2022 事

業概要

Business

（JEED）

summary

目次

沿 革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
組 織 図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
役 割 の 概 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～4

高年齢者雇用の支援

高年齢者雇用に関する事業主への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5～6
高年齢者雇用に関する啓発活動の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

障害者の雇用支援

職業リハビリテーションサービスの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8～10
職業リハビリテーションに関する研究・研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11～12
障害者雇用納付金制度（納付金・調整金・報奨金・助成金）・・・・・・・・・・・ 13～14
障害者雇用に関する事業主への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
障害者雇用に関する啓発活動の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

職業能力開発の支援
離職者の早期再就職に向けた職業訓練の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17～18
産業の基盤を支える人材の育成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19～20
従業員の能力開発に関する相談や在職者の職業訓練の実施等 ・・・ 21～22
職業訓練指導員の養成・技能向上のための訓練の実施等・・・・・・・ 23
求職者支援制度による職業訓練の実施に関する支援 ・・・・・・・・・・・ 24

所 在 地 一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25～26
公的職業訓練の愛称・キャッチフレーズ

『ハロートレーニング～急がば学べ～』
職業訓練指導員の愛称・キャッチコピー

『テクノインストラクター～技で未来を切り開く～』

■

沿

革

■

昭和46年5月26日 ●社団法人障害者雇用促進協会発足
昭和49年5月30日 ●社団法人全国心身障害者雇用促進協会発足
（社団法人障害者雇用促進協会を改組）

昭和52年3月 1日 ●身体障害者雇用促進協会設立（社団法人全国心身障害者雇用促進協会解散）
昭和63年4月 1日 ●日本障害者雇用促進協会に名称変更
平成15年10月1日 ●独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構設立

（日本障害者雇用促進協会（解散）を独立行政法人化。
（財）高年齢者雇用開発協会から業
務の一部を移管）

平成23年10月1日 ●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に名称変更

（独立行政法人雇用・能力開発機構（解散）から業務の一部を移管）

■

組 織 図

■
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■

役割の概要

■

JEED は、年齢や障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮し、意欲を持って安心して働ける社
会の実現を目指しています。
このため、高齢者、障害者、求職者、事業主など様々な利用者の方に、総合的な支援を実施します。
具体的には、以下の目標に向け業務を行っています。

高齢者雇用支援業務

高齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現

障害者雇用支援業務

JEED は、３つの分野で SDGs を支援します！

障害の有無に関係なく、 希望や能力、 適性等に応じて活躍できる社会の実現

○７０歳までの就業機会の確保に向けた相談・援助
○高齢者の雇用の安定のための助成金支給
○生涯現役社会の実現に向けた啓発・広報活動
○高年齢者雇用に関する好事例の収集・発信

HP の「マンガで考える
高齢者雇用」
コーナーなどに
登場しているペン田ギン子です

○障害者・事業主等の多様なニーズに対応した職業リハビリテーションサービスの提供
○地域の就労支援機関等への助言・援助
○障害者雇用納付金制度に基づく納付金の徴収及び助成金等の支給
○社会一般に対して関心と理解を深めるための啓発・広報活動

障害者技能競技大会
（アビリンピック）
の
マスコットキャラクターです

職業能力開発支援業務

仕事を通じて自らの能力を存分に発揮し、 生き生きと活躍できる社会の実現
○雇用のセーフティネットとしての求職者を対象とした職業訓練
○高度なものづくりを支える人材の養成
○在職者を対象とした職業訓練や事業主への相談・援助
（リスキリング・学び直し、中小企業でのDX人材育成の推進の支援）
○職業訓練指導員の養成

公的職業訓練
（ハロートレーニング）の
キャラクターです

SDGsとは:
SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、
「誰一人取り残さない（leave no one behind）」持続可能でよりよい
社会の実現を目指す世界共通の目標です。2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」の中で掲げられました。2030年を達成年限とし、17のゴールと169のターゲットから構成されています。
（外務省パンフより） JEEDの
取組みとして、これらのゴール・ターゲットのうち、特に関係すると考えられるものを掲げています。

JEED は、若者、女性、高齢者、障害者等の働く意欲のある全ての人々がその能力を最大限発
揮できるよう、全国組織として質の高い支援を展開し、こうした取組みを通じて SDGs を支援してい
ます。

高齢者
関係業務

65 歳超雇用推進プランナーによる相談・援助

生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム

障害者
雇用関係
業務

アビリンピック競技大会風景

リワーク支援のイメージ

職業能力
開発業務

ロボットシステムコース訓練風景

住宅リフォームコース訓練風景

【参考：JEED のシンボルマークのご紹介】
このデザインは高年齢者及び障害者並びに求職者その他の労働者と
その雇用を支援する機構や社会の姿をあらわしています。
正式名称：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
英文名称：Japan Organization for Employment of the Elderly, 
Persons with Disabilities and Job Seekers        
略
称：ＪＥＥＤ（ジード）
当機構 HP：https://www.jeed.go.jp/

高年齢者雇用の支援

■

高年齢者雇用に関する事業主への支援

■

「生涯現役社会の実現」を目指して、「年齢にかかわりなく働ける企業」に向けた高年齢者の
雇用の安定に資する措置や高年齢者の雇用管理の改善、多様な就業機会の確保等に取り組む事
業主に対して、高年齢者雇用安定法に基づき、①助成金の支給、②高年齢者の雇用に関する技
術的事項について相談その他の支援、実践的手法の開発等の調査研究を行っています。

● 高年齢者雇用に関する事業主への支援

1 高年齢者の雇用の安定のための
助成金の支給

2 70歳までの就業機会の確保に向けた
高齢者の雇用に関する相談・援助

65歳超雇用推進助成金

企業において、高齢者が能力を発揮して働
くことができる環境を実現するためには、賃
金・退職金制度を含む人事管理制度の見直し、
職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改
善等に取り組む必要があります。また、これ
まで以上に、高齢者の戦力化を進めていくた
めには、定年の引上げや継続雇用延長に取り
組むことが求められます。
そこで、当機構では、社会保険労務士、中
小企業診断士、経営労務コンサルタント等、
専門的・実務的能力を有する人材を65歳超雇
用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイ
ザーとして委嘱し、各種サービスを行ってい
ます。
具体的には、高年齢者雇用アドバイザーに
よる企業への高年齢者等の雇用の技術的問題
全般に関する相談・援助に加え、65歳超雇用
推進プランナーによる機構で蓄積している専
門的知見を基に、70歳までの就業機会の確保
に向けた企業に対する継続雇用延長・定年引
上げ等に係る具体的な制度改善に係る提案型
の相談・援助を行います。
また、企業からの要望に基づいて、高齢者
の雇用を進めるための実践的な改善策の提示
を行います。
さらに、企業の要望に合わせて、企業の職
場管理者に対する研修や中高年従業員に対す
るモチベーションアップのための研修を行い
ます。

この助成金は、高年齢者が意欲と能力のあ
る限り年齢に関わりなく働くことができる生
涯現役社会を実現するため事業主に対して助
成するものであり、次の３コースで構成され
ています。
（65歳超継続雇用促進コース）
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの
廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上ま
での継続雇用制度の導入、他社による継続雇
用制度の導入のいずれかの措置を実施した事
業主に対して、措置の内容や定年等の年齢の
引き上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数
に応じて一定額を助成します。
（高年齢者評価制度等雇用管理改善コース）
高年齢者の雇用推進を図るために雇用管理
制度の整備（賃金・人事処遇制度、労働時間、
健康管理制度等）の整備に係る措置を実施した
事業主に対して助成します。
（高年齢者無期雇用転換コース）
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者
を転換制度に基づき、無期雇用労働者に転換
させた事業主に対して、対象者数に応じて一
定額を助成します。
65歳超雇用推進助成金制度の
詳細はこちら ➡
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/
index.html
助成金の相談や申請等の受付は、各都道府県支部高
齢・障害者業務課（東京・大阪支部では高齢・障害
者窓口サービス課）で行っています。
（所在地等は25 〜 26ページをご覧ください。
）
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▲ 65 歳超雇用推進プランナーによる相談・助言

