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職業資格 OECDのQualificationの定義

4

• 個々人の学習成果が所定の基準に到達して
いること,および(または)特定の業務分野で働く
ために必要な能力を保有していることを,権限
ある機関が決定することによって得られる 評
価や認定プロセスの公式な結果(修了証,学位,
称号)である。

• 労働市場や教育訓練における 学習成果の価
値の公式な承認を与えるものである.業務を執

行するための法的な権利を与えることができる
ものである。

OECD: Qualifications Systems, OECD, 2007. Pp.21-22
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日本の職業資格と本報告の範囲

5

誰が設定するか

国 公 民間

職
業
上
ど
の
よ
う
な

機
能
を
も
っ
て
い
る
か

業
務
独
占

職種型
医師,弁護士, 建築
士, 税理士, 公認
会計士, 司法書士

職務型
危険物取扱者,  
毒物劇物取扱責任
者

能力認定
技能士, 
中小企業診断士

実用英語技能検定, 
消費生活アドバイ
ザー

簿記検定, 
ワープロ技能検定

今野・下田による職業資格等の分類

©2020 G.ARAI

職業資格制度の位置づけ

6

学習者
学習の目標

処遇・委託の期待

教育訓練機関
教育訓練の目標

学習者による選択の期待

企業・雇用主・委託者
処遇・委託の基準
仕事の成果の期待

職業資格(制度) ＝
能力の(1)標準・(2)試験/公証・(3)評価（処遇・委託）
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職業資格 OECDのQualificationの定義

7

• 個々人の学習成果が所定の基準に到達して
いること,および(または)特定の業務分野で働く
ために必要な能力を保有していることを,権限
ある機関が決定することによって得られる 評
価や認定プロセスの公式な結果(修了証,学位,
称号)である。

• 労働市場や教育訓練における 学習成果の価
値の公式な承認を与えるものである.業務を執

行するための法的な権利を与えることができる
ものである。

OECD: Qualifications Systems, OECD, 2007. Pp.21-22

©2020 G.ARAI

能力の標準(能開法 技能検定)

8厚生労働省HP,技能検定職種及び等級区分 （都道府県知事の実施する職種）, 20200825確認
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/syokunou/ginou/aramashi/dl/syokusyu_012.pdf
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能力の試験(能開法 技能検定)

9

実技試験 2級実務2年
⾦属プレス加⼯(⾦属プレス作業)  
2級 次に掲げる製作等作業試験及び計画⽴案等作業試験を⾏う。
(1) 製作等作業試験
SPCC-SD(厚さ0.5mm)の材料から、はさみでブランクを切り取り、パワープレス(能⼒400〜1000kN)
により所定の絞り型を使⽤して、丸型のフランジをもつ絞り製品を製作する。
標準時間 1時間15分 打切り時間 1時間45分
(2) 計画⽴案等作業試験
加⼯段取り、ブランク取り、プレス機械の点検・整備等について⾏う。
試験時間 2時間

2級 「金型組立て及び取付け調整」の採点項目

実施形式 採点項目 配点

製作等作業試験

製品
できばえ

きず、打こん、ショックマーク、フランジのしわ、かたより、
割れ、くびれ、けがき線及びポンチあと、フランジ端面の
仕上がり

70
精度 絞り深さ、フランジ直径、フランジ幅の差

材料節約

金型組立て及び取付け調整

作業態度

作業時間

計画立案等作業試験 30

合計 100

JAVADAHP, 能力評価試験平成31年度（前期）実施職種･実技試験概要, 20200825確認
https://www.javada.or.jp/jigyou/gino/2019_zen/gaiyou.html#b23

©2020 G.ARAI

能力の公証(能開法 技能検定)

10

技能検定の合格者

技能検定の合格者には、厚生労働大臣名（
特級、1級、単一等級）または都道府県知事（2
級、3級）の合格証書が交付され、技能士と称
することができます。

JAVADAHP,技能検定のご案内, 20200825確認
https://www.javada.or.jp/jigyou/gino/giken.html
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能力の評価(能開法 技能検定)

