様式①
内部監査員技術習得認定登録書（参加学習型）
プログラム番号

－

教育形態

研修会

プログラム名

専門学校の教育訓練・運営に係る内部質保証人材の養成講習

主催者(団体)

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団（以下「財団」）
共催：全国専門学校協会（全国専修学校各種学校総連合会課程別設
置者別部会）

協賛・後援

文部科学省「専修学校教育研修活動補助事業」（国庫補助事業）
※別紙１「教育研修活動費補助金(私立学校教員研修費等補助)
交付要綱」、令和２年度（実績）の別紙２「開催案内」、別紙３「実
施要項」を参照。

開催日程

毎年度２月（年１回）、未定。
※令和２年度（実績）は別紙３「実施要項」（日時）を参照。
１３時間（２日間）。

総時間

※令和２年度（実績）は別紙３「実施要項」（タイムテーブル）、別紙
４「タイムテーブル」を参照。

開催場所

未定（東京会場）。
※令和２年度（実績）は別紙３「実施要項」（会場）を参照。
○受講資格は、専門学校の組織の管理・運営、又は正規課程若しくは
正規課程以外の教育指導や課程等の編成について、３年以上の実

対象者

務経験を有し、当該知識を有している教職員。
※令和２年度（実績）は別紙３「実施要項」（受講要件）を参照。
○原則として財団の都道府県支部に加盟する専門学校に所属する者
（開催案内は財団から全国の支部加盟校に送付）。

定員
題目

２０名
※令和２年度の実績は別紙３「実施要項」（定員）を参照。
上記『プログラム名』と同様。
○プログラムは次の項目の流れ（講義＋個人ワーク＋グループワーク）
で進行。
①学校評価ガイドラインに沿った自己評価・学校関係者評価の進め
方、専修学校における第三者評価の取組
②自己評価報告書の作成演習（グループ演習・討議）
③専門学校の職業教育を取り巻く評価制度

プログラム（次第）

④監査技法
⑤ISO29993：2017 の要求事項
⑥監査技法と内部監査事例演習
※令和２年度（実績）は別紙３「実施要項」（タイムテーブル）、別紙
４「タイムテーブル」を参照。
○担当講師は、特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構の
事務局長、JAMOTE 認証サービス株式会社の役員。

様式①
人材育成と教育サービス協議会の学習サービス審査員評価登録センタ
ーが定める規程に基づき、 LS 内部監査員の資格要件を取得し、
内容

CLSAR に登録することができる科目・内容で編成。
※令和２年度（実績）は別紙３「実施要項」（修了条件・修了後の資
格（予定））を参照。
私立専門学校等評価研究機構の評価実績、ISO29993：2017の認証ス

プログラムの目標

キームを基本とし、両者の内容等を正確に理解して、専門学校内で教
育訓練・運営の質保証を中核的に担う評価人材を育成する。
※令和２年度（実績）の実績は別紙２「開催案内」を参照。

CPD点数

６０点
〇財団の都道府県支部の加盟校１名３５，０００円、その他の学校１名７
０，０００円（宿泊費、食事代は含まない）。
※令和２年度（実績）は別紙３「実施要項」（受講料）を参照。
○その他、事前に購入する教材として、次の２点を指定。

料金

①特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構「専修学校の
ための学校評価ハンドブック」（税別 7,000 円）
②一般財団法人日本規格協会「邦訳冊子 ISO29993：2017（公式教育
外の学習サービス－サービス要求事項）」（税別 12，520 円）
※令和２年度（実績）は別紙３「実施要項」（教材）を参照。
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団

備考(問い合わせ先)

事務局 総務課
ＴＥＬ：０３（３２３０）４８１４

ＦＡＸ：０３（３２３０）２６８８

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団の研修研究事業を紹介す
詳細URL

るページのＵＲＬは以下のとおり。
https://www.sgec.or.jp/index_new.cgi

別紙１（2021.04.19）

教育研修活動費補助金（私立学校教員研修費等補助）交付要綱
昭和５９年

（

通

第１条

則

１月３１日

文部大臣裁定

昭和５９年１２月２４日

一 部 改 正

昭和６０年

７月

８日

一 部 改 正

昭和６１年

４月

５日

一 部 改 正

昭和６２年

５月２１日

一 部 改 正

平成

２年

２月

５日

一 部 改 正

平成

３年

８月２３日

一 部 改 正

平成

９年

４月

１日

一 部 改 正

平成１０年

４月

８日

一 部 改 正

平成１３年

１月

６日

一 部 改 正

平成２４年 ４月 １日
令和 ２年１２月２５日

一 部 改 正
一 部 改 正

）

教育研修活動費補助金（私立学校教員研修費等補助）（以下「補助金」という。）の

交付については，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９
号。以下「適正化法」という。）及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」
という。）に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
（交付の目的）
第２条