開発した実践的手法は、報告書としてまとめ
るほか、その概要を企業に高齢者雇用に関する
取組の参考として現場で活用していただくため
の成果物としてホームページ等を通じて提供し
ています。また、65歳超雇用推進プランナー及
び高年齢者雇用アドバイザーが、企業への相談・
援助活動を行う際の説明ツールとして、さらに
は自らの知識、相談・援助スキルの向上のため
の教材としても活用しています。
なお、この成果物は、テレビ・新聞・雑誌等
のニュースや解説記事などにおいて活用される
こともあります。

● 高年齢者雇用に関する事業主への支援

我が国においては少子高齢化の進行、将来の
労働力人口の低下等を踏まえ、高齢者が社会の
支え手として活躍していくことが不可欠となっ
ています。
こうした中、
「生涯現役社会の実現」を目指し
て、65歳までの雇用確保に加え、65歳から70
歳までの就業機会を確保するために、企業にお
ける高齢者を戦力化していくための課題やニー
ズを十分に把握し、その解決や改善のためのポ
イントの明確化を行うとともに、高齢者の職域
拡大や賃金・人事処遇・研修プログラム等に係
る実践的手法の開発を行っています。

高年齢者雇用の支援

3 実践的手法の開発

▲ 産業別高齢者雇用推進ガイドライン

▲ 高齢社員戦力化のためのヒント集

▲ 70 歳雇用推進マニュアル

▲ 70 歳雇用推進事例集
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高年齢者雇用の支援

■

高年齢者雇用に関する啓発活動の実施

■

に
1「生涯現役社会の実現」
向けた啓発活動の実施

● 高年齢者雇用に関する啓発活動の実施

当機構では「年齢にかかわりなく働ける企業」
の普及及び促進を図り、70歳までの就業機会の
確保に向けた継続雇用延長や定年引上げ等の制
度改善提案を進めていくために、先進事例の収
集、情報提供等を行っています。
まず、企業における高年齢者の雇用のための
職場改善事例等を募集し、コンテストを実施して
います。コンテストにおける好事例は毎年10月
の高年齢者就業支援月間に開催する「高年齢者活
躍企業フォーラム」において、表彰するとともに、
その取組事例の発表等を行っています。また、企
業の創意工夫等の改善事例の発表及び意見交換
等を行う地域ワークショップや、改正高年齢者雇
用安定法等をテーマとして実施するシンポジウム
等を通じて「生涯現役社会の実現」に向けた理解
の促進に取り組んでいます。
さらに、70歳までの就業機会の確保に向けた
定年引上げ等を実施した企業事例の充実に取り
組んでおり、高年齢者雇用に関する企業の具体
的な対応事例や高齢化対策等を70歳雇用事例サ
イトや成果物等により広く国民及び企業に周知
を図り、
「生涯現役社会の実現」に向けた国民的
な気運の醸成に努めています。

▲ 生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム

▲ 高齢者雇用啓発誌「エルダー」

雇用力評価ツール
（企業向け）

生涯現役社会の実現に向けた

5 領域 25 項目の設問に答えて
人事管理の課題を分析

競争力を高めるための高齢者雇用
－パフォーマンス向上のためのポイント集－

高齢社員戦力化のための

人事管理制度の整備に向けて
Ⅰ 人事管理
Ⅱ 職場の風土づくり
Ⅲ 技能伝承
Ⅳ 新職場・職務の創出
Ⅴ 作業施設等の改善
Ⅵ 健康管理・安全衛生
Ⅶ 能力開発

▲ 70 歳雇用事例サイト
（URL：https://www.elder.jeed.go.jp/）
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▲企業の自主的取組を支援するツール

職業リハビリテーションサービスの推進

■

障害者の就職の促進と職場定着を図るため、地域障害者職業センター及び広域障害者職業セ
ンター／障害者職業能力開発校では、障害者・事業主等の多様なニーズに対応した職業リハビ
リテーションサービスを提供しています。

地域障害者職業センター（47都道府県）
障害者職業カウンセラーが配置され、公共職業安定所（ハローワーク）、障害者就業・生活支援
センター、病院、特別支援学校等の関係機関との密接な連携の下、各都道府県における中核的な
職業リハビリテーション機関として、地域に密着した職業リハビリテーションサービスを提供し
ています。

1 障害者に対するサービス
職業評価・職業指導
就職の希望等を把握した上で、職業能力等を
評価し、必要な相談・指導を行い、これらを基に、
就職して職場に適応するために必要な支援内容・
方法等を含む個々人の状況に応じた「職業リハビ
リテーション計画」を策定します。
職業準備支援
就職又は職場適応に必要な職業上の課題の把
握とその改善を図るための支援、職業に関する
知識の習得のための支援、社会生活技能等の向
上を図るための支援を行います。
一人ひとりの障害状況や職業的課題に応じ、
個別カリキュラムを設定し、オーダーメイドの
支援を行います。支援終了後は、ハローワーク
による職業紹介、ジョブコーチによる支援等に
つなげていきます。

2 事業主に対するサービス

● 職業リハビリテーションサービスの推進

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、
「職業リハビリテーション」とは、
「障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、
その職業生活における自立を図ることをいう。」（第 2 条第 7 項）と定義されています。

障害者の雇用支援

■

障害者の新規雇い入れ、在職者の職場適応や
キャリアアップ、休職者の職場復帰等、障害者
雇用に係る様々な支援を実施しています。障害
者雇用の相談や情報提供のほか、障害者雇用に
関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分
析し、必要に応じ「事業主支援計画」を作成して、
専門的な支援を体系的に行います。
具体的には、事業主が企画する社員研修の実
施にあたっての助言や講師協力、職務創出に関
する助言等を行います。また、グループワーク
等を通じて雇用管理上の課題解決の糸口を掴ん
でいただく ｢事業主支援ワークショップ｣ を開催
します。

【職業的課題と支援内容の例】

・仕事の選び方について考えたい
⇒模擬的就労場面を通した作業体験
・職場での人間関係が不安
⇒対人スキル向上のための講座の受講
・職場でストレスを溜めやすい ⇒ストレス対処講座の受講
・就職活動の方法を学びたい ⇒履歴書の作成、面接練習

その他
障害者雇用率制度等の雇用対策の対象となる
知的障害者に該当するかどうか、またその障害
程度が重度であるかどうかに関する判定業務を
行っています。

▲ 事業主支援ワークショップ
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障害者の雇用支援

3 障害者及び事業主に対するサービス
ジョブコーチによる支援

● 職業リハビリテーションサービスの推進

精神障害者、発達障害者等が円滑に職場に適
応することができるよう、ジョブコーチを事業
所に派遣し、障害者及
び事業主に対して、障
害特性を踏まえた直接
的・専門的な支援を行
います。
▲ 支援場面

精神障害者総合雇用支援
精神障害者及び事業主を対象に、精神障害者
の新規雇い入れ、職場復帰、雇用継続のための
様々なニーズに対して、主治医との連携の下で、
専門的・総合的な支援を行います。
❶職場復帰支援
休職中の精神障害者が円滑に職場復帰を進め
ていくための支援を行います。
◦職場復帰のコーディネート
まず、精神障害者・事業主・主治医との相談
等を通じて、職場復帰に向けた活動の進め方や
目標について、3者の合意形成を図ります。
◦リワーク支援
「リワーク支援計画」に基づき、精神障害者に
対して、センター内での作業や講習を通じて、
生活リズムの立て直し、集中力・持続力の向上、
体調の自己管理、ストレス対処等の適応力向上
の支援を行います。事業主に対して、職場の受
入体制の整備（復職計画の策定、上司、同僚等
の啓発等）についての支援を行います。
そして、復帰予定の職場での作業体験（リハ
ビリ出勤）による復職前のウォーミングアップ
のための支援を行い、職場復帰につなげていき
ます。

▲ ストレス対処講習場面
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❷雇用促進支援及び雇用継続支援
精神障害者が就職や職場適応を円滑に進めるこ
とができるように、個々人の状況に応じて策定す
る「職業リハビリテーション計画」に基づき、精
神障害者に対して、職業準備支援、職場適応指導
等を行います。事業主が精神障害者の雇い入れや
雇用継続を円滑に進めることができるように、採
用計画等を含む雇用管理に関する助言・援助、職
場適応指導等を行います。必要に応じて、ジョブ
コーチによる支援を行い、また、安定した雇用継
続を図るためのフォローアップを行います。