11

技能検定合格者の資格の活用

労働安全衛生法に関係するもの

労働安全
コンルタ
ント関係

労働安全コンサルタント試験の受験
資格

…､粉末冶金、機械加工､放電加

工、金型製作、金属プレス加工､
鉄工､建築板金、工場板金…

1級
単一等級

特定自主
検査の検
査者関係

動力プレスの事業内検査者の資格 金属プレス加工 1級、2級

動力プレスの検査業者所属検査者
研修の受講資格

金属プレス加工 1級、2級

建設業法に関するもの

専任者の者の資格 対応職種は下表

1級、2級、単一等級
※2級は技能検定合格後1年（平成16年度以降の

合格者については３年）以上の実務経＊験を有す
る者に限る｡

建設業法 技能検定職種 ❋【 】は旧検定職種

大工工事業 建築大工

左官工事業 左官

とび・土木工事業
とび、【とび工】、型枠施工、コンクリート圧送施工、
ウェルポイント施工

厚生労働省HP,技能検定合格者の資格の活用, 20200825確認
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10610.html

©2020 G.ARAI

能力の評価(能開法 技能検定)

12全国技能士連合会HP,技能士のいるお店, 20200825確認
https://www.takuminowaza.net/ginoushi/shop/omise_0042.html
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能力の評価(能開法 技能検定)

13厚生労働省HP,企業、地域、業界において技能者を活用する取組, 20200825確認
https://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/ginoukentei/dl/katsuyou-01-05.pdf
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日本の職業資格の特徴

15

学習者
学習の目標

教育訓練機関
教育訓練の目標

企業・雇用主・委託者
処遇・委託の基準

職業資格(制度) ＝
能力の(1)標準・(2)試験/公証・(3)評価（処遇・委託）

職業に必要な
能力の標準として、
合意されていない

職業能力体系

独自の基準を設定独自の基準を設定

©2020 G.ARAI

職業に必要な能力の標準のいろいろ

• 厚生労働省HP 雇用型訓練とは(人材開発支援助成金対象)

実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)

16

Ⅲ 技能・技術に関する能力 （２）専門的事項

様式3-3-1-1職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート（企業実習・OJT用） Ⅲ 技能
・技術に関する能力 （２）専門的事項 の「職務遂行のための基準」については、半数を
超える項目を「汎用性のある評価基準」から引用する必要があります。

「汎用性のある評価基準」として認められているのは、以下のとおりです。
適宜組み合わせて作成することも可能です。

（１）モデル評価シート
（２）職業能力評価基準
（３）日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツール
（４）職業能力の体系
（５）技能検定の試験基準
（６）その他、汎用性のある評価基準

15

16
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17厚生労働省HP,職業能力評価基準について > 34_金属プレス加工業, 20200825確認

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09589.html

職業に必要な能力の標準のいろいろ(職業能力評価基準 金属プレス加工業)

©2020 G.ARAI
18厚生労働省HP,職業能力評価基準について > 34_金属プレス加工業, 20200825確認

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000598201.xls

職業に必要な能力の標準のいろいろ(職業能力体系 金属プレス製品製造)

17
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19厚生労働省HP,職業能力評価基準について > 34_金属プレス加工業, 20200825確認

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000598205.xls

職業に必要な能力の標準のいろいろ(職業能力体系 金属プレス製品製造)

©2020 G.ARAI
20基盤整備センターHP,職業能力の体系

http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/statistics/system_list/e-32-youshiki_3.xls

職業に必要な能力の標準のいろいろ(職業能力体系 金属プレス製品製造)

19
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職業に必要な能力の標準のいろいろ(職業能力体系 金属プレス製品製造)

基盤整備センターHP,職業能力の体系
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/statistics/system_list/e-32-youshiki_4.xls

©2020 G.ARAI
22

職業に必要な能力の標準のいろいろ(職業能力体系 金属プレス製品製造)

基盤整備センターHP,職業能力の体系
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/statistics/system_list/e-32-youshiki_4.xls

21
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23基盤整備センターHP,職業能力の体系

https://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/statistics/system_list/e-48-youshiki_3.xls

