
● 訓練科別指導員の能力体系（指導員スキルマップ） 

指導員スキルマップ（以下「スキルマップ」という。）は、訓練科ごとに必要となる

技能・技術要素を体系化しています。指導員が所属している訓練科を基に個々のスキル

アップを行う上での指標となります。 

ここでは、参考に普通職業訓練の「機械加工科」のスキルマップを示しています。 

記載のとおりスキルマップは、その訓練科において主たる専門分野を軸とし、関連す

る分野の技能・技術要素を習得するべき順番に３ステップ（訓練科における習得の順

番）で示しているため、技能・技術体系のレベルとは一致しません。 
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スキルマップについては、普通職業訓練の普通課程、短期課程及び高度職業訓練専

門課程の訓練科の中から２１科を抽出し策定していますので、「機械加工科」以外の

スキルマップを確認したい方は、次のアドレスよりご確認ください。 

○基盤整備センターの調査研究資料 

（調査研究） 

  指導員に必要となる技能・技術要素の明確化、体系化等に関する調査研究 

https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/research/detail?id=1048 

 

 

● 指導員の共通能力の体系 

  指導員の共通能力の体系（以下「共通能力体系」という。）は、指導員の業務を「訓

練計画」、「訓練実施」、「訓練管理」、「施設運営サポート」及び「地域社会との連

携と相談支援」の訓練の過程ごとに整理して提示しています。 

  なお、共通能力体系では、「職業能力開発指導力」、「訓練コーディネート力」、

「キャリアコンサルティング力」、「問題解決力」、「マネジメント力」及び「イノベ

ーション力」を指導員が業務を遂行する上で必要な要素と位置づけ、共通能力を抽出し

ています。技能・技術要素と同様に共通能力の中に到達水準をすべて又は一部満たすた

めの研修を配置していますので、受講を希望する際の参考にしてください。 

  また、共通能力体系では、習得時期を概ねの指導員の経験年数（ステップ）で示して

いますので、受講時期の目安としてください。 

 

 

 
【共通能力】

訓練計画 関係法令・通達等の理解 訓練コース企画（調査） 訓練コース企画（カリキュラム提案改善）

【セット必須】９１０１　訓練展開上の課題解決

【セット必須】９１０２　【通信活用研修】訓練展開上の課題解決フォロー

企業訪問

訓練実施 募集活動 広報ツールの作成・改善

８２０１　広報における魅力的なチラシと人の集め方

入所選考 教材の作成・改善

８２０２　【通信活用研修】指導員のための文書作成力

８２０３　【通信活用研修】訓練教材作成等に係る著作権
　　　　　　（トラブル防止のための勘所）
８２０４・８２０５・８２０６　指導員のための文書作成力

９２０４　【通信活用研修】職業訓練向けeラーニング教材開発

訓練指導 訓練指導の改善

９２０１　技術プレゼンテーション指導法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　９２０２・９２０３　職業訓練指導員のための技能指導法実践  

８２０７　エニアグラムを活用したコミュニケーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　８２０８・８２０９　コミュニケーションスキル育成講座　入門編

８２１０　指導員のための
　　　　　コンプライアンスリーダーシップと感情のコントロール

９２０５　調査のデザイン実習                                                       
調査テーマ・目的・仮設を検討するための技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
９２０６　インタビュー調査の技術
　　　　　  ～調査の企画立案から結果のまとめ方まで～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 　　　　９２０７　アンケート調査の技術
　　　　　  ～調査の企画立案から結果のまとめ方まで～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 　  　　　　９２０８　MI理論を利用した配慮の必要な訓練生への指導技法

９２０９　【通信活用研修】英語コミュニケーション能力及び
                                   プレゼンテーション能力開発指導法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　９２１０　学生等への論文作成指導法　

９２１１　授業力を向上させる話し方、伝え方

訓練効果測定の作成・改善

９２１２　ＴＷＩトレーナー（人の問題の扱い方）養成研修

訓練の過程
キャリア

）上以年８数年験経（３プッテス）年7～年４数年験経（２プッテス）年３～年１数年験経（１プッテス

指導員の共通能力の体系
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９ ＤＸ・ＧＸに対応した指導員研修

