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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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➊ 訓練終了後３か⽉時点の就職率 ※ 87.2％ [86.8％]

・Web会議システムを活⽤した企業説明会を実施
・オンライン⾯接を意識した⾯接指導や練習環境を提供

するとともに、オンライン⾯接を受ける場所・機材等
を提供

・⼀部のカリキュラムにおいて引き続きオンライン訓練
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

○オンラインを活⽤した効果的な取組

▲オンライン企業説明会の様⼦

※就職率は、R4.4~R4.9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︓109.0％

正社員就職率
66.2％ [65.7％]

（参考）正社員としての就職を希望
する者の正社員就職率
81.6％ [83.4％]

（サンプル調査）

※実績数値は原則として令和４年12⽉末時点
※[  ]は前年度同期実績

15,770  15,403  14,713  14,977  14,858 

86.4% 85.7%
82.5%

86.8% 87.2%

67.4% 66.0% 65.2% 65.7% 66.2%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

0人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

H30 R1 R2 R3 R4

■就職率 ▲正社員就職率 ■入所者
就職率実績推移
（人）

※就職率は、各年度４月から９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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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 925⼈ [901⼈]

数値⽬標の達成状況等
❷⽬標︓1,205⼈以上

達 成 度 ︓76.8 ％

◆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

23施設で実施
実施実績 42コース 826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１施設で令和５年３⽉に実施予定（計４施設）
実施実績 5コース 99⼈

ス
マ
ー
ト
⽣
産

サ
ポ
ー
ト
科

Ｉ
ｏ
Ｔ
シ
ス
テ
ム

技
術
科

◆デジタル技術に対応した訓練カリキュラム等の開発及び職業訓練指導員の育成主な取組内容③
DXにつながるデジタル技術に対応した訓練カリキュラム
の開発等

離職者訓練
⽣産ロボットシステムコースの運⽤⽅法の⾒直し、
建築施⼯システム技術科のBIMを活⽤したカリキュラム開発
シミュレーション等の技術要素を活⽤したカリキュラムの⾒
直し、協働ロボット等を活⽤したカリキュラムの開発

ICTを活⽤した新たな指導技法等の開発

訓練効果の向上や訓練実施の効率化を図るため、基盤
整備センターの調査・研究において、ICTを活⽤した新
たな指導技法等の試⾏検証及び開発を実施

各職業訓練におけるDX対応訓練の定義及び育成⽬標とする⼈材像を整
理するとともに、指導員等で構成する各カリキュラム等検討委員会にお
いて訓練カリキュラムの⾒直し及び開発を実施

学卒者訓練

在職者訓練

IoTシステム技術科等のカリキュラムの⾒直し、
協働ロボットやCAE静解析等のカリキュラム開発

第４次産業⾰命に対応した職業訓練指導
員の育成

機構全体の第４次産業⾰命への対応⼒の底上げを
図るため、機構の指導員1,475⼈（令和元年度か
ら令和３年度まで︓1,140⼈、令和４年度︓335
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
をオンラインで実施

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

➡⼈材ニーズ等に対応した新規DX対応訓練カリキュラムの
開発

➡既存の第４次産業⾰命対応訓練カリキュラムの⾒直し

各職業訓練における対応状況

拡充

ICTを加えて指導する
＊ ⼒覚センサを活⽤したカン・コツ要素の⾒える化
＊ XRデバイスを活⽤した作業指⽰や完成像の投影

➡ 訓練受講者の作業⽀援が可能
＊ 視点カメラを活⽤した作業⼿順・⼿元操作の提⽰
＊ タブレットを活⽤したデジタル教材の提⽰

➡ 指導員の指導補助が可能
ICTに置き換えて指導する

＊ シミュレーションソフトを活⽤したアニメーション
による動作説明、実機を⽤いない動作確認・分析
➡ 反復練習が可能

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3,400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％［98.3％］）
※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

（指導員）
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）

令和５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24%

内容変更コース数 286コース
廃⽌訓練コース数 29コース
新規設定コース数 31コース

－⾒直し実績－

※令和５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）
1,309コース

※令和３年度実績
※[ ]内は令和２年度実績

採⽤事業者の声
株式会社⿊坂塗装⼯業所（京都府綴喜郡）

事業内容
修了者の業務

鉄道⾞両・産業機械・建築機械部品等の塗装

3次元CADデータ作成、ロボット塗装

採⽤した訓練修了者の⽅には、３次元CADでモデリング、ロボット⽤のプロ
グラミング、塗装物のチェック及びプログラム修正など、ロボット塗装⼯程の
⼀連作業を担当してもらっています。

３次元CADの操作ができるということで採⽤させてい
ただきました。勉強熱⼼で現場と協調しながら幅広い業
務をこなしており、⾮常に助かっています。ポリテクセ
ンターの訓練修了者は学んだ技能を活かして、様々な部
署で活躍しています。今後も訓練修了者の採⽤を考えて
います。

