
平成 28 年度 第１回職業能力開発推進者講習会 
 

 

 キャリア形成支援の必要性と職業能力開発推進者の役割について 
 静岡職業能力開発サービスセンターは、企業が行う従業員のキャリア形成の取組を支援するため、 

厚生労働省の受託事業として静岡県職業能力開発協会内に設置された公的な相談・支援窓口です。 

事業内職業能力開発計画の策定など、長年の支援実績とノウハウを有しています。 

今回の講習会は「人づくりは企業の基本！」働く人たちがその持てる能力を発揮し、仕事や職場 

で活躍するためには『どのように職場のモチベーションを向上させていくのか。その中で人を育てる 

には、どのようにするのか』をテーマに講習会を開催し、その糸口を探し出すことを狙いとします。 
 
職業能力開発促進法では、企業内における従業員の職業能力の開発やキャリア形成支援を推進する職場のキーマン 

として、人事・教育訓練部署の部・課長などを職業能力開発推進者として選任することとして定められています。 

（職業能力開発促進法第 12条） 

キャリア形成促進助成金の受給については「事業内職業能力開発計画」の策定、「職業能力開発推進者」の選任が必要 

です。 ご相談は、裏面サービスセンターまで問い合わせください。 

 

日時 平成 28年 9月 14 日（水）、28 日(水)10：00～16：30    

場所 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」5階 502教室 

   静岡市駿河区馬渕 1丁目 17番１号 電話 054-255-8440 

対象 職業能力開発推進者、人事・教育訓練担当者・経営者等 

定員 40名（先着順。両日参加可能な方）※調整あり。 

受講料 無料 テキスト実費 ＣＡＤＳ＆ＣＡＤＩ、解説書 2,700円（税込） 

主催 静岡職業能力開発サービスセンター           

「プログラム」 

１日目（9 月 14 日・水曜日） 

① 10 時 00 分～10 時 10 分 

主催者挨拶     静岡県職業能力開発協会 

オリエンテーション 岡村 崇志 

          静岡職業能力開発サービスセンター 

          キャリア開発アドバイザー 

② 10 時 10 分～11 時 30 分 

講演：キャリアアップ・キャリア形成促進助成金について 

講師：松永 進 氏、亀田 良介 氏 

   静岡県労働局職業安定部職業対策課 

③ 11 時 30 分～11 時 45 分 

職業能力開発推進者選任届について  事務局 

11 時 45 分～12 時 45 分  昼食 

④ 12 時 45 分～14 時 50 分 

講演：「事業内職業能力開発計画・教育訓練体系図・ 

    職業能力評価基準 活用のススメ」 

講師：山村 直樹 氏 

 静岡職業能力開発サービスセンター人材育成コンサルタント 

⑤ 15 時 00 分～16 時 30 分 

講演：キャリア形成支援ツール（CADS＆CADI）の活用 

講師：豊田 誠司 氏 

 静岡職業能力開発サービスセンター人材育成コンサルタント 

             （兼）キャリア形成サポーター 

 

☆講習会申込みは裏面を参照してください。 

２日目（9 月 28 日・水曜日） 

⑥ 10時 00分～12時 00分 

講演： 「快適な職場環境を構築するには」 

     「モチベーションを上げ、生産性を向上させるには」 

     「リスクアセスメントから学ぶ労働災害ゼロの構築」 

講師：山本 信二 氏 

  ものづくりマイスター・中災防ＫＹＴコーディネーター 

  静岡職業能力開発サービスセンター人材育成コンサルタント 

  山本ＣＳＰ労働安全コンサルタト事務所代表 

12時 00分～13時 00分  昼食 

⑦ 13時 00分～16時 15分 

講演：「職場のモチベーション向上は、こうすると良い」 

    企業が理解しておくべきメンタルヘルスケアの基礎知識 

    について、心の在り方を中心に考えます。 

講師：石井 利幸 氏 

    一般社団法人心療対話士協会理事長 

⑧ 16時 15分～16時 30分 

2日間のまとめ、修了証書交付、アンケート記入 

職場のモチベーションを向上させるには 
 

 

 

 

 
 

 

 