既存の指導員技能向上訓練（技能・技術実践研修を除く。）のうち、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進に
資する研修（ＤＸ対応コース）を課題別に整理しております。

デデジジタタルル化化とと新新たたなな生生活活様様式式のの課課題題へへのの対対応応 業業務務ププロロセセスス／／ビビジジネネススモモデデルルのの課課題題へへのの対対応応

（１）DX・ＧＸに対応した指導員研修（技能・技術実践研修）

⽣産性向上、業務改善、効率化等に取り組むことができる技能・技術を有する者の育成を目的とした指導員研修

⑧ ＤＸに伴う関連する技術（その他）

・ＲＰＡ

・デジタルツイン

・データマイニング

・ＡＲ／ＶＲ

・ＰＬＭ

・ブロックチェーン など

（イ）第4次産業革命の技術要素等を活用 （ロ）育成すべき技術者像を対象

① センシング

② 通信

③ ビッグデータ

④ ＡＩ

⑤ シミュレーション

⑥ ドローン

⑦ ロボット

イ DXに対応した指導員研修の考え方

① 製造業21件／建築業24件／情報通信業9件／ものづくり基盤23件
（合計77件※3）
・ロボット化・ＩｏＴ・ＡＩを組み合わせて省⼈化・⾃動化することができる。
・ＩｏＴデバイスやＡＩを活⽤した検査⽅法の効率化を提案できる。
・担当する業務に対して、ビッグデータを収集し、そのデータ利活⽤ができる。
・センサやＩｏＴデバイスを理解し、活⽤できる。 など

② デジタル技術を活⽤して⽣産性向上、業務改善、効率化等により業務に変⾰
をもたらすことができる。

グリーン成⻑戦略における成⻑が期待される分野（住宅・建築物産業・次世代電⼒マネジメント産業等）の技能・技

術を有する者の育成を目的とした指導員研修 ＝ 環境関連の研修

① カーボンリサイクル・マテリアル産業
・エコマテリアルを活⽤した設計・加⼯等による軽量化、省資源化、省エネ
ルギー化に関すること

② 住宅・建築物産業
・住宅・建築物の省エネ性能向上や⻑寿命化に対応したゼロエネルギー住宅
等に関すること

③ 次世代電⼒マネジメント産業
・エネルギーマネジメントを進めるための、ＡＩ・ＩｏＴを活⽤した電気機
器の最適制御に関すること

④ ライフスタイル関連産業
・ＺＥＨ・ＺＥＢ、地域の再⽣可能エネルギー等の組合せ、最適化するため
機器等の⾃律制御やＩＣＴによる遠隔制御に関すること

① スマートハウス

② スマートグリッド

③ ＢＥＭＳ

④ ＨＥＭＳ

⑤ ＺＥＨ

⑥ ＬＣＣＭ

⑦ ＥＶ

⑧ 省エネルギー

⑨ 環境性能評価

⑩ 温熱環境

⑪ 断熱

⑫ 住宅性能評価

⑬ パッシブ換気

⑭ サステナブル建築

⑮ 木材の地産地消

⑯ 緑化

⑰ 地域の再⽣可能エネルギー

⑱ 太陽光発電

⑲ 蓄電池

⑳ 環境対策

㉑ エコマテリアル など

（イ）環境関連の技術要素等を活用 （ロ）ものづくり産業における環境関連分野を対象

ロ GXに対応した指導員研修の考え方
※3 職業能力開発総合大学校基盤整備センター 調査研究報告書 No.177

https://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/research/detail?id=1057

（２）DXに対応した指導員研修（技能・技術実践研修を除く）

訓練計画
タブレットを活⽤した訓練指導
オンライン訓練の設計と運⽤ポイント
オンライン訓練のための動画作成と配信技術

訓練実施
【通信活⽤研修】職業訓練向けｅラーニング教材開発

訓練計画
クラウドコンピューティング基礎
クラウドコンピューティング利⽤技術

訓練管理
訓練⽣のための⽣産性向上手法による問題解決テクニック

施設運営サポート
⽣産性を上げるリーダーシップ
ＤＸ時代のＩＴ基礎と考え⽅

※1 デジタルトランスフォーメーションの略。ビジネス環境の変化に対応し競争上の優位性を確保するため、データやデジタル技術を活用して製品やサービス、ビジネスモデルを変革することをいう。