昨今のリノベーション市場
においては、⾼齢化社会を鑑
みてバリアフリーに配慮した
住環境設備のニーズがあるこ
とから、⼿摺の取付や段差解
消のための施⼯等、⾼齢者に
配慮した住環境整備に関する
技能・技術を習得する訓練カ
リキュラムに⾒直した。

採⽤事業者
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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 223コース[211コース]
⼊所者数 2,635⼈[2,370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 93コース［91コース］
⼊所者数 913⼈［914⼈］
就職率 91.7 ％[90.8 ％]
正社員就職率 80.1 ％[78.3 ％]

・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

○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
24施設で実施

(参考)⼥性受講者全体の就職率
89.1％

○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87⼈(92児童)

が利⽤[32施設/70⼈(75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
訓
練
受
講
者
の

⼀
⽇
を
紹
介
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
・⼥性訓練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
・⼥性をターゲットにしたチラシ作成・配布
・広報⽤パンフレットに⼥性訓練受講者の

声を紹介するページを作成
・他機関が作成した⼥性をターゲットにした

広報ツール「溶接⼥⼦会」漫画の活⽤

⾼い実績を実現
令和４年度における
⼊所者総数に占める
⼥性⼊所者数の割合
26.4％［26.3％］

（⼥性︓ 3,919⼈／
全体︓14,858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４年
４⽉から令和４年９⽉までに終了した訓練コースの３か⽉後の実績

機械加⼯技術者として就職するこ
とを希望し、ハローワークで職業相
談を受けたところ、ポリテクセン
ターを紹介され企業実習付きコース
を受講しました。訓練ではポリテク
センター内で機械製図・汎⽤旋盤な
ど実践的な技能・技術を学んだほ
か、企業実習で
は現場を知るこ
とにより、より
実践的な技能・
技術を習得する
ことができまし
た。

▶機械加⼯NC
技術科修了者
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◆ 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、指導員によるよりきめ細かな⽀援を
実施

3,262  3,359  3,447  3,689  4,080 
20.7%

21.8% 23.4% 24.6%
27.5%

12.0%
15.0%
18.0%
21.0%
24.0%
27.0%
30.0%

1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

H30 R1 R2 R3 R4
全体に対する割合 ※各年度12月末時点

50歳以上の⼊所者数の推移

・特別な配慮が必要な訓練受講者に対する職員の対応⼒向上を図るための学習⽤
映像コンテンツを制作し、ポリテクセンター・ポリテクカレッジに展開

・令和２年度に開発した職業リハビ
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
取り⼊れた就職⽀援ツール（就職
意欲度相互確認シート）を試⾏検
証を踏まえて改良し、ポリテクセ
ンター・ポリテクカレッジに展開

・令和３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、効果的な⽀援⽅法について検討

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

▼就職意欲度相互確認シート

◆ 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
コロナ禍において、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 82.0％［82.6％］

連携ハロー
ワーク

ポリテク
センター

求職者

は
た
ら
く
わ
た
し
。

ハローワークと連携した周知・広報
・訓練で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ポリテク
センター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

▲メディアツアーの様⼦ ▲ポリテクセンターPR動画

▲訓練受講希望者向けに
実施した企業⾒学ツアー

ポリテクセンターの取組
・訓練コースの不断の⾒直し（Ｐ4参照）
・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､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等)
・広報研修の開催等によるチラシ・

ポスター・パンフレットの⾒直し
・ニュースリリース
・求職者企業⾒学ツアーを開催

ハローワーク職員の
訓練理解の促進
・ハローワーク職員向け

施設⾒学会・訓練体験
会の実施

・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 ▲訓練説明マニュアル▲ハローワーク職員向け施設

⾒学会・訓練体験会の様⼦

▶
マ
ン
ガ
﹃
無
職
の
学
校
﹄
︵
⼩
学
館
︶

タ
イ
ア
ッ
プ
ポ
ス
タ
ー

︵
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
関
⻄
︶
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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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○⾼度技能者養成訓練の実施等

➊ 就職率 96.8％ [94.8％]

数値⽬標の達成状況 ❶⽬標︓95％以上
達 成 度 ︓101.9％

【在校⽣数】

※令和４年４⽉時点

専⾨課程 3,416⼈ 応⽤課程 1,600⼈ 総合課程 374⼈
（参考）うち⼥⼦学⽣の割合 8.7％

就職状況の内訳（令和４年12⽉末時点）

※ 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

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
○オンラインを活⽤した効果的な取組
・⼀部のカリキュラムにおける定期的な実施と併せて、集合形式の訓練

に出席困難な学⽣に対して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

○就職率/正社員就職率の向上
訓練修了者の声

○設置訓練科に係る⼈材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
（4年間における総訓練時間5,616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 99.0％ [99.1％]

◀集合形式とオン
ラインを組み合わ
せたハイブリッド
による訓練を実施
し、学⽣の表情を
確認。

オンラインで受講
している学⽣

就職者数 就職率
正社員

就職者数
正社員
就職率

専⾨課程 727⼈ 94.9% 718⼈ 98.8%
応⽤課程 756⼈ 98.6% 753⼈ 99.6%
総合課程 84⼈ 97.7% 80⼈ 95.2%
合      計 1,567⼈ 96.8% 1,551⼈ 99.0%

