
平成 28 年度 第２回職業能力開発推進者講習会 
 

                     

導入レベルのキャリアコンサルティング講習会 

 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。 

 第２回推進者講習会は、「キャリアコンサルティングの理解と習得」がテーマです。企業内で個人が主体

的にキャリア形成を図ることができる体制づくりに求められる「キャリアコンサルティング」の基本を講義

とロールプレイによる体験演習により習得します。このほか、キャリア形成支援に関わる助成金やツールの

紹介、コミュニケーションをテーマにした講演など、多くの気づきが得られる盛りだくさんの内容です。 
 

 
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－まで問い合わせください。 

 

日時 平成 28年10月 26日（水）、27日(木)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 

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 （10 月 26 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 

②10 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 

③11 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 

④12 時 45 分～13 時 30 分 
講演：キャリア診断サービスと新ジョブ・カードの活用 
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 

⑤13 時 40 分～16 時 30 分 
講演：ＥＱコミュニケーション 

    行動のスタイルを知ってコミュニケーションに活かす 

講師：影山 貴子 氏 

 静岡職業能力開発サービスセンター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下さい。 

２日目 （10 月 27 日・木曜日） 

⑥10 時 00 分～12 時 00 分 

導入レベルのキャリアコンサルティング講習 

 1. キャリアコンサルティング制度導入の意義 

 2. キャリアコンサルティングの基本知識 

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 

12 時 00 分～13 時 00 分 昼食 

⑦13 時 00 分～16 時 15 分 

3. キャリアコンサルティングの進め方 

4. 職場で役立つコミュニケーション訓練 

5. 演習によるキャリアコンサルティングの実践 

6. 習得したスキルの有効活用法 

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 

⑧16 時 15 分～16 時 30 分 

２日間まとめ、修了証書交付、アンケート記入 

 

 

 

○ＪＲ静岡駅北口、国道１号線西へ徒歩 7 分 

キャリアコンサルティングを習得する 
 

 

 

 

 
 

―今回のテーマ－ 

職業能力開発推進者の選任 



10月 26日（水） 27日（木） 講師プロフィール 

豊田 誠司 講師 講演要旨 
平成 19 年より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（26 年よりキャリア

形成サポーター兼務）として人材育成やキャリア

形成支援、人事労務コンサルティングなどに携わ

っている。本講習は平成 20 年より講師を担当。

親しみやすい内容とわかりやすい解説で、毎年多

くの受講者から好評を博している。 

株式会社エスティー・プラン 代表、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、ＪＣＤＡ静岡副地区長 

１日目／キャリア診断サービスと新ジョブ・カードの紹介 

 従業員の働く意欲を高め、企業の人材力を高める「キャリア診

断サービス」と、キャリアプランニングツールであり、助成金活

用でも必要となる「新ジョブ・カード」について解説します。 

２日目／導入レベルのキャリアコンサルティング講習 

 キャリアコンサルティングは、正しく理解して実践しなけれ

ば、従業員の共感的理解は得られず、上位者の価値観の押し付

けになります。自己理解支援、意思決定支援等の効果的な進め

方など、対話トレーニングを交えて習得していただきます。 

影山 貴子 講師 講演要旨 
全国にて年 400 本以上の研修・カウンセリングを

実施。２級キャリアコンサルタンティング技能士 

主な実績 

学校関係：静岡県内外の中学・高校・大学で学生

及び教職員に向けて多くのキャリア研修を実施 

企業：日産・日立・富士通・IHI・KDDI・Microsoft・

西友・住友商事・SBS・中小企業団体中央会ほか 

公共：厚生労働省・静岡県・静岡市・浜松市・ハローワーク等 

所属団体：合気道連盟・キャリア教育学会・中央大学法学部卒 

ＥＱコミュニケーション 

 1. ＥＱとは 

 2. 感情を使うという考え方 

 3. 感情と情動のちがい 

 4. いまの感情を理解することのメリット 

 5. 職場で求められる感情のあり方 

 6. 24素養の自己診断 

 7. 自分のスタイルを知る 

 8. 建設的感情を生み出すには 

平成 28 年度 第２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。 