※2 グリーントランスフォーメーションの略。温室効果ガス排出削減と産業競争力の向上に向けた経済社会システム全体の変革のことをいう。

「経済財政運営と改⾰の基本⽅針２０２２」においては、「⼈への投資」をＤＸ※1及びＧＸ※2に共通する基盤への中核的な
投資とする考え⽅から「職業訓練、⽣涯教育等への投資により⼈的資本の蓄積を加速させる」とされており、「デジタル田園
都市国家構想基本⽅針」においては、デジタル推進⼈材を令和８年度までに２３０万⼈育成することとされており、厚⽣労働
省の政策目標としては、同年度までに約１３万５千⼈に対して職業訓練を実施することが⽰されています。
こうした状況を踏まえ、指導員研修においてもＤＸ・ＧＸに対応した研修を以下のとおり整理し、指導員の技能向上に資す

る訓練を実施していくこととします。

訓練の過程
キャリア

）上以年８数年験経（３プッテス）年7～年４数年験経（２プッテス）年３～年１数年験経（１プッテス

訓練管理 機器の保守管理 機器の整備計画

教材管理 資材計画の作成・改善

受講生管理（事務処理） 受講生管理（指導）

　

【セット推奨】８３０１・８３０２・８３０３・８３０４
　一般校の指導員のための精神・発達障害に配慮した支援と対応

（理解と接し方編）

【セット推奨】８３０５・８３０６・８３０７・８３０８
　一般校の指導員のための精神・発達障害に配慮した支援と対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（訓練の支援と支援体制編）
【セット推奨】８３０９・８３１０・８３１１
　一般校の指導員のための精神・発達障害に配慮した支援と対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（メンタルの支援編）
【セット推奨】８３１２・８３１３・８３１４
　一般校の指導員のための精神・発達障害に配慮した支援と対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（就職活動の支援編）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８３１５・８３１６・８３１７・８３１８・８３１９・８３２０・８３２１・８３２２ 　　　　
　　　　【通信活用研修】オンラインで学ぶ障害者の就労支援の
　　　　　　　　　　　　　　 基礎知識
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
８３２３　カウンセリングの実際（人への理解と援助のために） 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　８３２５　ストレスマネジメントとマインドフルネス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
８３２６　精神・発達障害者支援のためのSST（基礎編）

８３２７　精神・発達障害者支援のためのSST（応用編）

８３２８　精神障害者・発達障害者を対象とした訓練指導

８３２９　訓練場面での行動観察による特性把握と対応法　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　８３３０　怒りのマネジメントとストレスマネジメント

個人情報管理

施設運営 安全衛生活動 訓練環境の改善 委員会の運営

サポート
８４０１　【通信活用研修】「LGBT」等に関わる職場対応　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　８４０２　指導員のための危険感受性の養成　

８４０３　職業能力開発施設における安全衛生指導力向上研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（安全衛生の訓練技法）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　８４０６　VR危険体験システムを用いた災害発生シナリオと

リスクアセスメント

８４０４　指導員のためのロジカル・シンキングによる問題解決技法

８４０５　生産性を上げるリーダーシップ

９４０２　ファシリテーション力向上研修

委員会活動 後輩指導員の指導 後輩指導員の育成計画

９４０１　指導員リーダーのための授業評価法

地域社会との 地域貢献活動 就職先・実習先企業の開拓 在職者・事業主に対する相談

連携と相談支援
９５０１　企業や学校訪問時に役立つ論理的コミュニケーション　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　９５０２　受講者の面接指導に役立つプレゼンテーション指導法

８５０４　訓練現場のクレーム対応スキル

受講生に対する進路相談

８５０１　キャリア支援におけるティーチング・コーチング・
カウンセリングスキルの使い分け

８５０２　オンラインホワイトボードを活用したグループワーク
（基礎編）
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