この補助金は，一般財団法人日本私学教育研究所及び一般財団法人職業教育・キャリア

教育財団（以下「補助事業者」という。）が行う別表に掲げる事業（以下「補助事業」とい
う。）に要する経費の一部を補助することにより，もって我が国の私立学校の中等教育及び専
修学校教育の振興に資することを目的とする。
（交付の対象及び補助金の額）
第３条

文部科学大臣は，補助事業者が補助事業を行うに要する経費のうち，補助金交付の対象

として別表に掲げる文部科学大臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について，
予算の範囲内で補助金を交付する。
２

補助金の額は，補助対象経費のÑ以内の定額とする。

（申請手続）
第４条

補助事業者は，補助金の交付を受けようとするときは，別紙様式１による補助金交付

申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
（交付決定の通知）
第５条

文部科学大臣は，前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは，審査の上，

交付決定を行い，別紙様式２による補助金交付決定書を補助事業者に送付するものとする。
（申請の取下げ）
第６条

補助事業者は，補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服がある

ことにより，補助金の交付の申請を取り下げようとするときは，交付決定の通知を受けた日
から１５日以内にその旨を記載した書面を文部科学大臣に提出しなければならない。

（補助事業の遂行）
第７条

補助事業者は，補助事業を遂行するため，契約締結及び支払いを行う場合には，国の

契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い，公正かつ最小の費用で効果をあげうるよう経費の
効率的使用に努めなければならない。
（計画変更の承認）
第８条

補助事業者は，補助対象経費の区分ごとに配分された額又は補助事業の内容を変更しよ

うとするときは，あらかじめ別紙様式３による計画変更承認申請書を文部科学大臣に提出し，
その承認を受けなければならない。ただし，別表に掲げる軽微な変更については，この限りで
ない。
２

文部科学大臣は，前項の承認をするときには，必要に応じ交付決定の内容を変更し，又は条
件を付することがある。

（補助事業の中止又は廃止）
第９条

補助事業者は，補助事業を中止し又は廃止しようとするときは，その旨を記載した補助

事業中止（廃止）承認申請書を文部科学大臣に提出し，その承認を受けなければならない。
（事業遅延の届出）
第10条

補助事業者は，補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき

又は補助事業の遂行が困難となったときは，速やかにその旨を記載した遅延報告書を文部科学
大臣に提出し，その指示を受けなければならない。
（状況報告）
第11条

補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について文部科学大臣の要求があったとき

は，速やかに別紙様式４による状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
（実績報告）
第12条

補助事業者は，補助事業が完了した日（補助事業の廃止を受けた日を含む。）から３０

日以内又は翌年度の４月１０日のいずれか早い期限までに，別紙様式５による実績報告書を
文部科学大臣に提出しなければならない。
（補助金の額の確定等）
第13条

文部科学大臣は，前条の報告を受けた場合には，実績報告書等の審査及び必要に応じて

現地調査等を行い，その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第８条
第１項に基づく承認をした場合は，その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認
めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，補助事業者に通知するものとする。
２

文部科学大臣は，補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において，既にその額
を超える補助金が交付されているときは，期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ず
る。

（交付決定の取消し等）
第14条

文部科学大臣は，次の各号に掲げる場合には，第５条の交付決定の全部若しくは一部を

取消し又は変更することができる。
(1)

補助事業者が，適正化法，施行令，若しくはこの要綱又はこれらに基づく文部科学大臣の

処分若しくは指示に違反した場合。
(2)

補助事業者が，補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。

(3)

補助事業者が，補助事業に関して不正，怠慢，その他不適当な行為をした場合。

(4)

交付決定後に生じた事情の変更により，補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくな
った場合。

２

文部科学大臣は，前項の取消しをした場合において，既に当該取消しに係る部分に対する補
助金が交付されているときは，期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