職業に必要な能力の標準のいろいろ(職業能力体系 自動車機械部品製造業)

生産 設備保守・機器管理 略

作業環境管理 略

生産技術 略

製造 作業の安全確保

略

部品加工

加工全般

切断加工

鍛造加工
鋳造加工

旋盤加工
ＮＣ旋盤加工

フライス加工
マシニングセンタ加工

歯切加工
穴加工

研削加工（平面・円筒・成形）

溶接加工

プレス加工

レーザ加工
運搬

熱処理
略

表面処理・改質
略

自動車部分品・附属品製造業 32ｰ①自動車機械部品製造業 職務と仕事と作業

©2020 G.ARAI
24

職業に必要な能力の標準のいろいろ(職業能力体系 自動車機械部品製造業)

基盤整備センターHP,職業能力の体系
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/statistics/system_list/e-32-youshiki_4.xls

職 務 製造 レベル表示 Ｌ１

能力要素(仕事) 部品加工

能力要素の細目(作業) 能力要素の細目の内容

13プレス加工 1 加工前点検を実施することができる

加工前点検事項について知っている

点検実施方法について、知っている

2プレス加工ができる

各種機械の操作方法および加工方法を知っている

安全作業について知っている

工具の特性について知っている

材料の特性について知っている

工具と材料から最適の加工条件を導き出す術を知っている

3加工後の処理ができる

加工後の製品の取り扱い方法について知っている

加工物の危険箇所の除去について知っ
ている

機械の保全について知っている

23

24
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25厚生労働省HP,技能検定職種及び等級区分 （都道府県知事の実施する職種）, 20200825確認

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/syokunou/ginou/aramashi/dl/syokusyu_012.pdf

職業に必要な能力の標準のいろいろ(技能検定:能開法 金属プレス加工 試験基準)

©2020 G.ARAI
26

職業訓練の基準（普通課程)

基盤整備センターHP,普通課程・普通職業訓練情報検索, 20200825確認
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/database/futsuu/kisojikanhyo_1.xls
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/database/futsuu/senkojikanhyo 1.xls

区分 教科の科目 授 業 科 目 時間数

専攻学科 展開図 展開図 20

板金工作法 板金工作法 50

プレス加工法 プレス加工法 50

試験法及び検査法 試験法及び検査法 30

専攻学科計 150

専攻実技 板金工作実習 板金工作実習 80

プレス加工実習 プレス加工実習 80

試験及び検査実習 試験及び検査実習 40

専攻実技計 200

普通課程： 金属加工系の教科目及び時間表

区分 教科の科目 授 業 科 目 時間数

系基礎学科 機械工学概論 機械工学概論 20

電気工学概論 電気工学概論 20

塑性加工概論 塑性加工概論 20

生産工学概論 生産工学概論 20

材料力学 材料力学 20

金属材料学 金属材料学 20

製図 製図 20

溶接法 溶接法 60

測定法 測定法 20

安全衛生 安全衛生 30

系基礎学科計 250

系基礎実技 測定基本実習 測定基本実習 20

機械操作基本実習 機械操作基本実習 30

溶接基本実習 溶接基本実習 90

熱切断基本実習 熱切断基本実習 30

プレス加工基本実習 プレス加工基本実習 30

コンピュータ操作基本 実習 コンピュータ操作基本 実習 30

CAD基本実習 CAD基本実習 30

安全衛生作業法 安全衛生作業法 20

系基礎実技計 280

25

26
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27

職業訓練の基準（普通課程)

基盤整備センターHP,職業訓練基準の分野別⾒直しに係る基礎研究（普通課程） －平成29年度 ⾦属・機械、運
搬機械運転、情報・通信分野－, 20200825確認
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/kankoubutu/b-170-09.pdf

©2020 G.ARAI
28

職業訓練の基準（普通課程)

基盤整備センターHP,普通課程・普通職業訓練情報検索, 20200825確認
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/database/futsuu/kisojitsugi_1.xls