4 地域の関係機関に対するサービス
職業リハビリテーションに関する助言・援助等
各地域における職業リハビリテーションサービ
スの中核機関として、ハローワーク、就労支援機関
等との密接な連携の下で業務を行っています。
障害者就業・生活支援センター、就労移行支援
事業所等の関係機関に対しては、支援計画の策定
や支援の実施方法、他機関との連携方法等の職業
リハビリテーションに関する技術的な助言・援助
を行っています。
また、就労移行支援事業所をはじめとした福祉
機関、医療等の関係機関の就業支援の担当者を対
象に「就業支援基礎研修」及び「就業支援実践研修
（全国14エリアで開催）」を実施し、効果的な職業
リハビリテーションを実施するために必要な基本
的知識・技術、実践力等の習得を進めています。
これらの取組を通じて障害者の就業支援に関す
る共通認識の形成を図ることにより、地域の就労
支援ネットワークの整備に努めています。
ジョブコーチ養成研修
職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修（12
ページ参照）のうち、事業所での実習等を中心
とした実技研修を実施しています。
また、ジョブコーチ養成研修及び同支援スキ
ル向上研修の修了者を対象とした、職場適応援
助に係る実践ノウハウの習得のためのサポート
研修を実施しています。

国立職業リハビリテーションセンター（埼玉県所沢市）
中央広域障害者職業センターと中央障害者職
業能力開発校から構成され、隣接する国立障害
者リハビリテーションセンターと密接な連携を
図りながら、障害者職業カウンセラーと職業訓
練指導員を配置して、職業評価、職業指導、職
業訓練等を一貫した体系の中で実施しています。

● 職業リハビリテーションサービスの推進

障害者職業カウンセラー、職業訓練指導員（テクノインストラクター）を配置して、医療リハビリテー
ションとの連携を図りながら、職業評価、職業指導、職業訓練（ハロートレーニング）等の職業リハビ
リテーションサービスを提供しています。
国立職業リハビリテーションセンター及び国立吉備高原職業リハビリテーションセンターでは、全
国の広範な地域から、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者等を含む職業訓練上特別な支援を
要する障害者（特別支援障害者）を積極的に受け入れ、先導的な職業訓練を実施しています。
また、その成果をもとに、特別支援障害者に対する職業訓練の内容、指導技法等をマニュアル等に
とりまとめ、障害者職業訓練推進交流プラザ等を通じて、他の障害者職業能力開発校等へ提供すると
ともに、特別支援障害者等向け訓練コースの設置・運営の支援に取り組むことにより、障害者職業訓
練全般の水準向上を図っています。

障害者の雇用支援

広域障害者職業センター／障害者職業能力開発校

〔訓練科〕
機械製図科 電子機器科 テクニカルオペレーショ
ン科 建築設計科 DTP・Web技術科 OAシステ
ム科 経理事務科 OA事務科 職域開発科※1 職
業実務科※2

▲ アクセス機器操作（OA システム科）

※１ 高次脳機能障害、発達障害、精神障害のある方を対象とした科です
（訓練コース：物流・組立ワーク、オフィスワーク）。
※２ 知的障害のある方を対象とした科です（訓練コース：販売・物流ワー
ク、オフィスワーク、ホテル・アメニティワーク）。

国立吉備高原職業リハビリテーションセンター
（岡山県加賀郡吉備中央町）
吉備高原広域障害者職業センターと吉備高原
障害者職業能力開発校から構成され、同一敷地
内に設置されている独立行政法人労働者健康安
全機構所管の吉備高原医療リハビリテーション
センターと密接な連携を図りながら、障害者職
業カウンセラーと職業訓練指導員を配置して、
職業評価、職業指導、職業訓練等を一貫した体
系の中で実施しています。

〔訓練科〕
機械製図科 電子機器科 システム設計科 経理事
務科 OA 事務科 職域開発科※３ 職業実務科※４
※３ 高次脳機能障害、発達障害、精神障害のある方を対象とした科です
（訓練コース：オフィスワーク、物流・組立ワーク、サービスワーク）。
※４ 知的障害のある方を対象とした科です（訓練コース：事務・販売・
物流ワーク、厨房・生活支援サービスワーク）。
▲ シーケンス制御（電子機器科）
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障害者の雇用支援

■

職業リハビリテーションに関する研究・研修

■

障害者職業総合センターでは、職業リハビリテーションサービスの基盤整備と質的向上を図
るため、職業リハビリテーションサービスに関する調査・研究、技法の開発及び専門職員の養成・
研修を行っています。

● 職業リハビリテーションに関する研究・研修

1

職業リハビリテーションに
関する調査・研究

ニーズを踏まえた研究の展開
障害者の職業リハビリテーションに関する施
策の充実や、地域障害者職業センターをはじめ
障害者就業・生活支援センター、病院、特別支
援学校等での就業支援技術の向上のため、障害
者を取り巻く状況や障害者施策の動向等を踏ま
えて、次の4点に重点を置いた調査・研究を行っ
ています。

ႍᅸ֭ց֭
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難病のある人の雇用管理マニュアル

●「発達障害のある学生に対する大学等と就労
支援機関との連携による就労支援の現状と
課題に関する調査研究」、
「難病患者の就労
困難性に関する調査研究」

研究の成果は、調査研究報告書、資料シリーズ、
マニュアルとしてとりまとめ、概要をまとめた
パンフレット、サマリーなどとともに、関係施設、
行政機関、事業主・事業主団体等に広く配付し
ています。
また、開発したツールは、地域障害者職業セ
ンターをはじめ就労支援機関等に提供して、就
業支援の現場で活用していただいています。
なお、これらの成果物は、研究部門のホーム
ページ（https://www.nivr.jeed.go.jp/）で紹
介しており、ダウンロードも可能になっています。

精神障害者雇用管理ガイドブック

❶発達障害、精神障害、高次脳機能障害及び難
病者等の職業リハビリテーションに関する先
駆的な研究

研究成果の普及・活用
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❷職業リハビリテーション業務を行う地域障害
者職業センター等の現場の課題解決に資する
ための研究
●「就労支援機関における人材育成と支援ノ
ウハウ蓄積等の現状と課題に関する調査研
究」
❸地域の就労支援機関向けの有効な支援ツール
等の開発のための研究
●「就労困難性（職業準備性と就労困難性）の
評価に関する調査研究」

   1,95 ୰ ঁথॻঈॵॡ
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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障害者職業総合センター
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職業リハビリテーション研究・実践発表会
就労支援機関、福祉・医療・教育等関係機関の
職員や企業の雇用管理担当者等を対象として、障
害者職業総合センターで行った研究やこれらの機
関の実践活動の成果を発表するとともに、情報交
換を行う場として、
「職業リハビリテーション研
究・実践発表会」を毎年開催しています。

❹国の政策立案に資する研究
●「テレワークに関する障害者のニーズ等実態
調査」

▲ 職業リハビリテーション研究・実践発表会

11

表１

▲ マニュアル等

❷ジョブコーチ支援スキル向上研修
一定の実務経験を有するジョブコーチを対象
とした、雇用管理やアセスメントなど障害者や
事業主への支援スキル向上のための研修です。
❸ジョブコーチ養成研修及び同支援スキル向上
研修修了者サポート研修
ジョブコーチ養成研修及び同支援スキル向上
研修の修了者を対象とした、職場適応援助に係
る実践ノウハウの習得のための研修です（各地
域障害者職業センターで開催）。
❹障害者就業・生活支援センター就業支援
担当者を対象とした研修

▲ 実践報告書

3

▲ 支援マニュアル

職業リハビリテーションに
関する専門職員の養成・研修

障害者職業カウンセラー等研修
地域障害者職業センターや広域障害者職業セ
ンターに配置している障害者職業カウンセラー
や職業訓練指導員に対して、職業リハビリテー
ションの専門職としての知識、技術を付与する
研修を、職位や経験年数に応じて体系的に実施
し、資質の向上を図っています。
医療・福祉等の分野における
職業リハビリテーション人材の育成