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

■⽗は私の⼤先輩■
⽗が地元のものづくり企業で働いていたた
め、⼩さなころからものづくりに興味を持っ
ており、「将来はお⽗さんと同じ会社で働き
たい」と憧れていました。⾼校時代、⽗に将
来について相談したとき「(⽗の出⾝校であ
る)ポリテクカレッジの⽣産技術科で、⼯学
に関する知識、技能・技術を⾝につけてから
就職を⽬指してはどうか」とアドバイスされ
たことが⼊校の決め⼿でした。
⽣産技術科では製図、機械加
⼯、測定等を学び、国家資格
である技能検定の機械プラン
ト製図２級に合格でき、校の
サポートのおかげで憧れ
だった⽗と同じ会社に就職
することができました。 ▲⽣産技術科 修了⽣

※実績数値は原則として令和４年12⽉末時点 ※[  ]は前年度同期実績
※就職者数や就職率等の⽂⾔は全て内定状況、修了者数は令和４年12⽉末

時点修了予定者数であること

⼊学〜6か⽉
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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 [10校]
➌ ⽣産ロボットシステムコースの修了者数 153⼈ [91⼈]

数値⽬標の達成状況
❷⽬標︓10校 達成度︓100.0％
➌⽬標︓137⼈ 達成度︓111.7％

○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）

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３年度までに設置した全てのポリテクカレッジ（10校）において、応⽤課程の⽣産ロボットシステムコースを

153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98.7%（うち正社員就職率99.3%）

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。

◆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

○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

【ロボット関連企業の⾒学及び意⾒交換】
・学卒者訓練においてＤＸ、ＧＸに対応し

た訓練カリキュラムの開発及び⾒直しに
向けた検討を⾏う
ための参考として、
CHERSI関連企業
２社の⾒学、意⾒
交換を実施。

【⾒学依頼への対応】
・CHERSI事務局を通じて、インドのTATA 

Technologies社員を対象とした職業能
⼒開発施設⾒学の
依頼があり、九州
ポリテクカレッジ
において対応。

未来ロボティクスエンジニア育成
協議会（CHERSI）との連携によ
る展開内容

▶（株）安川電機関東
ロボットセンタ⾒学
の様⼦

▶TATATechnologies社
のカレッジ⾒学の様⼦

ロボットコースの運⽤状況等を踏まえた⾒直し
○ロボットコースをより効果的に実施するため、以下の取組を実施
・カリキュラム等検討委員会において、運⽤状況を把握するとともに、今後の課題やノウハウを共有
・ＲＲＩから提供を受けた教材（技術動画）の活⽤や、テクノインストラクターの指導体制の充実化

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

教材の活⽤ 体制の充実化 ・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

【ロボットコースの指導体制の充実化】
・⽣産ロボットシステムコースの担当に加え、応⽤課程を担当

する全てのテクノインストラクターに対し、学⽣を指導する
ために必要な以下の研修を実施することで指導体制を充実化。

【ロボットコースの教材活⽤】
・ロボット⾰命・産業ＩｏＴイニシア

ティブ協議会（ＲＲＩ）から、教育
機関での授業や、企業研修等に活⽤
できる技術動画の情報提供を受け
学卒者訓練での授業において教材と
して活⽤。 ▶ 技術動画の⼀部
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◆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

⼥⼦学⽣⼊校促進の事例

▲ホームページで⼥⼦学⽣の活躍を紹介

○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

・ホームページで能開⼤⼥⼦（ポ
リジョ）学⽣のコメントや⼤学
校⽣活を紹介

・内閣府男⼥共同参画局が運営する
「理⼯チャレンジ（リコチャレ）」

のホームページに記事掲載

・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。

◆ 訓練カリキュラムの⾒直し主な取組内容④

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78件[82件]実施 （うち共同研究72件、受託研究６件）

◆ 地域社会との連携等◆

○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

○ＤＸ、ＧＸに対応した技術・技術の習得を⽬標とした授業
内容を標準カリキュラムに加えるとともに、訓練⽀援計画
書（シラバス）等の改訂を実施

○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

○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

学⽣の技術⼒の⾼さをアピ―ルする事例

・第60回技能五輪全国⼤会にポリテクカレッジから
5競技職種16名の学⽣が参加し、３名が⼊賞

・若年者ものづくり競技⼤会では競技職種「ＩＴ
ネットワークシステム管理」で厚⽣労働⼤⾂賞

（1位）を獲得したほか19名の学⽣が⼊賞

▲技能五輪全国⼤会の様⼦

標準カリキュラム⾒直しの事例
ＤＸ、ＧＸの対応に係る⾒直しを⾏った標準カリキュラムは、令和５年度⼊校⽣からすべての
ポリテクカレッジにおいて適⽤する。
【カリキュラム⾒直し内容の例】
〈電気エネルギー制御科〉
環境エネルギーを学ぶ授業
科⽬に、新規にＧＸに係る
項⽬（温室効果ガス、カー
ボンニュートラル等）を追
加し、ＧＸについての理解
を深める。