（財産の管理等）
第15条

補助事業者は，補助事業により取得し又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」と

いう。）については，補助事業が完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理する
とともに，補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
２

取得財産等を処分することにより収入があり，又はあると見込まれるときは，その収入の
全部又は一部を国に納付させることがある。

（財産処分の制限）
第16条

施行令第13条第４号及び第５号の規定により，文部科学大臣が定める財産は、取得財産

等のうち，取得価格が１個又は１組５０万円以上の財産及び効用の増加価格が５０万円以上の
財産とする。
２

施行令第14条第１項第２号に定める財産の処分を制限する期間は，補助金交付の目的及び
減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）を勘案して文部科学大臣
が別に定める期間とする。

３

補助事業者は，前項の規定により定められた期間内において，処分を制限された取得財産等
を処分しようとするときは，あらかじめ文部科学大臣の承認受けなければならない。

４

前条第２項の規定は，前項の承認をする場合において準用する。

（補助金の経理）
第17条

補助事業者は，補助金の収支に関する帳簿及び証拠書類等を，補助事業の完了の日又は

廃止した日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。

附

則

１

この要綱は，昭和58年度の補助金から適用する。

２

教員研修事業費等補助金（私立学校教員研修費等補助）交付要綱（昭和53年12月 4日
大臣裁定）は廃止する。

文部

別紙２（2021.04.19）
職 キ 財 発 第 ９ ６ 号
令和２年１２月１８日
専門学校

理事長・学校長

殿
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「専門学校の教育訓練・運営に係る内部質保証人材の養成講習」開催のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素から本財団の事業に格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご存知のとおり、専修学校は平成 19 年より自己評価（結果公表を含む）が義務化、学校
関係者評価（同）が努力義務化されるとともに、平成 25 年に制度化した「職業実践専門課程」で
は、企業等との連携による学校関係者評価の実施及び結果の公表を認定要件としています。
文部科学省は、平成 24 年に上述の学校評価の参考・目安として「専修学校における学校評価ガ
イドライン」を公表、翌年度には同ガイドラインを踏まえた学校評価の研修モデル構築を「特定
非営利活動法人 私立専門学校等評価研究機構」に委託し、事業成果である研修モデルを公開、さ
らに委託事業として「学校評価を活かした専修学校の質保証・向上に向けて～専修学校における
学校評価実践の手引き～」を開発・公表しています。他方、生涯学習・社会教育分野での評価・
情報公開等の仕組みを構築・普及するために「民間教育事業者における評価・情報公開等に係る
ガイドライン（検討のまとめ）」も公表しています。しかしながら、自己評価の実施及び結果の
公表を行う専修学校は全専修学校の 60.7％にとどまっており、社会的な説明責任が十分になされ
ていない状況にあります。
他方、学校評価以外の質保証等の枠組みとして、国際標準化機構（略称 ISO：International
Organization for Standardization）の国際規格 ISO29990（非公式教育・訓練のための学習サー
ビス－サービス事業者向け基本的要求事項）が平成 22 年に発行され、同規格の日本の国内審議団
体「一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会（略称：JAMOTE）」は、ISO29990 の国内認証
スキームを策定、既に認証審査を行っています。また、厚生労働省は、平成 23 年、ISO29990 の
発行を受けて「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」を策定・公表すると
ともに、社会人の学び直しの施策として平成 26 年 8 月から指定を始めた「専門実践教育訓練（拡
充された教育訓練給付制度）」の指定基準の１つに上述の「職業実践専門課程」を定め、制度の
要となる個々の教育訓練全般について質保証の徹底を求めています。
先般、ISO29993:2017（公式教育外の学習サービス-サービス要求事項）及び ISO21001：2018（教
育機関のマネジメントシステム-要求事項及び使用の手引き）が発行されたことを受け、ISO29990
は廃止される予定です。
そのため、例年どおり、上述の「私立専門学校等評価研究機構」の評価基準及び研究開発の成
果、また、国際規格「ISO29990」の後継規格「ISO29993」の要求事項をもとに、学内で教育訓練・
運営の質保証を中核的に担う評価人材を育成するため、表題の講習を実施いたします。
つきましては、実施要項をご確認の上、是非、ご参加くださいますよう、お願い申し上げます。
敬具

別紙３（2021.04.19）
令和２年度「専門学校の教育訓練・運営に係る内部質保証人材の養成講習」実施要項
【主催】
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団（TCE 財団）、
全国専門学校協会
【日時】

