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有期実習型訓練カリキュラム作成のための
モデルカリキュラム集
－職業能力形成プログラム（有期実習型訓練）のモデルカリキュラムの開発－

平成 22 年度作成業種（4 業種）
■ 旅館業
■ フィットネス産業
■ 産業廃棄物処理業
■ ウェブ・コンテンツ制作業

独立行政法人雇用・能力開発機構

職業能力開発総合大学校 能力開発研究センター

はじめに
政府は、 フリー ター 等 の職業能 力形成 機会 に 恵まれな かった 者に 対 して、キ ャリ
ア・コンサルティングと実践的な訓練によりキャリア形成を行うことにより、雇用の
安定及び能力評価制度の整備を図るための「ジョブ・カード制度」を推進していると
ころです。
ジョブ・カード制度の職業能力形成プログラムの一つである有期実習型訓練は、企
業が訓練実施計画と評価シートを用意し、ジョブ・カードを有している者を有期雇用
のもと訓練実施計画に沿って、ＯＪＴ（実習）とＯｆｆ－ＪＴ（座学、実習）を組み
合わせた訓練を実施し、更に、習得した職業能力を「評価シート」により評価 すると
いう雇用型訓練です。
厚生労働省は、有期実習型訓練の普及促進を図るため、企業が用意する評価シート
及びカリキュラムを中小企業等に広く提供することを目的として、中央職業能力開発
協会に、業種別にそのモデルを作成するための基準策定普及委員会を設置し、独立行
政法人雇用・能力開発機構

職業能力開発総合大学校能力開発研究センター（以下、

「能力開発研究センター」という）はモデルカリキュラムの開発を中心に当該委員会
に参画をしてきたところであります。
本冊子は、平成２２年度の基準策定普及委員会において作成した４業種（旅館業、
フィットネス産業、産業廃棄物処理業、ウェブ・コンテンツ制作業）のモデルカリキ
ュラムと平成２１年度に作成した資料シリーズ No.39「有期実習型訓練カリキュラム
作成のためのモデルカリキュラム集」の訓練カリキュラム を、モデルカリキュラム集
としてとりまとめたものです。
地域ジョブ・カードセンター及び独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センタ
ー等関係機関におかれましては、本冊子を有期実習型訓練の実施を考えている企業等
への相談支援ツールのひとつとして、活用いただければ幸いです。
なお、厚生労働省及び能力開発研究センター（職業能力開発ステーションサポート
システム）ホームページにも、本冊子内容と同様なものが掲載をされいていますので、
併せて活用をいただきますようお願いします。

２０１１年３月
職業能力開発総合大学校
能力開発研究センター所長
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本冊子に掲載したモデルカリキュラムのデータは、能力開発研究センターホー
ムページ「職業能力開発ステーションサポートシステム」の「カリキュラムモデ
ル検索」よりダウンロードできます。
http://www.tetras.uitec.ehdo.go.jp/CurriculumModel/
本内容は、他の報告書と同様奥書に記載します。