拡充

＜建築施⼯システム技術科＞
標準カリキュラムをＢＩＭを活⽤した授業科⽬に⾒直し、ＢＩＭの整備を
⾏うことで、先端技術を習得する。
※BIM︓Building Information Modelling
建築物に付随する属性情報を付与した建築
物情報モデルを作成し、データを介して設
計・施⼯・維持管理等のライフサイクル全
体で情報を共有することで⼿戻りを減ら
し、⽣産性を向上させる

▶⽇刊⼯業新聞
広告掲載

設計者

施⼯者専⾨⼯事

施主

情報共有化

BIM
データ

設計者

施⼯者専⾨⼯事

施主

沖縄ポリテクカレッジを知ったきっか
けは、⼯学系への⼤学進学を志し
たとき、⾼校の先⽣に勧められたか
らでした。
それからポリテクカレッジを調べはじ
め、就職率の⾼さと専⾨性の⾼い
技術を⾝に付けられるところに惹か
れて、⼊校を決めました。

●『わたしたち ⽣産ロボットシステムコースで学んでいます︕︕』
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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による事業主等との連携・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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※各年度12⽉末時点

○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、下図の取組に
より、45,717事業所が利⽤

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 45,717事業所 [39,709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 ︓152.4％

◆ 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

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︓2,980⼈
施設貸与 ︓8,098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（Ｐ14参照）

訓練コース︓7,359コース
受講者数 ︓54,810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

中期⽬標期間における利⽤事業所数実績

利⽤事業所の確保に向けた取組
○中⼩企業等におけるDX⼈材育成の推進

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（Ｐ16参照）

訓練コース︓3,947コース
受講者数 ︓49,125⼈

≪上記実績のうち≫
※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︓565コース
受講者数 ︓3,967⼈

（事業所数）

≪上記実績のうち≫
※DXの推進に資する⼈材の育成を⽀援する訓練
コース（DX対応コース）を実施

訓練コース︓558コース
受講者数 ︓5,959⼈

⽣産性向上⼈材育成⽀援センター内に中⼩企業等DX⼈材育成⽀
援コーナーを設置し、中⼩企業等の「デジタル対応に係る⼈材育
成の悩み」等に対応するため、訓練コーディネート等を実施

ポリテクセンター・カレッジ等⽣産性向上⼈材育成⽀援センター
中⼩企業等DX⼈材育成⽀援コーナー

在職者訓練 ⽣産性向上⽀援
訓練

DXによる
⼈材育成

離職者訓練
学卒者訓練

修了者の
マッチング

デジタル対応に係る⼈材育成の悩みを抱える事業主等

双⽅で連携

中⼩企業等DX⼈材育成⽀援コーナーのスキーム

※ 実績数値は原則として令和４年12⽉末時点
※ [  ]は前年度同期実績

新規
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■ 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
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(63,284⼈)

40.6%53.6%

5.2%
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 54,810⼈ [47,184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 94.3％［93.9％］

数値⽬標の達成状況 ❷⽬標︓64,000⼈以上 達 成 度︓ 85.6％
❸⽬標︓90％以上 達 成 度︓104.8％

◆ 在職者訓練の実施主な取組内容②

※令和４年９⽉末時点
※[] 内は前年度同期実績

受講者確保に向けた取組

中期⽬標期間における受講者実績

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、7,359コース、

54,810⼈に訓練を実施（うち中⼩企業受講者数31,035⼈）

事業主の声（株式会社フジ機⼯）

【役に⽴った主な意⾒】
・業務の中で曖昧に⾏っていた事の整理がで

き、改める必要がある点が明確になった。
・⼿間をかけてしてきた作業をなくして業務

時間短縮につながると感じました。
・普段のシステム要件定義などの業務では

培うことのできない分野の知識を実作業を
通して学ぶことができた。

受講者アンケート結果

（有効回答者数 50,148⼈）

※令和４年12⽉末時点事業主アンケート結果

（有効回答事業所数 7,067事業所）
【⽣産性向上等につながった主な意⾒】
・専⾨的なスキルを⾝に付けた社員が増えた

ことで、現場の⼈員配置の幅が広がった。
・正しい知識を⾝に付けていることを再確認

でき、⾃信を持って品質改善や向上のための
プロジェクトに取り組めるようになった。

・解決できる範囲が拡⼤し、コストダウンに
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

94.3％
「⽣産性向上等につな
がった」旨の回答割合

99.2％
「役に⽴った」旨の

回答割合

※令和４年９⽉末時点

①機構本部が中央団体や個別企業に積極的な周知・広報を⾏ったほか、事業主
団体から相談を受けた訓練コースについて、各職業能⼒開発施設が加盟団体
に対して⼈材育成ニーズに関する調査を⾏い、訓練の実施に向けた検討及び
調整を図るといった全国的な対応