障害者就業・生活支援センターの就業支援担
当者を対象とした、業務遂行上必要な知識や支
援技術の習得のための研修や、支援スキル向上
のための研修のほか、主任就業支援担当者を対
象とした、センターの業務運営や職員のスーパー
バイズのノウハウなどの習得のための研修を実
施しています。

● 職業リハビリテーションに関する研究・研修

発達障害者や精神障害者等これまでの支援技
法では効果の現れにくい障害者に対する先駆的
な職業リハビリテーション技法等の開発・改良
を行っています。
これらの方々に対する実際の支援を通じて開
発した効果的な支援技法は、
「実践報告書」、
「支
援マニュアル」等にとりまとめて、地域障害者職
業センターをはじめ就労支援機関等に提供する
とともに、支援技法普及講習を実施しています。

み合わせることにより、ジョブコーチとなるた
めに必要な専門的知識や支援技術の習得を図っ
ています。

障害者の雇用支援

2 効果的な職業リハビリテーション
技法の開発及び普及

❺就業支援スキル向上研修
労働、医療、福祉、教育等の関係機関におい
て、3年以上の実務経験を有する就業支援担当
者を対象に、障害者職業総合センターにおける
研究および技法開発の成果を踏まえた、障害別
（精神障害・発達障害・高次脳機能障害）の就業
支援技術のさらなる向上のための研修です。

障害者就業・生活支援センター、その他医療、
福祉、教育等の関係機関における障害者の就業
支援の担当者を対象に、職業リハビリテーション
に関する知識や就業支援に必要な技術の習得、資
質の向上を図るため、次の研修を実施しています。
❶職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修
地域障害者職業センターに配置するジョブ
コーチや、福祉施設等に所属する訪問型ジョブ
コーチ、企業に所属する企業在籍型ジョブコー
チを養成する研修です。
この研修は、障害者職業総合センター及び大
阪障害者職業センターで実施する集合研修と地
域障害者職業センターで実施する実技研修を組

▲専門職員の研修の様子

▲ 演習の様子
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障害者の雇用支援

■

障害者雇用納付金制度（納付金、調整金、報奨金等、助成金）■

● 障害者雇用納付金制度（納付金・調整金・報奨金・助成金）

障害者（身体障害者、知的障害者又は精神障害者。以下同じ。）を雇用するには、作業施設や
設備の改善、職場環境の整備、特別な雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴
うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とでは経済的負担に差が
生じることとなります。
障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任で
あるという社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図る
とともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進
と職業の安定を図るため、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

1 障害者雇用納付金の申告・納付

4 在宅就業障害者特例調整金の支給

常時雇用している労働者の数が100人を超え
る事業主は障害者雇用納付金の申告が必要です。
上記事業主のうち法定雇用率（※2.3%）未達成
の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害
者数に応じて1人月額50,000円の「障害者雇用
納付金」の納付が必要です。

常時雇用している労働者の数が100人を超え
る事業主で在宅就業障害者又は在宅就業支援団
体に仕事を発注し、その年度の支払い総額が一
定の額を超えた場合、当該事業主が雇用してい
る障害者数に応じた限度額の範囲内で「在宅就
業障害者特例調整金」を事業主の申請に基づき
支給します。

※障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の改正に伴い、2021年
3月1日より2.2％から2.3％に引き上げられました。

2 障害者雇用調整金の支給
常時雇用している労働者の数が100人を超え
る事業主で法定雇用率（※2.3%）を超えて障害者
を雇用している場合は、その超えて雇用してい
る障害者数に応じて1人月額27,000円の「障害
者雇用調整金」を事業主の申請に基づき支給し
ます。

5 在宅就業障害者特例報奨金の支給
報奨金の支給要件を満たす事業主で在宅就業
障害者又は在宅就業支援団体に仕事を発注し、
その年度支払い総額が一定の額を超えた場合、
当該事業主が雇用している障害者数に応じた限
度額の範囲内で「在宅就業障害者特例報奨金」を
事業主の申請に基づき支給します。

※1と同じ。

3 報奨金の支給
常時雇用している労働者の数が100人以下の
事業主で各月の常時雇用している障害者の数の
年度間合計数が一定数（各月の常時雇用している
労働者の数の4%の年度間合計数又は72人のい
ずれか多い数）を超えて雇用している場合は、そ
の一定数を超えて雇用している障害者数に応じ
て1人月額21,000円の「報奨金」を事業主の申請
に基づき支給します。

▲令和 4 年度申告申請書記入説明書
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●職場適応援助者助成金
職場適応に特に課題を抱える障害者に対して、
職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援を実施
する場合に、その費用の一部を助成します。

週10～20時間未満で働く障害者を

●重度障害者等通勤対策助成金
障害者の障害特性による通勤等の課題を軽減
又は解消するための措置を行う場合に、その費用
の一部を助成します。

雇用する事業主の皆様への給付金のご案内
特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働
者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特
特例給付
金」が支給されることになりました。
１．支給対象となる障害者（以下「対象障害者」という。）
次のいずれも満たす障害者
・障害者手帳等を保持する障害者（注１）
・1年を超えて雇用される障害者（見込みを含む）
・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者（注２）

単価

申請対象期間に雇用していた
対象障害者の人月(実人月数)

×

※週所定労働時間20時間以上の
障害者（注５）の人月数が上限

週所定労働時間20時間以上の
労働者(注４)の数に応じて）

7,000円
or

100人超事業主の場合
＝ 納付金申告義務あり

5,000円

100人以下事業主の場合
＝ 納付金申告義務なし

＝

支
給
額

３．申請から支給までの流れ
申請対象期間（注６）
(対象障害者を雇用した期間)

毎年度１年間
(４月から翌３月)

申請期間

支給

（注７）

（注３）

100人超事業主 ：翌４月１日～５月15日
100人以下事業主：翌４月１日～７月31日

10月
～
12月

４．申請書の提出先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」という。）

５．申請書の提出方法
「機構のＨＰから電子申請」（注８）又は「機構都道府県支部へ郵送又は持参」
機構都道府県支部の連絡先

ＪＥＥＤ 支部

検索

厚生労働省

●重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定
した雇用を継続することができる事業主が、これ
らの障害者の就労に必要な事業施設等の設置・整
備を行い、モデル性が認められる場合に、その費
用の一部を助成します。
障害者雇用の助成金に係る動画は
こちら （YouTube） ➡
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/
index.html

▲特例給付金の案内（リーフレット）

【令和３年度版】

8．助成金の認定申請から受給までの流れ
認定申請

当機構 HP よりダウンロードしてください。

事業主

障害者雇用助成金の申請について

⓪事前相談
①認定申請書
提出
③補正依頼
⑦照会

⑯支給/不支給決定通知

構

②認定
申請書受
理・点検

機
⑤申請
内容の
審査

事業主

④申請書送付
⑥照会

⑬請求
内容の
審査

⑫請求書送付
⑭照会

⑮照会

都道府県支部

本部

本部

申請窓口

申請窓口

※ 助成金の種類
によっては、認
定申請書の名称
とは異なるもの
があります。

構

⑩支給
請求書受
理・点検

⑨支給請求書
提出
⑪補正依頼

都道府県支部

～ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金 ～

支給請求

⑧認定/不認定決定通知

機

申請事業主の方へ

URL：https://www.jeed.go.jp/disability/tokureikyuufu.html
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● 障害者雇用納付金制度（納付金・調整金・報奨金・助成金）

特に短い時間であれば働くことができる障害
者である労働者を雇用する事業主に対する支援
として、
「特例給付金」を事業主の申請に基づき
支給します。

２．支給額（注３）

障害者の雇用支援

6

めに必要な措置を行う場合に、その費用の一部を
助成します。

特例給付金の支給

＜認定後＞
措置の実施
費用の支払

助成金
⑰振込
金融機関

※ 助成金の種類
によっては、支
給請求書の名称
とは異なるもの
があります。

41

10．申請窓口のご案内
障害者雇用納付金制度に基づく助成金に関するご相談・申請等は、各都道府県支部の高齢・障
害者業務課（東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課）へお問い合せください。