令和３年２月４日（木）～５日（金） 時間帯はタイムテーブルを参照。

【会場】

主婦会館プラザエフ 東京都千代田区六番町１５
℡０３(３２６５)８１１１

【受講要件】

専門学校の組織管理・運営、又は正規課程若しくは正規課程以外の教育指導や
課程等の編成で、３年以上の実務経験を有し、当該知識を有している教職員。

【定員】

２０名（定員となり次第、財団ホームページ上で締め切りをお知らせします。）

【申込方法】 受講申込書に必要事項をご記入の上、下記へファクシミリでお申込みください。
⇒Fax：０３（３２３０）２６８８
職業教育・キャリア教育財団 事務局 総務課 宛
【申込期日】

令和３年１月２２日（金）

【受講料】 ◆TCE 財団の都道府県支部の会員校…１名：３５，０００円
◆上記以外
…１名：７０，０００円
※ 上記の受講料には宿泊費、食事代は含みません。
※ 必ず TCE 財団の都道府県支部の会員校であるか否かをご確認の上、お申込み後に所定
の受講料を受講日前日までに着金するように下記口座にお振り込みください。
※ 受講料の返金は致しかねます。当初のお申込みの方が受講できない場合は、受講要件
を満たす別の方のお名前で、再度「受講申込書」をご送付ください。
※ 講習当日の現金の受け渡しはご容赦ください。
みずほ銀行 九段支店（普通）２３８６９０４ 一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団
（振込手数料は貴校にてご負担ください）
【教材】 受講に当たり、必ず次の２つの教材をご購入の上、講習当日ご持参ください。
①「専修学校のための学校評価ハンドブック」（税別 7,000 円）
＜お問合せ・お申込先＞
特定非営利活動法人 私立専門学校等評価研究機構
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-58-1

事務局

石山ビル 6 階

TEL：03-3373-2914／FAX：03-3378-9625
URL：http://www.hyouka.or.jp（Web 上で申込みできます）
②「邦訳冊子 ISO29993：2017（公式教育外の学習サービス－サービス要求事項）」
（税別 12,520 円）
＜お問合せ・お申込先＞
一般財団法人 日本規格協会

事務局

〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル
お問合せ：https://webdesk.jsa.or.jp/inquiry/W38M0020/index?ck=0003
URL：https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0070/index（Web 上で申込みできます）
【修了条件】○２日間の全課程を受講すること。
○本講習の課題演習を行い、又は科目によって行う理解度チェック（簡単な確
認テスト）を受けること。

【修了後の資格（予定）】
本講習の修了者には「一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団」の修了証を発行しま
す。また、修了者は以下の資格を有する予定です。
○「一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会」の学習サービス審査員評価登録セン
ター（CLSAR：Center for Learning Services Auditor Registration）が定める規程に
基づき、LS（Learning Services：学習サービス）内部監査員の資格要件を取得し、
CLSAR に登録すること。CLSAR についての詳細は http://www.clsar.jp/をご参照くだ
さい。

「専門学校の教育訓練・運営に係る内部質保証人材の養成講習」タイムテーブル
日程

予定時間
9:00～
9:30～ 9:35

２
月
４
日
(木)

9:35～11:35
途中適宜休憩

受

容・講

師（敬称略）予定

付

養成講習に係る事前説明
職業教育・キャリア教育財団 事務局
学校評価ガイドラインに沿った自己評価・学校関係者評価の
進め方
専修学校における第三者評価の取組
私立専門学校等評価研究機構 事務局長 真崎 裕子

11:35～12:25

＜昼食＞ ※各自お取りください。

12:25～15:25
途中適宜休憩

9:30～12:30
途中適宜休憩

自己評価 報告書の作成演習（グループ演習・討議）
私立専門学校等評価研究機構 事務局長 真崎 裕子
専門学校の職業教育を取り巻く評価制度
JAMOTE 認証サービス株式会社 代表 八木 信幸
監査技法
JAMOTE 認証サービス株式会社 代表 八木 信幸
ISO29993：2017 の要求事項①
JAMOTE 認証サービス株式会社 代表 八木 信幸

12:30～13:20

＜昼食＞ ※各自お取りください。

15:35～16:35
16:45～17:45

２
月
５
日
(金)