②訓練ニーズが集中する時期を逃さずに、事業主等の⼈材育成ニーズを捉えた
訓練コースを実施

③訓練の受講に際して、事業主等が抱える⼼理的、時間的、経済的な負担に
弾⼒的に対応できる訓練形態であるオンライン訓練の推進

④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り起こし、
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

⑤全国の訓練受講者に学科をオンラインで配信した後、全国数か所の職業能⼒
開発施設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拡充

（受講者数）

在職者訓練︓ステンレス鋼のＴＩＧ溶接技能クリニック（ポリテクセンターいわき）
⽣産性向上⽀援訓練︓⽣産現場の問題解決 他（ポリテクセンター福島）

・技術者には新たな技能・技術の習得を⽬的として
在職者訓練を、管理職や指導職には知識の習得を⽬的
として⽣産性向上⽀援訓練を受講させました。

・これらの訓練受講後には、時間に対する意識の変化
が⾒られました。管理職や指導職の時間に対する意識
が変わり、それが現場全体に広がったことで、⽣産性向上につながり
ました。また、在職者訓練を受講した従業員は、新たに習得した技能・
技術を「現場ですぐに活かすことができている」と話しており、今では
担当するラインにおいて業務を指導する⽴場となりました。

・県内に複数の施設があり、訓練コースは多種多様にあることは⼤変ありが
たいです。また、弊社の現状に合わせたオーダーメイドコースも提案して
いただける点も素晴らしく思います。

近藤代表取締役社⻑

拡充
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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訓練コースの開発・⾒直しを⾏うと

ともに、重要かつ喫緊の課題であるＤＸにつながるデジタル技
術に対応できる⼈材育成に向けた取組として、機構が実施する
ＤＸに対応した訓練の考え⽅を整理した上で、これまでの第４
次産業⾰命対応コースを再構築し、ＤＸ対応訓練コースとして
整備した。

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34コース開発等し、既に開発済みのコースと併せて、
計292コースを整備するとともに、延べ619コースを
4,230⼈に対して実施した。

【コース名】
ディープラーニングによる正常・異常検知技術

【訓練内容】
AIの活⽤による⽣産性向上に向けて、画像認識

技術を活⽤したディープラーニングによる製品状
態の分析・判断を⾏うシステムの開発実習を通し
て、製品の異常をAIで検知する技能・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

①ｾﾝｼﾝｸﾞ
14.9%

対応する訓練・技術要素

②通信
15.8%

③データの
収集・蓄積

13.1%
④データの
⾒える化・
分析・判断

13.7%

⑤制御
19.3 %

①〜⑤の
基盤技術
23.3%

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

拡充

【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。

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
【コース名】精密測定技術
【訓練内容】測定作業の⽣産性向上をめざして、適正化に向けた測定実習を通して、精密で信頼性

の⾼い測定を⾏うための理論を学び、測定器の定期検査⽅法を含めた正しい取扱い
と、測定⽅法、データ活⽤、誤差要因とその対処に必要な技能・技術を習得する。

【改善内容】
始めに受講者が何を学びたいのか、丁寧な聞き取りを⾏った。また、理論を簡潔にまとめ、実習
では後れをとっている受講者には個別に対応した。さらに、座学で⾏った理論の説明が、実習で
⾏う課題にどう関連するかを実演するとともに、実習の際には書画カメラでプロジェクタに拡⼤
表⽰させる等の⼯夫を⾏った結果、全ての項⽬におけるスコアが上昇し、＜第２回⽬の総合評価
スコアは85.2＞となり、訓練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、＜第１回⽬の総合評価スコアは79.7＞となり、「役⽴ち度」、「指導
法」、「実習演習」、「教材」にそれぞれ改善できる事項があると考えた。

0.2

0.7

1.2

50.0 75.0 100.0

応募率

コース総合評価スコア

コース別ＰＰＭチャート

●

●

2回⽬
総合評価スコア85.2

1回⽬
総合評価スコア79.7

向上
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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3,967⼈受講）
○DXの推進に資する⼈材の育成を⽀援する訓練コース（DX対応コース）

を実施（全受講者のうち5,959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）

・⾼齢部⾨が開催するシンポジウムにおいて、ミドルシニアコースを説明し、
⾼齢者の雇⽤対策を⾏う企業に対して広くＰＲ

・⽇本商⼯会議所が開催する委員会においてDX対応コース
の説明し、全国の商⼯会議所に向け、DX⼈材育成の⽀援
の必要性を広くＰＲ

実施実績 3,947コース、49,125⼈［3,451コース、41,018⼈］

うち、ミドルシニア等への取組

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

27.7%

65.4%

6.3% 0.5%

（有効回答事業所数 7,503事業所）

【⽣産性向上等につながった主な意⾒】
・社員⼀⼈ひとりがデジタル化による業務改善

に取り組むようになった
・時間管理や顧客満⾜度の向上について知識が

向上し、課題解決に結びついた

【役に⽴った主な意⾒】
・DXの概要や導⼊事例を学ぶことができた
・社内DXの進め⽅が明確になった
・ITツールを活⽤することで、業務改善や⽣産

性向上につながるとわかった

（有効回答者数 44,818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

35.7%
62.7%

1.4% 0.2%

「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

93.2％

受講者確保に向けた取組
受講者アンケート結果 ※令和４年12⽉末時点

カリキュラムモデルの開発・⾒直し

※令和４年９⽉末時点事業主アンケート結果

・ＤＸ対応コースのカリキュラムモデル含め、新たに３コース開発
計128コース整備[125コース]