助成金

独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者助成部
機構HPより各都道府県支部の高齢・
障害者業務課（高齢・障害者窓口サ
ービス課）が検索できます。

JEED 支部

支給対象となる措置

◆概要
障害者の障害特性による就労上の課題を克服・軽減するための作業施設等の設置・整備（事務
所内のドアの改修、車いす用トイレの設置など）を行う場合に、その費用の一部を助成します。

障害者を新たに雇い入れたり、障害者の雇用
を継続するために、施設や設備の整備をしたり、
雇用管理を図るために特別な措置を実施する場
合に、その費用の一部を助成しています。
●障害者作業施設設置等助成金
障害者の障害特性による就労上の課題を克服・
軽減するための作業施設等の設置・整備を行う場
合に、その費用の一部を助成します。
●障害者福祉施設設置等助成金
障害者の福祉の増進を図るため、障害者の障害
特性による課題に配慮された福祉施設の設置・整
備を行う場合に、その費用の一部を助成します。
●障害者介助等助成金
障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のた

検索
43

２．障害者作業施設設置等助成金

障害者の障害特性による就労上の課題を克服・軽減するための作業施設等（作業施設、附帯
施設作業設備）の設置・整備

〇 作業設備・・・作業、使用する設備・機器等

▶第１種作業施設設置等助成金（工事、購入等による設置・整備）
▶第２種作業施設設置等助成金（賃借による設置）
例１

措置の
ポイント

従業員通用口前スロープの設置
新たに採用する身体障害者（下肢障害：車いす使用）が、事業所の従業員通用口前の段差を上が
ることが困難であるため、従業員通用口前の段差に車いす対応のスロープを設置

例２

〇 作業施設・・・作業、就労する施設・場所
〇 附帯施設・・・作業施設に附帯する施設（トイレ、スロープ、自動ドア等）

◆種類

◉ 個々の障害ごとに克服・軽減する機能を有するもの
◉ 本来、障害を克服する機能が付与されているもの（視覚障害者用拡大読
書器や作業用車いす等)は、原則としてその機器等全体
◉ 健常者と同じ設備であって、単に使いやすいものや便利なものは対象外
◉ 改造されたものは改造部分
◉ 事業に本来必要な施設と判断されるものは対象外

社用車の改造
業務で外出する身体障害者（下肢障害）が、市販の車ではアクセル操作及びブレーキ操作が困難
であるため、両腕だけで運転できるように改造

55

7

▲ 障害者雇用の助成金に係る動画

事業主調査
納付金制度の適正な運営を図るため、障害者
雇用納付金の申告対象事業主及び障害者雇用調
整金・助成金等の支給対象事業主に対する調査
を行っています。

障害者雇用調整金、報奨金及び助成金等の申請や障
害者雇用納付金の申告の受付は、各都道府県支部高
齢・障害者業務課（東京・大阪支部では高齢・障害
者窓口サービス課）で行っています。
（所在地等は25 〜 26ページをご覧ください。
）
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障害者の雇用支援

■

障害者雇用に関する事業主への支援

1 障害者職業生活相談員
資格認定講習の実施

● 障害者雇用に関する事業主への支援

障害者を5人以上雇用する事業所については、
障害者の雇用の促進等に関する法律により、障害
者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う障
害者職業生活相談員を選任することが義務づけ
られており、その資格認定講習を実施しています。

2 事業主に対する相談・援助等
❶地域障害者職業センターにおける相談・援助
地域障害者職業センターでは、障害者を雇用
しようとする事業主や既に雇用している事業主
からの雇用管理面の具体的な相談に対し、個々
の事業主の障害者雇用に関するニーズと雇用管
理上の課題を分析した「事業主支援計画」を策定
し、ジョブコーチ支援や定期的なフォローアッ
プなどを通じて、体系的な支援を行っています。
（8ページ参照）
❷中央障害者雇用情報センターにおける相談・援助
中央障害者雇用情報センター（東京都墨田区）
では、事業所の規模や業種の特性に応じた雇用
管理に関する相談・援助を行っています。また、
障害者の雇用管理に関する支援を必要とする事
業所に、さまざまな分野の専門家である「障害者
雇用管理サポーター」を派遣しています。
「中央障害者雇用情報センター」
TEL：03-5638-2792
e-mail : syougai-soudan@jeed.go.jp
障害者雇用管理サポーターの情報をホームペー
ジで紹介しています。
「障害者雇用支援人材ネットワークシステム」
https://shienjinzai.jeed.go.jp/
❸就労支援機器等普及啓発事業
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■

障害者を雇用する事業主等を対象として、就
労支援機器を一定期間無料で貸出しています。
また、貸出しに当たっては、職場環境や障害特
性等に応じて適切な機器が選定できるよう相談
を行っています。
貸出しのご相談は、中央障害者雇用情報セン
ターで行っています。
「就労支援機器のページ」
https://www.kiki.jeed.go.jp/

▲ ノイズキャンセリングヘッドホン
（主に発達障害者用）
▲ 拡大読書器（視覚障害者用）

3 事業主に対する情報提供
❶マニュアル等の提供
障害者の雇用管理ノウハウをまとめたマニュ
アルの作成、職場改善好事例の紹介、動画（Ｄ
ＶＤ）の貸出しを行っています。また、マニュ
アル等の内容はホームページで紹介しています。
「各種資料（ハンドブック・マニュアル等）」
https://www.jeed.go.jp/disability/
data/handbook/index.html

▲障
 害者の労働安全衛生
対策ケースブック

▲は
 じめての障害者雇用
～事業主のためのＱ＆Ａ～

❷障害者雇用事例の提供
障害者雇用について創意工夫等を行い積極的
に取り組んでいる事業所の事例（モデル事例）や、
合理的配慮の提供に関する事例をホームページ
で紹介しています。
「障害者雇用事例リファレンスサービス」
https://www.ref.jeed.go.jp/
❸在宅雇用・就業の情報提供
重度障害者の在宅就業の普及を図るため、在
宅勤務の事例や在宅就業を支援する団体等を
ホームページで紹介しています。
「チャレンジホームオフィス（障害者の在宅就業
支援ホームページ）」
https://www.challenge.jeed.go.jp/

障害者雇用に関する啓発活動の実施

■

2 国際アビリンピックへの選手派遣

全国アビリンピック（全国障害者技能競技大会）
障害のある方々が日ごろ培った技能を互いに競
い合うことにより、 その職業能力の向上を図ると
ともに、 企業や社会一般の人々が障害のある方々
に対する理解と認識を深め、 雇用の促進を図るこ
とを目的として、1972年（昭和47年）から障害
のある方々の技能競技大会を毎年秋に開催してい
ます。２０２２年（令和４年）は１１月４日から６日ま
での３日間、 千葉県千葉市で第４２回大会を開催
します。

全国アビリンピックで優秀な成績を収めた選手
から選手団を編成して派遣しています。日本から
は、 第１回から第９回まで毎回派遣しており、 金
賞３３名、 銀賞４６名、 銅賞４８名が受賞するなど
の実績を収めています。 国際アビリンピックは、
１９８１年（昭和５６年）の「国際障害者年」を記念
して東京で第１回大会が開催された日本を発祥と
する国際大会です。おおむね４年ごとに開催され
ており、日本では２００７年（平成１９年）にも第７
回大会が技能五輪国際大会と合同で「２００７年ユ
ニバーサル技能五輪国際大会」として静岡で開催
されました。 前回、 第９回大会は、２０１６年（平
成２８年）３月にフランス（ボルドー）で３１ヵ国４５８
名が参加して開催され、アビリンピックムーブメン
トは世界的な広がりを見せています。同大会には、
日本から３１名の選手を派遣し、 金賞２名、 銀賞３
名、 銅賞５名、 特別賞１名の計１１名の選手が受
賞しました。次回の第１０回大会は、ロシア連邦（モ
スクワ）で開催される予定です。

◀金
 賞受賞者（第 39 回愛
知大会）

喫茶サービス種目の競技風景
（第 41 回東京大会）▶

▲ 第 9 回大会金賞受賞者の首相官邸訪問

▲ 第 9 回大会表彰式

また、全国アビリンピックの実施会場におい
て、障害者の雇用について企業や社会の理解を
深め、具体的な取組を促進するため、障害者雇
用に関わる展示、実演、体験コーナーなどの総
合的なイベントを「障害者ワークフェア」として
同時に開催し、障害者の雇用促進等に関する情
報発信を行っています。

◀ 障害者ワークフェア
（第 39 回愛知大会）
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障害者雇用優良事業所等表彰の
実施、絵画・写真コンテスト＆
入賞作品展示会の開催

障害者雇用への理解と関心を深めるため、毎年
９月を障害者雇用支援月間として、障害者の雇用
に積極的な優良事業所等を表彰しています。また、
障害のある方が描いた絵画やその働いている姿を
撮影した写真を募集する「障害者雇用支援月間に
おける絵画・写真コンテスト」を実施し、優秀作
品をもとに月間ポスターを作成するとともに、入
賞作品展示会を全国5か所で開催しています。
令和３年８月25日発行・毎月1 回25日発行・通巻第527号

ISSN 0386-0159

障害者と雇用
2021 9

職

場

ル

527

No.