訓練科目カリキュラム表

系名 金属加工系 教科の区分 系基礎実技

教科 プレス加工基本実習

訓練科目 プレス加工基本実習 時間 30 H

訓練目標 プレス機械の金型交換や曲げの基礎的作業を安全に配慮して行うことを習得する。

訓練科目の細目 訓練科目の内容 訓練時間

1. 金型成型機械に
よる加工実習

（1） プレス機械の取り扱い方と安全衛生心得 10H

（2） 機械部位の名称

（3） 曲げ加工方法

（4） 金型交換方法

2. 手板金作業 （1） 動力シャーの取り扱い方と安全心得 15H

（2） 動力シャーによる切断方法

（3） 直線曲げ

（4） かり出し

（5） 打ち出し

3．自動送り装置の
操作及び調整

自動送り装置の操作及び調整 5H

27

28
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29

職業訓練の基準（普通課程)

基盤整備センターHP,普通課程・普通職業訓練情報検索, 20200825確認
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/database/futsuu/senkougakka_1.xls

訓練科目カリキュラム表

科名 塑性加工 科 教科の区分 専攻学科

教科 プレス加工法

訓練科目 プレス加工法 時間 50 H

訓練目標 プレス機械及びプレス型の種類、構造、交換を理解し、安全作業について学習する。

訓練科目の細目 訓練科目の内容 訓練時間

1. プレス用機械 （1） プレス作業の安全心得 13H

（2） プレス加工の種類と特徴

3. プレス加工の自動
化

（1） プレス機械の種類と構造 20H

（2） プレス加工の自動化

4. 油空圧機器 油圧機器及び空圧機器

2. プレス型の種類と
構造

（1） プレス型の種類と構造 17H

（2） プレス型の取り扱い

5. 型の取付け取り
外し及び型の調整

（1） プレス型の取付け・取り外し

（2） プレス型の調整

©2020 G.ARAI
30

職業訓練の基準（普通課程)

基盤整備センターHP,普通課程・普通職業訓練情報検索, 20200825確認
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/database/futsuu/senkoujitsugi_1.xls

訓練科目カリキュラム表

科名 塑性加工 科 教科の区分 専攻実技

教科 プレス加工実習

訓練科目 プレス加工実習 時間 80 H

訓練目標 プレス機械及びプレス型の種類、構造、交換を理解し、一連の実作業を習得する。

訓練科目の細目 訓練科目の内容 訓練時間

1.プレス加工用機械
及び周辺機器の操
作

プレス加工機 及び周辺機器の操作 24H

2.自動化装置の操
作

自動化装置の操作

3. 型の取り付け取り
外し及び型の調整

金型の取り付け取り外し及び調整 20H

4. 打ち抜き加工 打ち抜き加工 24H

5. 絞り加工 絞り加工 12H

29

30
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31

職業訓練の基準（短期課程(システムユニット訓練)金属加工科)

基盤整備センターHP,仕事と教科の関係, 20200825確認
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/database/rishokusha/work_and_subject/CM_R1_M_2

©2020 G.ARAI
32

職業訓練の基準（短期課程 金属加工科)

基盤整備センターHP,システム・ユニット訓練カリキュラム情報⼀覧 > ⾦属加⼯科のカリキュラムモデル 仕上がり像A, 20200825確認
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/database/rishokusha/unit_all_search/showUnitSheet/MU201-0161-1
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/database/rishokusha/unit_all_search/showUnitSheet/MU201-0162-1

31

32
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33

職業訓練の基準（職業能力体系 → 職業能力開発体系)

基盤整備センターHP,職業能力の体系, 20200825確認
https://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/statistics/system_list/e-93-youshiki_1.xls
https://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/statistics/system_list/e-48-youshiki_1.xls

