽣労働省 政策上の⾒地から必要とされるテーマ
・機構 職業能⼒開発業務の実施に必要なテーマ

○成果を職業⼤基盤整備センターのホームページで公開し、⺠間教育訓練
機関や地⽅公共団体等へ研究報告書等を配付することにより普及・活⽤
【アクセス件数】 2,334,112件 [2,821,831件]
【ダウンロード件数】 109,355件 [324,999件]
【配付機関（延べ）】 2,092機関 [1,549機関]

主な調査・研究・開発テーマ
・医療機器分野における職業能⼒開発体系の整備
・リカレント教育の⼀環としてのオンラインにより無料で学べる

職業教育動画教材等の開発、配信について
・職業訓練のＩＣＴ化に係る指導技法等の開発
・在職障害者に対する職業訓練に係るニーズ等に関する調査研究

背景
平成30年4⽉から職業⼤の調査・研究機能のうち⾃動⾞・医療機器・航空機の
３分野の職業訓練に係る教材開発機能を県外に移転し、職業能⼒開発体系の整
備と教材開発に各分野３年間ずつ取り組んでおり、令和２年度までに⾃動⾞分
野の職業能⼒開発体系を整備した。また、令和3年度は新たに医療機器分野の
職業能⼒開発体系の整備に着⼿している。

⽬的
地域の企業や関係機関との協同によって得られる成果、知⾒を活⽤し、製造業
の現場ニーズに即した実効的な職業能⼒開発体系の整備及び職業訓練に係る教
材開発を⾏う。

・⾃動⾞分野については、基盤整備センターホームページにおいて、整備し
た職業能⼒開発体系及びカリキュラムモデルを公開し、全国の公共職業訓
練施設等における普及・活⽤を図った。

・医療機器分野については、令和４年度以降も引き続き、職業能⼒開発体系
の整備に取り組む。

成果

地⽅公共団体と緊密に連携し、雇⽤対策や⼈材育成等を⼀体的に推進
するため、協定に基づく取組を実施

○雇⽤対策、⼈材育成等に関する協定に基づく取組

○地域における職業訓練の質の検証・改善事業への参画
労働局が開催する会議において、都道府県の実施する離職者訓練
（委託訓練）の定員充⾜率及び就職率の向上に向けたカリキュラ
ムの検証・改善等を⽀援

⾃動⾞分野における職業能⼒開発体系の普及及び医療機器分野に
おける職業能⼒開発体系の整備

○「就職氷河期世代活躍⽀援都道府県プラットフォーム」への参画
（各都道府県）
「就職氷河期世代活躍⽀援都道府県プラットフォーム」に参画し、都
道府県労働局、都道府県、就労等⽀援機関、経済団体、労働団体等の
関係機関と連携を図り、就職氷河期世代に対する⽀援を実施

令和２年６⽉にロボット⾰命・産業IoTイニシアティブ協議会（RRI）
の下に設⽴された、教育機関、ロボットメーカ等産業界で構成される
「未来ロボティクスエンジニア育成協議会（CHERSI）」に参画

○「未来ロボティクスエンジニア育成協議会（CHERSI）」への参画
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○概要
都道府県⽀部において、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の⽀援に関する法律（平成23年法律第47号）に基づき、

職業訓練を実施する⺠間教育訓練機関等に対しての周知・広報、訓練計画の策定に関する相談援助、職業訓練の審査・認定、訓練
実施に関する指導・助⾔を実施しています。

1-6 求職者⽀援制度に係る職業訓練の認定業務等

＜求職者⽀援制度の概要＞
雇⽤保険を受給できない求職者の⽅に対し、
①無料の職業訓練（求職者⽀援訓練）を受講する機会を
確保し、

②⼀定の⽀給要件を満たす場合は、訓練期間中に給付⾦
を⽀給するとともに、

③ハローワークにおいてきめ細かな⽀援を実施すること
により、

早期の就職を⽀援するための制度です。

＜求職者⽀援制度における機構の役割＞
○制度の周知・広報

○訓練計画の策定に関する相談援助

○職業訓練の審査・認定

○訓練実施に関する指導・助⾔
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評価項⽬Ｎｏ．１－６ 求職者⽀援制度に係る職業訓練の認定業務等

Ⅰ 中期⽬標の内容

（過去の主務⼤⾂評価 Ｈ30年度︓Ｂ、Ｒ１年度︓Ｂ、 R２年度︓Ｂ）⾃⼰評価 B

Ⅱ 指標の達成状況
定量指標なし

Ⅲ 評定の根拠
根 拠 理 由

認定職業訓練の的確な審査に係る取組
求職者⽀援制度に係る職業訓練の認定にあたっては、就職に資する訓練内容となっているか的確に審査を⾏った。
また、⺠間教育訓練機関等の申請を促進するため、説明会等を通した制度改正（ｅラーニングコースの新設等）等の
周知・広報の実施に加え、新たな雇⽤・訓練パッケージ等の新規施策に係るモデルカリキュラムを開発するなど、機
動的な対応を図った。

実施状況確認の実施等に係る取組

実施されたすべての訓練コースに対し、定期的（⽉１回）に実施状況確認を⾏うことにより、不正防⽌と指導・助⾔
による訓練の質の向上に努めた。
また、訓練実施機関が抱える課題を把握し、訓練の質向上を⽬的とした求職者⽀援訓練サポート講習を全都道府県で
実施した。
実施状況確認時に併せて新型コロナウイルス感染症対策の取組み状況を確認し、新型コロナウイルス感染症対策に苦
慮している訓練実施機関に対して、他の訓練実施機関や機構における感染症対策を情報共有することで、より安全な
訓練運営となるよう助⾔した。