ポ

編集委員が行く

地方アビリンピック
毎年度各都道府県でも技能競技大会を開催して
おり、優秀な成績を収めた方が全国アビリンピッ
クに出場しています。

● 障害者雇用に関する啓発活動の実施

1 障害者の技能競技大会の開催

障害者の雇用支援

■

独自のキャリア支援で職業能力を高める

コニカミノルタウイズユー株式会社（東京都）

多様な雇用形態、多様な雇用の取組み

東急不動産株式会社 ウェルネス事業ユニット事業戦略部、ウィズダイバーシティ有限責任事業組合（東京都）

私 の ひ と こ と 対話による「個」の成長が「組織」の成長へ ～障害のある人の「成長ステップ」見える化プロジェクト～
株式会社 Connecting Point 代表取締役 阿部潤子さん

グ

ラ

ビ

ア 令和3年度障害者雇用支援月間における絵画・写真コンテスト入賞作品

「絵画コンテスト 働くすがた～今そして未来～」
「写真コンテスト 職場で輝く障害者～今その瞬間～」

はっとり かん

「災害からの復興」長野県・服部 幹さん

9月は「障害者雇用支援月間」です
独立行政法人

高齢･障害･求職者雇用支援機構
誰もが職業をとおして社会参加できる「共生社会」を目指しています

9

月号

▲ 障害者雇用啓発誌「働く広場」

▲ 障害者雇用支援月間ポスター
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職業能力開発の支援

■

離職者の早期再就職に向けた職業訓練の実施

■

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、標準
６か月の職業訓練（ハロートレーニング）を実施しています。

● 離職者の早期再就職に向けた職業訓練の実施

職業能力開発促進センター（ポリテクセンター）
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、実習を中心とした標準６か月の職業訓練を行っています。

1 主な訓練コース
機械系
●テクニカルオペレーション科
製造業等におけるＣＡＤ製図やNC工作機械に
よる加工の技能者として就職を目指します。
就職先の主な仕事 ＣＡＤ（設計・製図）、ＮＣオペレーター

●金属加工科
製造業等における機械板金や溶接の技能者とし
て就職を目指します。
就職先の主な仕事

溶接、機械板金

▲ NC 旋盤加工実習
（テクニカルオペレーション科）

▲ TIG 溶接実習
（金属加工科）

▲ 電気設備工事・竣工検査
（電気設備技術科）

▲ 生産支援システム開発実習
（スマート生産サポート科）

▲ 屋内消火栓設備総合点検実習
（ビル管理技術科）

▲ 内装施工・改修実習
（住宅リフォーム技術科）

電気・電子系
●電気設備技術科
建物等の電気設備の施工や保全の技能者として
就職を目指します。
就職先の主な仕事

電気設備工事、制御盤製作

●スマート生産サポート科
工場におけるＩＣＴ技術を活用した生産支援シ
ステムの開発や保全の技能者として就職を目指し
ます。
就職先の主な仕事

生産支援システム開発・保全、
生産設備のネットワーク保守・管理

居住系
●ビル管理技術科
ビル及びマンション等の電気設備、空調設備、
消防設備及び給排水設備の保守管理の技能者とし
て就職を目指します。
就職先の主な仕事

ビル設備管理、
建築設備点検・整備

●住宅リフォーム技術科
木造住宅における施工管理や図面作成等の技能
者として就職を目指します。
就職先の主な仕事
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内装施工、建築施工管理、
リフォームアドバイザー

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（ポリテクカレッジ）での実習や座学の訓練と企
業での職場実習とを組み合わせた職業訓練を通じて、生産現
場の技能・技術等を身に付けた人材を育成するシステムです。

施設内訓練と企業実習を組み合わせた訓練

https://www.jeed.go.jp/js/kyushoku/dual/dual/course/6kagetsu.html
（ポリテクセンター）

企業実習

●ポリテクセンター

●訓練受け入れに
賛同した企業

●ポリテクカレッジ

https://www.jeed.go.jp/js/kousotsusya/polytech_co/system/dual.html
（ポリテクカレッジ）

3 導入訓練（橋渡し訓練）
コミュニケーション能力やビジネスマナーなどの習得を通
して、キャリアビジョンや訓練志望動機を再確認し、標準6
か月の職業訓練へ導くための、概ね1か月程度の訓練です。

標準6か月の職業訓練へ導く訓練
導入訓練

（橋渡し訓練）

受講後

職業訓練（標準6か月）

再就職に向けた取組
訓練の品質保証に向けた取組

再就職のための支援

PDCAサイクルによる訓練の品質保証の取組
及び仕組みを体系化・明文化し、指針として策
定した「機構版職業訓練ガイドライン」に基づき、
利用者サービスの信頼性と品質の維持・向上に
努めています。

訓練受講者に対し、就職相談、面接指導、企
業説明会、求人情報を提供するほか、指導員に
よる積極的な企業訪問や面接への同行など、再
就職に向けて入所
時から修了後まで
一貫した就職支援
を行っています。
また、企業に対
し訓練受講者の求
職情報の提供等も
行っています。

機構版職業訓練ガイドライン
全国共通の職業訓練ガイドラインにより
訓練の品質保証に取り組んでいます。

訓練ニーズの把握
カリキュラム・コース
の設定

● 離職者の早期再就職に向けた職業訓練の実施

説明動画を公開しています。

実習+座学

職業能力開発の支援

2 企業実習付コース（日本版デュアルシステム）

▲ 就職相談

女性の活躍促進に向けた取組
見直し及び
改善

効果的な訓練
の実施

訓練の評価、
監査

PDCAサイクルにより、訓練コースに
ついて不断の改善を実施しています。

ものづくり分野での女性の活躍促進に向けて、
女性向けの訓練コースの開発・実施や、子育て
中の女性などが子どもを保育所
に預けて職業訓練を受けられる
よう、訓練受講の際の託児サー
ビスの提供を行っています。
●主な女性向け訓練コース
CADものづくりサポート科
住宅点検プランニング科
（短時間（1日4時間）のコース） ▲ 託児サービス利用

目指せ！ものづくり女子
女性求職者の皆様、ポリテクセンターで職業訓練を受けてみませんか？
「女性求職者向けページ」を公開しています。ぜひ、ご覧ください！

https://www.jeed.go.jp/js/kyushoku/josei_minasama.html
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職業能力開発の支援

■

産業の基盤を支える人材の育成

■

我が国の産業の基盤となる「高度なものづくりを支える人材」を育成しています。

職業能力開発大学校・職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ）

● 産業の基盤を支える人材の育成

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、技術革新の進展や、産業構造の
変化に応じた理論と技能・技術を有機的に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育成しています。

1 教育訓練システム
●専門課程（２年制）
高校卒業者等の方々を対象に、技術革新に対
応できる高度な知識と技能・技術を兼ね備えた
実践技能者（テクニシャン・エンジニア）を育
成しています。