金属プレス プレス加工 抜き加工 曲げ加工

抜き加工基本 曲げ加工基本 絞り加工 圧縮加工

絞り加工基本 圧縮加工基本

パイプ成形 仕上・バリ

段取替え

順送り加工 トランスフ

ロボット加工

板金加工

　　　　　　　　　レベル

部　　　門
Ｌ１ Ｌ２

職
業
能
力
の
体
系

【プレス加工(単発)】

冷間鍛造・温間鍛造

冷間鍛造・温間鍛造基本

仕上・バリ取り基本

【プレス加工(自動)】

【タレットパンチ】

生産 【製造】 作業の安全確保 保守点検

部品加工 熱処理

表面処理・改質 組み立て

【検査】 製品検査

【出荷】 出荷

　　　　　　　　レベル

部　　　門
L1 L2 L3

職

業

能

力
の

体

系

金属プレス製品製造業

自動車機械部品製造業

©2020 G.ARAI
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イギリスの職業資格

35

学習者
学習の目標

処遇・委託の期待

教育訓練機関
教育訓練の目標

学習者による選択の期待

企業・雇用主・委託者
処遇・委託の基準
仕事の成果の期待

職業資格(制度) ＝
能力の(1)標準・(2)試験/公証・(3)評価（処遇・委託）

IMI, CITB, SEMTA等の
SSCが産業別の

NOSを策定

City&Guild, EDEXEL等
のABが資格を策定

資格取得を目指す教育訓練を
学校・企業が提供

教育訓練の提供を通
じた採用, 資格取得者

の採用

©2020 G.ARAI

イギリスの職業能力の標準 軽自動車のメンテナンス
機械(エンジン)ユニットの整備

36
NOSHP, NOS Finder, 20200827確認
https://www.ukstandards.org.uk/PublishedNos/Overhaul-light-vehicle-mechanical-units-IMILV11.pdf#search=LV11

35

36
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イギリスの職業資格 軽自動車のメンテナンス
機械(エンジン)ユニットの整備

37
IMI HP, QUALIFICATION, 20200827確認
https://tide.theimi.org.uk/api/qualifications/download/21232

©2020 G.ARAI

イギリスの職業資格 軽自動車のメンテナンス
エンジンユニットの整備 評価基準

38
IMI HP, QUALIFICATION, 20200827確認
https://tide.theimi.org.uk/api/qualifications/download/21232

37

38
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イギリスの教育訓練 学校フルタイム 軽自動車のメンテナンス

39Nottingham College HP, Course>Motor Vehicle, 20200827確認
https://www.nottinghamcollege.ac.uk/courses/vehicle-maintenance-and-repair-level-3

詳細ルート

資格 軽自動車の保守および修理原則におけるIMIレベル3の卒業証書

期間 1年

レベル レベル3

エントリー要件

英語と数学を含む、グレード9–4（A * – C）の5つのGCSEが必要です。これらは
両方とも、英語と数学のグレード9–4（A * – C）または機能的スキルレベル2で
ある必要があります。または英語および数学のGCSEグレード9–4（A * – C）に
関連するレベル2の職業資格。

評価 理論的な知識を構築するために、さまざまな実践的な評価、オンラインテスト、
および文書による課題に取り組みます。

進行 大規模な主要ディーラーまたは小規模な地元のプロバイダーで自動車業界の
仕事をフォローすることを選択します。

追加情報 16-18歳の学生は授業料を支払う必要はありません。19歳以上の方は、料金と
資金調達について、財務ヘルプページをご覧ください。

©2020 G.ARAI

イギリスの教育訓練 企業アプレンティス 軽自動車のメンテナンス

40Nottingham College HP, Course>Motor Vehicle, 20200827確認
https://www.nottinghamcollege.ac.uk/courses/vehicle-maintenance-and-repair-level-3

1人の見習い求人を募集しています

空席 雇用者/場所 給料

見習いモーターエンジニア
（終了日：09/09/2020）

Ristes Motor Company Limited（ノッティン
ガム）

£156.00（毎週）

見習いの詳細

出席 ブロックまたはデイリリース

開始日 この見習い期間はいつでも開始できます。

フレームワーク/標準 自動車小売‐自動車サービスおよび保守技術者（軽自動車）‐レベル3

期間 36ヶ月

レベル レベル3

エントリー要件 •あなたは関連する仕事で週に最低30時間雇用される必要がありますが、私たちはあなたが就職先を見
つけるのを手伝います。
•また、英語と数学の9〜4年生（A * ‐C）のGCSEと、関連するレベル2資格が必要です。一部の雇用主は役
割に応じて追加の資格が必要になる場合があります
19歳以上で適切な業界経験を持っているが、必要な資格がない成人は、応募を歓迎します。
すべての申請者は、入学前に英語と数学の評価を受ける必要があります。