○他部署・他機関との連携

・新しい⽣活様式を踏まえた社会変化に対応した同時双⽅向通信による訓練
コースを展開し、広く受講者を確保（全受講者のうち7,658⼈受講）

○オンラインコースの実施

○ＤＸ対応コースの⾒直し及び拡充
・ＤＸ対応コースについて、開発・⾒直し等を⾏い、新たに12コース拡充

計58コース設定［46コース］

共通領域（全11コース）
①ＤＸに向けたスタートコース
➣DXの推進に必要な知識や導⼊事例が知りたい

②ネットワーク・セキュリティに関するコース
➣社内ネットワークのセキュリティ対策を進めたい

３つの課題（全47コース）
①デジタル化と新たな⽣活様式の課題への対応
➣⾃社業務に適切なITツールを選定したい

②業務プロセスの課題への対応
➣システム化に伴うコストの考え⽅を知りたい

③ビジネスモデルの課題への対応
➣IoTによるビジネス環境の変化や動向を知りたい

DX対応コースの選定・分類

23,500 
24,806 

23,500 
24,874 

25,300 
19,900 

39,500 
41,018 

42,500 
49,125 4,000 755 

13,000 
13,423  13,000 

13,000 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

旧ITセミナー

生産性訓練

〈⽬標値〉

〈実績〉
旧ITセミナー

25,561
(‐1,939)

32,900
(‐5,400)

中期⽬標期間における受講者実績 ※各年度12⽉末時点

生産性訓練

38,297
(+1,797)

41,018
(+1,518)

49,125
(+6,625)

※令和３年度からは、令和２年度まで実施していた旧ITセミナーと
⽣産性向上⽀援訓練が統合されたこと。

事業主アンケート結果

利⽤者の声 利⽤訓練︓RPAを活⽤した業務効率化・コスト削減
利⽤事業主名︓株式会社シズナイロゴス

【きっかけ】

【訓練の実施】

【訓練の効果】

⼈⼿不⾜や働き⽅改⾰への対応等の変⾰が求められていることを踏
まえ、データを活⽤した運営など会社全体のDXを促進したい
また、社内に業務効率化の意識を芽⽣えさせたい

デジタル化の現状を学びつつ、DXを題材とした業務効率化について
学ぶ訓練を提案。また、全ての職種の社員が受講し、社員間でデジ
タル化の推進について議論のできる訓練にカスタマイズ

RPAに関する⼿順習得のみならずRPAを活⽤した業務改善にまで
⽬を向ける社員も現れ、会社全体のDXリテラシーが向上した。
また、社内の部署ごとの作業の⾒える化ができた。

次のコースは
″DXの推進″
を受講予定

○ＤＸ対応コースの開発

説明⾵景

過去最⾼

過去最⾼
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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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○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 108⼈ [148⼈]
数値⽬標の達成状況 ❶⽬標︓100⼈以上

達 成 度︓108％

テクノインストラクターに必要な技能・技術を習得するための訓練

指導員養成課程
修了者数102⼈[148⼈]

※前年度実績においては
旧課程の⻑期養成課程
修了者を含む

⾼度養成課程
修了者数25⼈[11⼈]

※数値⽬標の修了者数に
は職業能⼒開発研究学
域において新たに指導
員免許を取得した者の
み計上（6⼈）

テクノインストラクターに係る広報活動の実施
○各種競技⼤会等会場における広報ブースの設置

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

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

▲広報ブースの様⼦

・若年者ものづくり競技⼤会や技能
五輪全国⼤会において、テクノイン
ストラクターの魅⼒発信を⽬的と
した広報ブースを設置しリーフレッ
ト等を活⽤した広報活動を実施する
ことで、ものづくりの⾼い技能・
技術を有する⼤会参加者等にテクノ
インストラクターの魅⼒を伝えた。

○こども霞が関⾒学デーにおける広報動画の放映

▲放映した広報動画

・霞が関の府省庁等が⼦供たちを対象
に⾏っているこども霞が関⾒学デー
において、厚⽣労働省と連携して広
報動画を放映することで、テクノイ
ンストラクターを知る機会の少ない
⼦供たちにテクノインストラクター
の魅⼒を伝えた。

※実績数値は原則として令和４年12⽉末時点
※[ ]内は前年度同期実績
※修了者数は令和４年12⽉末時点修了予定者数

▲作成したリーフレット

受講者確保に向けた取り組み
○総合課程在籍者への受講勧奨

○総合課程以外の対象者への受講勧奨

・総合課程３年⽣を対象者とする指導⼒習得コースの
受講者確保のために、職業⼤において指導⼒習得
コースの説明会を実施した。説明会では機構内で
活躍しているテクノインストラクターだけでなく、
都道府県の職員や法務省の作業専⾨官といった外部
の⽅にも講演いただき魅⼒を伝えた。