○ＪＲ静岡駅北口、国道１号線西へ徒歩 7 分 

―今回のテーマ― 

職業能力開発推進者の選任 



9月 14日(水) 28日(水) 講師プロフィール 

山村 直樹  講師 講演要旨 
 機嫌よく、気分よく働ける職場の実現のため、経営者と社員の２

つの領域にまたがり、各々の価値観の「ナカ」をとって、採用・人

材育成・処遇等における問題を解決に結びつける支援や提案に奔走

している。静岡県焼津市出身 

静岡職業能力開発サービスセンター人材育成コンサルタント  

山村社会保険労務士事務所 代表（静岡市駿河区） 

事業内職業能力開発計画は、従業員の職業能力開発について、仕事の

種類やレベル別に「何を身につけたらよいか」「そのためにはどのよう

な学習・訓練を受ければよいか」を整理することで、経営者・管理者と

従業員が能力開発について共通の認識を持ち、目標に向かって進める

「道しるべ」となり、効果的な職業能力開発を行うことが可能になり、

従業員の自発的な学習・訓練の取組意欲が高まることも期待されます。 

豊田 誠司 講師 講演要旨 
 企業人事、労務管理、個別キャリア形成など、異なる視点を融合

した独自のスタイルで、地元企業の人材育成支援に携わっている。 

静岡職業能力開発サービスセンター人材育成コンサルタント(兼) 

キャリア形成サポーター、静岡県職業能力開発協会登録講師 

株式会社エスティー・プラン 代表、（浜松市中区） 

特定社会保険労務士、２級キャリアコンサルティング技能士 

 個々の従業員が働きがい・生きがいを持って豊かな人生を送り、

自立した個人に成長して会社に貢献する。一方、会社は個人の自立

したキャリア形成を支援し、個人の有する能力を組織に結集する。

そのためのキャリア形成支援ツールが「ＣＡＤＳ＆ＣＡＤＩ」（中

央職業能力開発協会）です。講習では本ツールを実際に体験し、個

別キャリア形成支援のノウハウの習得を目指します。 

山本 信二 講師 講演要旨 
 製造業にて設備保全、安全衛生、教育関係を歴任。退職後 CSP

労働安全コンサルタント（厚生労働省登録 機 708号）、人材育成

コンサルタント、ものづくりマイスターとして活動中。国立長岡技

術科学大学大学院システム安全修了。他に中災防 KYTコーディネー

ター、県労働基準協会連合会技能講習講師、各労働基準協会講師を

担当。機械安全、リスクアセスメント、作業手順等を得意とする。 

第１部「快適な職場環境を構築するには」 

第２部「モチベーションを上げ、生産性を向上させるには」 

第３部「リスクアセスメントから学ぶ労働災害ゼロの構築」 

 快適な職場環境で、モチベーションが上がる職場は、安全で安心

して働ける職場です。そんな職場を目指して、管理監督者が実施し

ていくことを、リスクアセスメントをまじえて、提示します。 

石井 利幸 講師 講演要旨 
沼津市に在住。メンタル不調ストップアドバイザーとして活躍中。 

IT 業界のシステムコンサルタント業を経て、平成 4 年に「心の専

門家」として活動開始。静岡県生産性本部メンタルケア専任講師。

静岡県出版文化会出文教育講演会講師。メンタルケアにおける社内

対処の相談業務。研修・講座・講演業務。個人ケアや個人研修を行

いトラブルが起きる前の積極的な「心の教育」を行っています。 

○分かっているようで、分かっていない人の心の基本を理解し、職

場の環境以外から大きく影響を受けている生活環境がどのよう

なものかを知る。 

○自分を知り、相手を理解する仕方と、人間関係の捉え方。 

○受講者の参加型講座で、個々の抱える問題点を考えながら、企業

の中の個人を活かす方法を見つけて行くものです。 

 平成 28年度 第１回職業能力開発推進者講習会 参加申込書 

（送付先）ＦＡＸ ０５４－３４５－２３９７  平成28年  月  日   

事業所名  

業 種  従業員数           人 

所 在 地 〒 

ご連絡担当者 所属・役職               氏名 

電話番号  協会会員 会員 ・ 非会員 

メールアドレス                              ＠ 

 

参 加 者 

氏  名 所属・役職 性別 推進者 

ふりがな  

男・女 YES ・ NO  

ふりがな 

 男・女 YES ・ NO 
 

申込み・問合せ先 静岡職業能力開発サービスセンター ＴＥＬ ０５４（３４７）４７０３ 

※個人情報につきましては、意見交換でのグループ分け、参加者名簿の作成に使用するものであり、それ以外に

使用することはございません。当日参加者名簿を配付しますので、ご了承頂ける方のみ申し込み願います。 