内

13:20～14:20
14:30～16:30
途中適宜休憩

ISO29993：2017 の要求事項②
JAMOTE 認証サービス株式会社 代表 八木 信幸
監査技法と内部監査事例演習
－内部監査の技術・知識の概要並びに ISO29993：2017 の要求
事項に基づく模擬演習－
JAMOTE 認証サービス株式会社 代表 八木 信幸

※なお、JAMOTE 認証サービス株式会社では、「ISO29993 内部監査員養成セミナー」を
実施する予定です。詳しくは URL: http://www.jamotec.co.jp/をご参照ください。
【感染症対策】
・大きな会場（約２３０㎡の会場を予定）を使用し同定員にて開催いたします。
・研修当日までの２週間以内の渡航歴がある場合や発熱や咳などの体調不良が生じた場合
は、ご参加をご遠慮いただきます。
・受講者の方々にもマスク着用をお願いし、入室時には検温を行います。
・新型コロナウィルス感染症の影響等で研修会を中止する場合には、中止の決定を１週間
前に主催者側より通知し、全額をご返金いたします。

令和

年

月

日

専門学校の教育訓練・運営に係る内部質保証人材の養成講習 受講申込書
＜申込期日：令和３年１月２２日（金）＞
都道府県名
学 校

名

受講者氏名
実務経験年数（次のいずれか又は両方の年月をご記入ください。）
・専門学校での組織の管理・運営の実務経験年数

：

年

月

・専門学校での教育指導や課程等の編成の実務経験年数：

年

月

e-mail

＠

学校電話番号
受 講

料

―

―

［
］１名３５，０００円 … TCE 財団の都道府県支部の会員校
［
］１名７０，０００円 … 上記以外
※↑どちらか該当されるほうに○印をご記入ください（お分かりならない
際は、必ず都道府県支部に会員校であるか否かを確認してください）。
※受講料はお申込みの学校名にてお振込みください。法人名にてお振込み
の場合は下記に法人名をご記入ください。
（学校法人名：

振込予定日 令和
取扱い銀行

年

）
月

日

銀行

本・支店より
（振込手数料は貴校にてご負担ください）

＊ご提供いただいた個人情報は、研修開催前後の事務連絡に利用させていただき、第三者への提供はいたしません。
＊講師・受講者・事務局に配布する「受講者名簿」には、都道府県名、貴校名、お名前のみ掲載させていただきます
ので、ご了承ください。
＊ＦＡＸでお送りいただく際は、送付状は不要です。本紙のみお送りください。

【お申込先（電子メールでのお申込は受け付けておりません）】
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 事務局
ＦＡＸ：０３（３２３０）２６８８

別紙４（2021.04.19）
「専門学校の教育訓練・運営に係る内部質保証人材の養成講習」タイムテーブル

日程

２
月
４
日
(木)

予定時間

師（敬称略）予定

9:00～

受

9:30～ 9:35

養成講習に係る事前説明
職業教育・キャリア教育財団 事務局

付

9:35～11:35
途中適宜休憩

学校評価ガイドラインに沿った自己評価・学校関係者評価の
進め方
専修学校における第三者評価の取組
私立専門学校等評価研究機構 事務局長 真崎 裕子

11:35～12:25

＜昼食＞ ※各自お取りください。

12:25～15:25
途中適宜休憩

自己評価 報告書の作成演習（グループ演習・討議）
私立専門学校等評価研究機構 事務局長 真崎 裕子

15:35～16:35

専門学校の職業教育を取り巻く評価制度
JAMOTE 認証サービス株式会社 代表

16:45～17:45

２
月
５
日
(金)

内 容・講

八木 信幸

監査技法
JAMOTE 認証サービス株式会社 代表

八木 信幸

9:30～12:30
途中適宜休憩

ISO29993：2017 の要求事項①
JAMOTE 認証サービス株式会社 代表

八木 信幸

12:30～13:20

＜昼食＞ ※各自お取りください。

13:20～14:20

ISO29993：2017 の要求事項②
JAMOTE 認証サービス株式会社 代表

14:30～16:30
途中適宜休憩

監査技法と内部監査事例演習
－内部監査の技術・知識の概要並びに ISO29993：2017 の要求
事項に基づく模擬演習－
JAMOTE 認証サービス株式会社 代表 八木 信幸

八木 信幸