39

40
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41

©2020 G.ARAI

日本の職業資格の特徴にもとづく関係者の対応

42

学習者
学習の目標

教育訓練機関
教育訓練の目標

教育訓練への動機づけ

企業・雇用主・委託者
基準の一部

教育訓練への動機づけ

職業資格(制度) ＝
能力の(1)標準・(2)試験/公証・(3)評価（処遇・委託）

職業に必要な
能力の標準として、
合意されていない

評価される標準を推定
評価を期待しない

内面的な満足

独自の標準を設定独自の標準を設定

41

42
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合意された能力標準の有無の長･短所

長所 短所

有

・個々のカリキュラム基準・評価基準
策定コストの低減

・現実社会に対するカリキュラムの遅れ
（更新）

・学習者の学習目標の明確化
・企業による柔軟な活用の阻害

（要素化、柔軟な選択）

無

・独自カリキュラムの開発、カリキュラ
ム更新容易

・教育訓練の質のバラツキ（過程制御）

・個々のカリキュラム基準・評価基準策
定コストの増大 （頑張る・まかせる）

・柔軟な評価の実施(教育訓練機関・
企業)

・学習目標の不明確
・学習(能力向上)と処遇の関係が不明
確

43

合意された標準の不在
＝処遇に結びつく教育訓練の不確実性の負担の学習者への偏在
＝職業能力開発の隘路

©2020 G.ARAI

日本の職業能力開発の方針

• 職業能力開発促進法（目的）
第一条 …職業訓練及び職業能力検定…を総合的かつ計画的に講ずることにより
…職業の安定と労働者の地位の向上を図る…ことを目的とする。

• 職業能力開発基本計画(第9次 H23-27)
ニ 職業能力の評価システムの整備
労働者の技能と地位の向上のためには、…職業能力を客観的に評価する「ものさ

し」としての評価制度が重要である。また、職業訓練の成果の測定等を可能とする
ため、教育訓練と連携した能力評価のシステムが重要性を増している。

「実践キャリア・アップ戦略（キャリア段位制度）」、職業能力評価基準、技能検定、
社内検定等、ジョブ・カード

• 職業能力開発基本計画(第10次 H28-32)
（３）対人サービス分野を重点とした技能検定の整備、認定社内検定の普及促進等
による職業能力評価制度の構築

職業能力評価制度は、働き手のキャリア開発の目標設定・動機付けとして機能す
ることにより、労働者の主体的なスキルの向上を通じた生産性向上につながること
が期待され、ひいては処遇の向上にもつながるものであり、更なる整備を進める必
要がある。
技能検定 内部 置･昇級・昇格 外部労働市場
認定社内検定 自発的能力開発、職業能力評価基準 技能検定・教育訓練制度

44

43

44
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45

©2020 G.ARAI

合意された能力標準の胎動

• 職業能力評価基準/職業能力体系

• ITSS/ETSS

• キャリア段位制度(介護プロフェッショナル)

• 人材開発助成金対象 雇用型訓練の計画とし

て汎用性のある評価基準にもとづくジョブカー
ド作成が求められる

46

45

46
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合意された能力標準の普及に向けた当面の取り組み

第1段階

• 普通課程・短期課程(離転職)・専門課程・応用課程のカリキュラム、評価基
準として職業能力体系を使う

• これを可能とするため、また第２段階での活用を見通して、職業能力体系
の構造を整理する(教育訓練修了レベルと実務レベルの整理、要素の組み
合わせによる職種・業種の表現、職種・業種間で共通する要素)

第2段階

• 職業能力体系の能力習得(実務、雇用型訓練修了、職業訓練課程修了)を
職業資格として認定。
(課程修了(資格)と終了をわける必要あり)