・指導員養成訓練のパンフレットや
リーフレット等を都道府県、認定
職業訓練校、⼀般⼤学等の関係
機関に送付した。また、職業能⼒
開発施設を活⽤した説明会や、
⾼校⽣向けのオンライン進学イベ
ント「夢ナビライブ」に参加し、
広報を実施した。 ▲広報⽤パンフレット

コース名 対象者 訓練期間

指導⼒習得コース 総合課程在籍者 １年

訓練技法習得コース 応⽤課程修了者等 ６か⽉

訓練技法・技能等習得コース ⼀般⼤学等修了者
※特定の科⽬を履修した者

１年

実務経験者訓練技法習得コース 各種資格保持者等 １⽉以上１年未満

職種転換コース 指導員免許所持者等 ６か⽉⼜は１年

コース名 対象者 訓練期間

専⾨課程担当者養成コース 普通職業訓練担当者 ６か⽉

職業能⼒開発研究学域 総合課程修了者等 ２年

応⽤課程担当者養成コース 専⾨課程担当者 １年
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❷ スキルアップ訓練受講者数 4,362⼈ [4,685⼈] （参考）実施コース数 402コース [316コース] 
数値⽬標の達成状況 ❷⽬標︓5,000⼈以上 達 成 度︓87.2％

主な取組内容② ◆ スキルアップ訓練の実施
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ための訓練
○「ＢＩＭを活⽤した施⼯図作成技術」等の最新のデジタル技術を習得するための研修や、

「オンライン訓練のための動画作成と配信技術」等の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、前年度よりも多種多様な研修コースを実施

（402コース実施［316コース］）
○タイムリーな情報を掲載したＰＴＵ研修便りや厚⽣労働省と連携した受講勧奨通知など、特

に都道府県に対する周知・広報を積極的に実施することで都道府県からの受講者が増加し、
機構のテクノインストラクターだけでなく、都道府県も含めたテクノインストラクター全体
のスキルアップに寄与（都道府県1,366⼈受講［989⼈］）

受講者の所属別内訳
○都道府県 1,366⼈ [989⼈]
○⺠間企業等 351⼈ [585⼈]
○機構 2,645⼈ [3,111⼈]

今中期⽬標期間における実績⽐較

（※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
「オンライン訓練のための動
画作成と配信技術」受講者
オンライン授業や通常授業での教材

作成、体験授業、広報ツールなどさま
ざまな場⾯で活⽤できそう。オンライ
ン研修だったので，実際のオンライン
訓練のイメージもつかむことができて
とても参考になった。
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都道府県 民間企業等 機構

762

「建築ＢＩＭ技術」受講者
3⽇間という短い期間にもかかわら

ず、内容が盛り沢⼭で⼤変充実した
研修だった。BIMで⾊々な事が可能
ということがよく理解できた。ま
た、BIMの可能性、実務でどの様に
活⽤されているかも説明してもらえ
たので良かった。○訓練コースの開発、国際協⼒の推進等 ※実績数値は原則として

令和４年12⽉末時点
※[ ]内は前年度同期実績

※各年度12月末時点

4,362人
(申込者含む5,129人)

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]
技術研修の事例（四国ポリテクカレッジ）
カンボジアの指導員が産業⼈材育成プログラムの⼀環として、
四国ポリテクカレッジでPLCネットワークに関する研修を約２週間
受講し、知識・技能・技術を習得して、帰国後に同内容の訓練が
実施できるようになることを⽬的としている。

○海外からの研修員の受⼊れ、研修講師の派遣
・視察型研修

5か国から２件、14⼈、延べ3施設に受⼊れ
[延べ54か国から6件、88⼈] 

（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）］

・研修講師の派遣
１件、2⼈の研修講師を機構から派遣 [派遣件数１件、１⼈] 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

ニカラグア等４か国の研修員が、九州ポリテク
カレッジ、ポリテクセンター福岡を視察した。
訓練内容、使⽤する機器やカリキュラム、訓練
受講者に対するフォローアップの状況等につい
て意⾒交換を⾏った。

・技術研修
カンボジアから16⼈、２施設受⼊れ 【コース名】機械保全、PLCネットワーク
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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）

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】 1,790,285件 [1,654,451件]
【ダウンロード件数】 60,062件 [89,056件]
【配付機関（延べ）】 2,402機関 [2,092機関]

主な調査・研究・開発テーマ
・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
・全国の求職者を対象としたオンラインによる職業訓練（ＩＴ分

野）の訓練効果及び課題に関する調査研究
・求職障害者に対する職業訓練に係るニーズ及びスキルチェック等

に関する調査研究
・職業訓練のＩＣＴ化に係る指導技法等の開発

背景
第11次職業能⼒開発基本計画においてＩＴ利活
⽤等の企業横断的に求められる基礎的内容を中
⼼とする動画の作成、公開が盛り込まれこと等
を踏まえて調査・研究・開発を実施