応

用

課

程

2年次

ワーキンググループ方式により、
生産現場に密着した製品の企画
開発から制作までの創造的・実践的な
ものづくり能力を身につける。

1年次

専門分野の技能・技術を深めるとともに、
関連する技能・技術を習得し、それらを
活用する応用する力を身につける。

2年次

ものづくりに必要な高度な理論と
技能・技術を習得し、生産現場に
必要な実践力を身につける。

1年次

ものづくりに必要な基礎的な理論と基本的
な技能・技術を一体的に習得する。

○主な設置訓練科

生産技術科、電気エネルギー制御科、電子情報
技術科、住居環境科、建築科
●応用課程（２年制）
専門課程修了者等の方々を対象に、産業界
や地域のニーズに応じて、新製品の開発、生
産工程の構築等に対応できる生産技術・生産
管理部門のリーダーとなる人材を育成してい
ます。
○主な設置訓練科

生産機械システム技術科、生産電気システム技
術科、生産電子情報システム技術科、建築施工
システム技術科
●実験・実習を重視
実験・実習の割合は、全訓練時間の内、約
65％を占めます。

▲ 機械加工実習（生産技術科）
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専

門

課

程

製造部門

●ものづくり現場に密着した
訓練環境を整備
●少人数制による教育訓練
●充実した実験・実習設備
●企業の生産現場におけるインターンシップ
●高い就職率
地域産業界との連携に重点を置き、人材ニー
ズに対応した教育訓練と学生に対するきめ細か
な就職指導を実施することにより、毎年ほぼ
100％の就職実績となっています。

▲ FA システム実習（電気エネルギー制御科）

▲ RC 造実習（住居環境科）

職業能力開発の支援

2 共同・受託研究

▲ にんにくの株割り加工機の製作

3 ポリテックビジョン
教育訓練や研究の成果物の展示や発表、もの
づくり体験コーナー、ロボット製作・競技会など
のイベントを通じて、
“ものづくり”に関する高度
で実践的な教育訓練や研究開発の現状・水準な
どを、地域の企業や高校等の教育機関の方々に
紹介することを目的として毎年開催しています。

▲ ものづくり体験

● 産業の基盤を支える人材の育成

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、共同研究や受託研究を行い、省
力化や機能性向上等に関する技術的支援を通じ
て地域社会に貢献するとともに、地域産業界と
の連携を通じて、生産現場のノウハウや最新の
技術動向を把握し、実験・実習の授業の充実に
役立てています。

▲ 学生作品展示会

▲ 総合制作実習発表会

▲ ロボット競技大会

4 地域の高校など教育機関との連携
地域の工業高校等の先生方を対象とした研修や高校生に向けたものづくり体験講座などを実施
し、地域との連携に努めています。

▲ 高校生に向けたものづくり体験講座（CAD）

▲ 高校教員に向けたプログラミング講座
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職業能力開発の支援

■

従業員の能力開発に関する相談や在職者の職業訓練の実施等 ■

職業能力開発促進センター・職業能力開発大学校等

1 従業員の能力開発に関する相談（「人材育成プラン」のご提案）
事業主及び事業主団体の皆様が抱える従業員の人材育成における課題等を解決するため、従業
員の皆様の職業能力の開発及び向上に向けた相談を行っています。
相談を行うに当たり、当機構が有するデータベース「職業能力開発体系」を活用して、事業主及
び事業主団体における教育訓練等を実施するための、道しるべとなる「人材育成プラン」をご提案
いたします。

① 仕事の見える化

② 能力の見える化

③ 目標の見える化

④ 能力開発の見える化

仕事・作業に必要な
職業能力の整理

従業員の職業能力の
把握

従業員育成の
目標設定

人材育成プランの作成と
研修の実施

仕事に必要な職業能力は？
全国の事業主団体等と協力して、事業所内の
仕事を職務分析し、業務を行う上で求められる
職業能力を整理した職務分析モデルデータ（職
業能力開発体系）を活用して、従業員の職業能
力を把握し、スキルアップに向けた目標を設定
します。

人材育成をどのように進めるか？
当機構が有する訓練カリキュラム
（約4,000コース）を活用して、人材
育成プランをご提案いたします。
人材育成プランには、従業員育成
の計画が記載されており、当機構の
在職者訓練等をご活用いただくこと
で、人材育成上の課題の解決に向け
た教育訓練を行うことができます。

従業員の人材育成に必要な訓練コースを提案します。
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人材育成上の
課題の解決

人材育成上の課題

● 従業員の能力開発に関する相談や在職者の職業訓練の実施等

全国の職業能力開発促進センター等に設置している「生産性向上人材育成支援センター」に
おいて、①職業能力開発に関する相談、②在職者訓練（能力開発セミナー）、③生産性向上支援
訓練、④職業訓練指導員（テクノインストラクター）の派遣や施設設備等の貸出により、事業
主及び事業主団体の皆様が行う生産性向上のための人材育成を支援しています。人材育成に関
するご相談は、最寄りの生産性向上人材育成支援センターまでお問い合わせください。

機械系

▲ 3 次元 CAD を活用した機械設計実習

電気・電子系

▲ 小型ロボットアームの制御実習

居住系

▲ 木造軸組工法による建物組立の実習

3 生産性向上支援訓練

● 従業員の能力開発に関する相談や在職者の職業訓練の実施等

企業で働く方々を対象とし、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日間）の職業訓練です。
在職者訓練では、
「生産性や技能・技術の向上」や、
「新たな製品づくり」といった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”を中心として、設計・開発、
加工・組立、工事・施工、検査、設備保全などの実習を中心とした訓練コースを体系的に実施してお
ります。また、IoTやAIといったデジタル技術を習得するための訓練コースも実施しています。
なお、訓練は土曜、日曜、夜間などにも実施しています。
また、
「公開されている訓練コースでは日程の都合が合わない」、
「自社の課題や目的に合った研修を
実施したい」といったお悩みをお持ちの場合は、個別のご要望などに応じた訓練コースをご提案する
ことも可能です。

職業能力開発の支援

2 在職者訓練（能力開発セミナー）

生産性向上支援訓練は、 生産管理、 IoT・クラウド活用、 組織マネジメント、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効果的なカリキュラムにより、70歳までの就業機会の確保
に向けた中高年齢層の従業員の育成や、DX（デジタルトランスフォーメーション）に対応するための人材
育成など、中小企業等が生産性を向上させるために必要な知識・スキルを習得するための訓練です。
専門的知見を有する民間機関等と連携し、中小企業等が抱える課題やご要望に応じてカリキュラム
をカスタマイズするオーダーコースと、少人数からでも受講可能な地域の中小企業等に共通する課題
に対応したオープンコースを実施しています。
●訓練分野

生産・業務
プロセスの改善

工程管理のポイントや見直
し及び改善を行う際の課題
とその解決方法など、生産
管理や生産現場の業務プロ
セスの改善に必要となる知
識や手法の習得を主な目的
としています。

横断的課題

売上げ増加

IT 業務改善

既存の業務の効率化や業務
の改善、あるいは70歳以上
の就業機会の確保に向けた
中高年齢者の役割の変化へ
の対応やノウハウ継承に必
要となる知識や手法の習得
を主な目的としています。

マーケティングや広報戦略、
新商品の企画・開発やサー
ビスの高付加価値化を実現
するために必要となる知識
や手法の習得を主な目的と
しています。

生産性を向上させるための
手法として IT を利活用する
上で必要となるネットワー
ク、データ活用、情報発信、
情 報 倫 理・セキュリティに
関する知識・手法の習得を
主な目的としています。

4 職業訓練指導員の派遣や施設設備等の貸出
●職業訓練指導員の派遣
事業主の皆様が、従業員に対して研修を実施するにあたり、
「どのような内容の研修を実施すれ
ばよいかわからない」、
「講師を担う人材が不足している」といったお悩みをお持ちの場合、ご相談
内容に応じた職業訓練指導員を派遣します。
●施設設備等の貸出
「研修を行いたいが場所がない」、
「生産ラインを止められないので機器を使えない」といったお
悩みをお持ちの場合、ポリテクセンター及びポリテクカレッジの研修場所や機器等をご利用いた
だけます。
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職業能力開発の支援