参考指標

定量指標なし

参考事項
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○職業訓練の審査・認定
評価の視点 ◆ 認定職業訓練の的確な審査主な取組内容①

≪⺠間教育訓練機関等の申請を促進するために≫ ≪早期就職に効果的な訓練とするために≫

○認定コース数 3,508コース [2,862コース]
○認定定員 56,609⼈ [44,921⼈]
・うち就職氷河期世代活躍⽀援プラン対応コース及び短期・短時間特例
コース（就職氷河期世代や新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少
した⽅等向けに訓練期間や訓練時間の要件を緩和したコース）の実績
認定コース数1,160コース、認定定員18,310⼈

・うちデジタル分野の実績
認定コース数264コース、認定定員4,588⼈
※同分野認定状況︓令和２年度23都道府県→令和３年度42都道府県

○説明会等を通じた制度の周知・
広報や訓練実施上の注意事項説明を
実施
説明会︓121回開催、1,033⼈参加
相談件数︓6,138件

○⺠間教育訓練機関等へ求職者⽀援制
度についてのセミナーを開催し、訓
練コース設定への協⼒要請を実施

○⺠間教育訓練機関等を訪問し、申請
に係る協⼒要請を実施

○新設されたeラーニングコースの積
極的な周知・広報を実施

新たな雇⽤・訓練パッケージへの対応 訓練カリキュラムの作成⽀援求職者⽀援制度の周知、説明

○新型コロナウイルスの影響によりシフトが減
少した⽅等が、働きながら受講しやすい短期・
短時間特例コースの申請促進のため、短期間・
短時間で設定可能な訓練カリキュラム５コース
を追加作成

新型コロナウイルス感染症対策
○感染症拡⼤防⽌に向けた確認リストの配付、
具体的な感染予防策の情報提供を実施

○オンライン訓練の申請を促進し、233コー
ス認定

コロナ

≪安全・安⼼な訓練環境を確保するために≫

○訓練カリキュラム及び職業能⼒証明
シートを盛り込んだ「カリキュラム
作成ナビ」をホームページや相談の
機会を通じて⺠間教育訓練機関等に提
供し、訓練カリキュラム等の円滑な作
成を⽀援

【アクセス件数】 4,734件
【ダウンロード件数】 10,969件

○デジタル分野の認定促進に資する訓練
カリキュラム６コースを追加作成
（うち５コースは短期・短時間特例訓練コース）

○審査コース数 3,608コース [3,010コース]
○審査定員 58,170⼈ [47,553⼈]
※（参考）令和３年度認定上限値︓70,537⼈

（⼈） （コース）

※[ ]内は前年度実績

※各年度実績

新規
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○求職者⽀援訓練サポート講習の実施状況

○実施状況確認の実施及びノウハウの提供

求職者⽀援訓練サポート講習内容が
訓練運営に「活⽤できる」⼜は「どち
らかといえば活⽤できる」との回答

○求職者⽀援訓練サポート講習の受講者
（訓練実施機関）に対するアンケート

◆ 実施状況確認の実施等主な取組内容②

・「受講者募集の勘所とポイント（プロモーション編）」を受講し、コース案内の作成に当たっての具体的なアドバイスを得られました。
・「早期就職を実現させる訓練運営」を受講し、訓練運営フレームの基本と、プロセスマネジメントの⼤切さが理解できました。

サポート講習受講者アンケートの感想・意⾒

98.3%
[98.6％]

○認定した訓練について実地による訓練実施状況の確認を⾏い、訓練実施機関への指導・助⾔を実施
実施状況確認件数（巡回指導） 10,086件 [8,893件]

参考︓開講コース数 2,791コース [2,300コース]

○訓練実施機関が抱える課題を把握し、訓練の質向上を⽬的とした求職者⽀援訓練サポート講習を機構による創意⼯夫の取組と
して全都道府県で実施

「訓練・学習の進捗等に特別な配慮が必要な学
⽣への⽀援・対応ガイド」や「就職⽀援マッ
プ」等の機構のノウハウを最⼤限に活⽤

新型コロナウイルス感染症対策に苦慮してい
る訓練実施機関に対して、他の訓練実施機関
や機構における感染症対策を情報共有するこ
とで、より安全な訓練運営となるよう助⾔し
た。

実施状況確認における指導・助⾔の事例

【主な確認内容】
・認定内容に基づき、適切に訓練が実施されているか
・受講者に対するアンケート結果に対し、適切に対応しているか
・就職⽀援の実施体制が整備され、適切な就職⽀援が実施されているか
・実施状況確認時に併せて新型コロナウイルス感染症対策の取組み状況を確認
また、その取組状況を訓練実施機関の訓練説明会や施設⾒学会等で周知するよう指導・助⾔

・訓練実施機関が抱える課題はないか など

[47回] [445⼈] [98.6％]

コロナ

※[ ]内は前年度実績

講 習 名 実施回数 受講者数 有⽤度

受講者募集の勘所とポイント（プロモーション編） 17回 155⼈ 99.3％

受講者のタイプや特徴に応じた⽀援と対応 ８回 114⼈ 99.1％

精神障害・発達障害の特徴と対応について ３回 34⼈ 97.0％

特別な配慮が必要な⽅への⽀援について ４回 38⼈ 94.6％

早期就職を実現させる訓練運営 ８回 76⼈ 98.6％

ケーススタディで学ぶ就職⽀援 １回 15⼈ 100％

受講者対応スキルの向上について ４回 30⼈ 93.3％

トラブル事例に学ぶ 求職者⽀援訓練における個⼈情報管理とリスク対応 ２回 23⼈ 100％

合 計 47回 485⼈ 98.3％

コロナ
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