• 専門高校・専修学校への職業資格提供

• 職業能力体系と職業能力評価基準、技能検定基準との統合、業界標準と
の統合

第3段階

• 職業紹介、職業紹介つき在職職業資格取得実務訓練への展開

47

©2020 G.ARAI

日本版O-NET

48厚生労働省HP, 職業情報提供サイト, 20200831確認
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/

47

48
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日本版O-NET 金属プレス工

49厚生労働省HP, 職業情報提供サイト, 20200831確認
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/

©2020 G.ARAI

ハローワーク 求人情報 製造業

50ハローワークインターネットサービス, 求人検索, 20200831確認
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do

49

50
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O-net

51

資格検索

教育訓練検索

仕事検索

O*NET OnLineHP, 20200831確認
https://www.onetonline.org/

51
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職業能力開発報文誌の
現状と課題

― 職業能力開発学の構築をめざして

目次
Ⅰ はじめに
Ⅱ 職業能力開発報文誌の現状

目的、時代背景、発行状況
Ⅲ 職業能力開発報文誌の課題

種別、地域、施設、単著・連名
Ⅳ おわりに
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Ⅰ はじめに

•昭和63年に第1号を発刊
•その後、約３０年間で５００本の報告
•５年ごと、６期に分けて、特徴を分析
•短大校化、大学校化、能開機構廃止後

課題は報告数の減少
いつでも、どこでも、だれでも

報告できるように

Ⅱ 報文誌の現状

報文誌の目的、時代背景、発行状況
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１ 報文誌の目的

（発行方針）
•能開事業の高度化、多様化
•雇用支援機構職員の成果を公表

知見の交流と活用を図り
職員の資質の向上と充実に資する

２ 時代背景

•設置主体
•職業能力開発総合大学校
•基盤整備センター
•短期大学校等
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表１ 設置主体・職業大の沿革
年代 設置団体沿革 職業大沿革

1960- 1961.7雇用促進事業団 1961.4中央職業訓練所（中訓）

1965- 1965.2職業訓練大学校（訓大）

1970- 1973.10（相模原移転）

1975-

1980-

1985-

1990- 1993職業能力開発大学校（能開大）

1995- 1999.10雇用・能力開発機構 1999.4職業能力開発総合大学校（総合大）

2000- 2004.4独立行政法人化

2005-

2010- 2011.10高齢・障害・求職者雇用支援機構 2012総合課程（小平移転）（職業大）

2015-

2020-

表２ 基盤ｾﾝﾀｰ・短大等の沿革
年代 基盤ｾﾝﾀｰ沿革 短期大学校等沿革

1960- 1961.4調査研究部

1965-

1970-

1975- 1978.4職業訓練研究ｾﾝﾀｰ 1978東京短大、78富山短大

1980- 1980ｰ宮城、岐阜、京都、香川、浜松、栃木、岡山、青森、茨城

1985- 1989職業訓練研修研究ｾﾝﾀｰ 1985-川内、北海道、九州、横浜、石川、福山

1990- 1990-群馬、大阪、千葉、沖縄、新潟、市が、秋田、島根

1995- 1999.4能力開発研究ｾﾝﾀｰ 1999-大学校化：東京、近畿、九州、沖縄

2000- 2000-北海道、東北、北陸、四国、2001-関東、東海、中国

2005-

2010- 2012基盤整備ｾﾝﾀｰ（三鷹移転）

2015- 2015（小平移転）

2020-
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３ 報文誌発行状況
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Ⅲ 報文誌の課題

種別、地域、施設、著作者
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１ 種別
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論文 研究ノート 実践報告等

２ 地域別
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３ 施設別

４ 著作者別
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５ 報文誌の課題

•いつでも:時代背景→職業生涯

•どこでも:東高西低→全国

•だれでも:センター問題?

Ⅳ おわりに

いつでも、どこでも、だれでも
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Ⅳ おわりに

•いつでも:ライフステージ

•どこでも:スケールメリット

•だれでも:報文誌ポイント制度
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