■

職業訓練指導員の養成・技能向上のための訓練の実施等

■

職業能力開発総合大学校（PTU）

● 職業訓練指導員の養成・技能向上のための訓練の実施等

我が国全体の職業訓練の基盤整備と質の維持・向上を図るために、職業訓練指導員（テクノイ
ンストラクター）の養成及び技能向上のための訓練、職業能力開発に関する調査・研究、並びに
高度技能者等の養成等を行っています。

1 職業訓練指導員の養成
我が国の職業訓練を担う職業訓練指導員を
将来にわたり安定的に育成・確保するため、
ものづくりを支える基幹産業を中心とした分
野の高度かつ実践的な技能・技術の習得に加
え、職業能力開発に関する指導に必要な能力
を習得するための訓練を実施しています。

2

職業訓練指導員の
技能向上のための訓練

▲ 職業能力開発総合大学校
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技術革新の進展、産業構造の変化に伴う職
業能力開発ニーズの変化に対応するため、訓
練コース・カリキュラム、教材・訓練技法・
評価方法等の開発等に取り組み、職業能力開
発の実践現場を支援しています。
また、研究成果は、基盤整備センターのホー
ムページ（https://www.tetras.uitec.jeed.
go.jp/）で情報発信するとともに、調査研究報
告書等を関係機関等に配布し、広く普及を図っ
ています。
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全国の公共職業能力開発施設や民間教育
訓練機関等に在職している職業訓練指導員
等を対象に、技能向上を目的とした研修を
実施しています。
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▲ 研究報告書等

4 高度技能者等の養成
高校卒業者等を対象に、ものづくりの生産現
場で必要となる問題発見力、展開力、解決力、
想像力を有する生産技術者（プロセス・イノベー
ター）並びに将来的に質の高い職業訓練指導員
となり得る者の育成を目的として、生産技術・
生産管理部門の指導者に必要となる生産現場全
体を見渡せるマネジメント能力・指導力等を習
得するための訓練を実施しています。

求職者支援制度による職業訓練の実施に関する支援

■

これまで当機構が実施してきた公共職業訓練における経験やノウハウ、また、47都道府県に展開
する当機構の公共職業能力開発施設等の組織力や機動力を活かし、民間教育訓練機関に対して、求
職者支援制度の周知広報、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
関する助言等を行っています。

1 制度の周知広報

3 職業訓練の審査・認定

民間教育訓練機関に対して、訪問や説明会の
開催などによる求職者支援制度の周知広報を
行っています。

民間教育訓練機関からの職業訓練の認定申請
を審査し、都道府県ごとに定められた地域職業
訓練実施計画に基づき、認定基準等を満たした
職業訓練を認定します。認定した職業訓練に関
する情報（訓練実施機関名、訓練コース名、訓
練内容等）はホームページで公開するとともに、
ハローワークにおいて求職者の方に適切に提供
されるようハローワークと連携を図っていま
す。

▲ 制度説明会

2

訓練計画の策定に関する相談援助

民間教育訓練機関に対して、認定基準等の説
明、カリキュラム作成に係るアドバイスなど、
訓練計画の策定に関する相談援助を行っていま
す。
また、カリキュラム作成ナビをホームページ
に掲載し、カリキュラム等の円滑な作成を支援
しています。

カリキュラム作成ナビ

● 求職者支援制度による職業訓練の実施に関する支援

求職者支援制度は、特定求職者の方（雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、
職業訓練その他の就職支援を行う必要があるとハローワーク所長が認める者）に対し、職業訓
練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援
措置を講ずることにより、これらの方の就職を促進し、もって、その職業及び生活の安定に資
することを目的としています。
この制度において、当機構では次の業務を行っています。

職業能力開発の支援

■

4 訓練実施に関する助言等
訓練実施機関において、認定した訓練計画に
沿って訓練が実施されるよう訓練の実施状況を
確認し、必要な助言等を行っています。

▲ 民間教育訓練機関による職業訓練の実施

民間教育訓練機関の方を対象
に、カリキュラム等を円滑に作成
できるよう作成例や作成のポイ
ントをまとめたものです。

https://www.jeed.go.jp/js/shien/
curriculum_navi.html
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施設のご紹介

都道府県支部
高 障 求

地域障害者職業センター
47 カ所

障

52 カ所

職業能力開発促進センター、
訓練センター
求

63 カ所

事業主等を対象に高年齢者、障害

これから働こうとする、または働い

者の雇用に関する助成金、納付金等

ている障害者に対して、職業相談・職

求職者の方々を対象とし、早期再就

の受付、相談・援助や地方アビリンピ

業評価、職業準備支援、ジョブコーチ

職に必要な技能・技術、関連知識を

ックの開催等の啓発業務を行っていま

支援、リワーク支援等、障害者雇用の

習得するための職業訓練（離職者訓

す。
また、求職者支援制度の周知広報

促進や、職場定着のための支援を行っ

練）
や、在職者の方々を主な対象とし、

や、求職者支援訓練の実施を希望す

ています。

仕事を遂行する上で必要な専門知識

る機関への相談援助、訓練計画の受

また、障害者を雇用する企業や、障

及び技能・技術の向上を図るための

理・審査及び訓練の実施にあたって

害者の就労を支援する関係機関の方

職業訓練（在職者訓練）
、事業主の

の助言等を行っています。

に対して、
相談・助言を行っています。

方々等に対する従業員の人材育成に

この他、各都道府県内における機構

おける課題解決のための能力開発に

業務の総合調整や経理等の管理事務

関する相談、職業訓練指導員の派遣、

を行っています。

施設設備の開放等を行っています。
（愛称：ポリテクセンター）

職業能力開発大学校、
職業能力開発短期大学校

広域障害者職業センター／
障害者職業能力開発校

求

障

25 カ所

1

カ所

カ所

我が国全体の職業訓練の基盤整備

技術革新に対応できる高度な知識

（国立職業リハビリテーションセンタ

と質の維持・向上を図るために、職業

と技能・技術を兼ね備えた実践技能

ー、国立吉備高原職業リハビリテーシ

訓練指導員（テクノインストラクター）

者 ( テクニシャン・エンジニア ) の育

ョンセンター）

の養成及び技能向上のための訓練、
職業能力開発に関する調査・研究、

成、さらに、職業能力開発大学校にお

障害者職業センターと障害者職業

いては、産業界や地域のニーズに応じ

能力開発校の機能を併せ持ち、全国

並びに高度技能者等の養成等を行っ

て、新製品の開発、生産工程の構築等

から職業訓練上特別な支援を要する

ています。

に対応できる将来の生産技術・生産

障害者を受け入れ、医療との連携を図

管理部門のリーダーとなる人材の育

りながら職業評価、職業指導、職業訓

成を行っています。

練等の職業リハビリテーションサービ

（愛称：ポリテクカレッジ）
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職業能力開発総合大学校

スを提供しています。

施設のご 紹 介

全国各地の施設において、
高齢者、障害者、求職者、
事業主等の利用者に対して、
様々なサービスを提供しています。
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設
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ご
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●…都道府県支部
●…地域障害者職業センター
●…職業能力開発促進センター、
訓練センター
●…職業能力開発大学校、
職業能力開発短期大学校
●…広域障害者職業センター／
障害者職業能力開発校
●…職業能力開発総合大学校

※【高】
：高齢者に対する支援 【障】
：障害者に対する支援 【求】
：求職者・学卒者・在職者及び事業主等に対する支援
※各施設の所在地等は当機構ホームページ（https://www.jeed.go.jp/location/index.html）をご覧ください。
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本部（高度訓練センター内）

本部（障害者職業総合センター内）

〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号

電話・FAX番号（ダイヤルイン）

電話・FAX番号（ダイヤルイン）

043-213（共通）
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称
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務
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理
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画
部
求職者支援訓練部
公 共 職 業 訓 練 部
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内
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事
室
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研 究 企 画 部
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高度訓練センター内

アジア経済
研究所

幕張総合高校

障害者職業総合センター内

メー ル マガジン 好 評 配 信 中
高年齢者や障害者の雇用支援、労働者の職業能力開発に役立つ情報をメールマガジンにて配信しています。
▼

ぜひご登録ください（無料）https://www.jeed.go.jp/general/merumaga/index.html

●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ

httpｓ://www.jeed.go.jp/
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