⽬的
いつでも・どこでも・だれでも学べる職業訓練
動画の作成及びオンライン配信の仕組みを検
討・構築

・「デジタル技術を活⽤したものづくり動画教材」「⽣産性向上⽀援訓練に関
する動画教材」「eラーニング教材等を利活⽤した動画教材」の3つのカテ
ゴリーそれぞれの動画教材を制作

・ＹｏｕＴｕｂｅに「ものトレＴＶ」チャンネルを開設し、制作した職業教
育動画教材を配信

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

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

○「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 学卒者訓練においてＤＸ、ＧＸに対応した訓練カリキュラムの開発及び
⾒直しに向けた検討を⾏うための参考として、CHERSI関連企業2社
（安川電機、川崎重⼯）の⾒学、意⾒交換を実施したほか、インドの
TATA Technologies社員を対象とした職業能⼒開発施設⾒学を実施

○「未来ロボティクスエンジニア育成協議会（CHERSI）」との連携

○関⻄蓄電池⼈材育成等コンソーシアムへの参画
近畿経済産業局が事務局となり、
蓄電池に関連する⼈材を中⻑期
的、戦略的に育成するために設置
されたコンソーシアムに、機構
本部、ポリテクセンター関⻄
及び近畿ポリテクカレッジも
参画し、今後の講ずるべき取組
等を議論・検討

「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

参画団体等⼀覧▶

「ものトレＴＶ」リーフレット▶

新規
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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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○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効果的な訓練申請を促進するために≫

○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】 98回開催

【参 加 者】 862⼈
【相談件数】4,989件
○⺠間教育訓練機関や関係団体等

を訪問し、申請に係る協⼒要請
を実施

ｅラーニング・デジタル系訓練の推進 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

○配慮が必要な⽅など、求職者の個々の状況に応じて訓練
が受講できるようにするため、⾃宅で受講できるオン
ライン訓練コースやeラーニングコースの申請促進
に向け積極的な周知・広報を実施

○社会のデジタル化の進展に対応していくため、デジ
タル系訓練コースの設定を促進するための情報提供を
実施

・営業・販売・事務分野を実施している機関に対して、
ＩＴの要素を追加したカリキュラム変更の提案やデジタ
ル系コースの応募状況が好調であることを他分野を実施
している訓練実施機関に情報提供を実施

○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】 3,284件
【ダウンロード件数】 8,294件

○ 審査コース数 3,487コース [3,163コース]
○ 審査定員 57,830⼈ [51,172⼈]

※（参考）令和４年度認定上限値︓68,214⼈

認定定員数と認定コース数の推移

≪社会のデジタル化に対応していくために≫

○ 認定コース数 3,391コース [3,075コース]
○ 認定定員 56,724⼈ [49,733⼈]
・うちデジタル系(ＩＴ分野+デザイン分野（Webデザイン）)の実績

認定コース数 732コース、認定定員 14,819⼈
・うちオンライン訓練コースの実績

認定コース数 308コース、認定定員 6,522⼈
・うちｅラーニングコースの実績

認定コース数 126コース、認定定員 3,522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

間特例コースの実績
認定コース数 952コース、認定定員 14,550⼈
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※実績数値は原則として令和４年12⽉末時点
※[ ]内は前年度同期実績

※各年度12月末時点
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○求職者⽀援訓練サポート講習の実施

○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

サポート講習受講者アンケートの感想・意⾒

98.4% [98.3％]

実施状況確認件数（巡回指導） 8,653件 [7,549件] 参考︓開講コース数 2,228コース [1,961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

【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
・訓練実施機関が抱える課題はないか など

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（メッセージ編） 3回 21⼈ 95.2％

受講者募集の勘所とポイント（プロモーション編） 7回 66⼈ 97.0％

精神障害・発達障害の特徴と対応について 8回 112⼈ 97.2%

特別な配慮が必要な⽅への⽀援について 3回 27⼈ 100.0％

早期就職を実現させる訓練運営 12回 130⼈ 100.0％

ケーススタディで学ぶ就職⽀援 3回 24⼈ 100.0％

ジョブ・カードを活⽤したキャリアコンサルティングの実践的展開 1回 18⼈ 100.0％

受講者対応スキルの向上について
〜苦情や要望があったときあなたならどう対応しますか〜 5回 47⼈ 97.7％

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 21⼈ 100.0％

○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

実施回数 44回［47回］ 受講者数 466⼈［485⼈］

・「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、⾃分では気付かないことを
気付かせていただきました。顧客⽬線に⽴って
物事を考えていこうと思いました。

・訓練受け⼊れ前の訓練⽬的の説明の必要性が理
解できました。（オリエーテーション時）。実
際に取組をしている内容が聞けて参考になりま
した。

・訓練実施機関から「就職活動にあまり積極的ではない受
講⽣がいるが、どうしたらよいか。」との相談があった
ことから、⽇々の朝礼などの機会を通して、就職の意義
や就職活動の重要性などを受講者にしっかりと伝えるよ
う助⾔した。

実施状況確認における指導・助⾔の事例
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