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平成３０年度第３回北海道労働審議会職業能力開発部会 会議録   

 
               日時 平成３０年８月２４日（金）15:00～17:20 

                     場所 経済部会議室 
 

 

１ 開 会 

 

○酒井主幹 

それでは、ただ今から、平成３０年度 第３回北海道労働審議会職業能力開発部会を開催い

たします。本日の進行役の人材育成課 酒井と申します。よろしくお願いいたします。それでは、

座って進めさせていただきます。 

はじめに、本日の部会には、委員・特別委員、合わせて１１名のご出席をいただいており、

構成員１２名の過半数となっておりますことから、北海道労働審議会条例施行規則第８条によ

り、本会が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

なお、当部会は、道が定める「附属機関等の設置又は開催及び運営に関する基準」に従い、

公開とさせていただきます。議事録につきましても、 道のホームページ等で公開することとな

っておりますので、あらかじめご承知願います。 

では、開会にあたりまして、北海道経済部労働政策局長の堀より､ご挨拶を申し上げます。 

 

２ 挨 拶 

 

○堀労働政策局長 

  本日はお忙しいところ第３回職業能力開発部会にお集まりいただきまして、ありがとうござ

います。本日は、第１回・第２回に引き続きまして、「今後の高等技術専門学院の運営方針（仮

称）」に関し、提言に関する事項の審議、さらには施設外訓練と訓練体制についてのご議論を

いただきたいと考えております。委員及び特別委員の皆様には引き続き、活発なご議論をお願

いしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

○酒井主幹 

  続きまして、前回ご欠席されましたが、今回ご出席いただいております使用者代表の特別委

員であります、株式会社ダイナックス執行役員管理本部長の川合様をご紹介させていただきま

す。 

 

○川合特別委員 

  初めまして、川合でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○酒井主幹 

  なお、北海学園大学経営学部教授の増地様は、本日は都合により欠席でございます。 

 

３ 議題 

 

○酒井主幹 

これより議事に入らせていただきます。これからの議事進行は、開本部会長にお願いいたし

ます。 

 

（第１回及び第２回部会での質問についての回答） 

○開本部会長 

  では、本日の議題でありますが、第１回、第２回に引き続きまして、北海道労働審議会より

当部会に付託されております、「『今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）』の策定につ

いて」です。 

  本日は、前回の部会で継続審議とされた「専門学校等との科目の重複」と「入校促進」のほ
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か、第１回の部会でご発言のあった「授業料の水準」、さらに、「施設外訓練」と「訓練体制」

を審議しますが、議事に入る前に、これまでの部会で、委員の皆様からいただいたご質問のう

ち、事務局でお答えしていなかった事項について、事務局から説明いたします。よろしくお願

いします。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  事務局を務めております北海道庁人材育成課職業訓練担当課長の内藤です。私の方から、ご

説明をさせていただきます。座って説明させていただきます。第３回部会の審議に先立ちまし

て、７月１８日に開催いたしました第１回部会と前回の７月３０日に開催いたしました第２回

部会におきまして、委員の皆様からいただきましたご質問などのうち、その場でお答えしてい

なかった事項につきまして、あらためて事実関係の確認等を行い、道の考え方を整理しました

ので、ご説明をさせていただきます。なお、第１回と第２回の会議録につきましては、各委員

の皆様に確認をいただいたところでありますが、会議録の要旨をまとめた意見要旨とあわせま

して、参考資料として机上に配布しております。 

  それでは、資料の１をご覧いただきたいと思います。まず、第１回部会において、田中特別

委員より「入校状況の推移を見ると、訓練科目によって、応募者が大きく増減したものがある。

その理由が分かれば、入校者の促進に繋げられるのではないか。」とのご質問をいただきまし

た。その右側の欄に道の考え方を記載しておりますが、該当する技専に聞き取り調査を行いま

したところ、応募者の増減につながった決め手となる要因は明確ではありませんでしたが、応

募者が大幅に増加した札幌技専の建築設備科については、複数の資格取得が可能であることを

見学会や募集時に強くアナウンスした成果、また、釧路技専の自動車整備科については、２年

間の訓練で「２級自動車整備士」の実技試験が免除され、資格取得が容易になることを周知し

た成果と考えられ、一方、応募者が減少した訓練科につきましては、人手不足を背景に企業か

らの求人が多く、未経験者への採用姿勢が強まった影響と考えられるとのことでありました。 

 このように、各訓練科の特徴や強みを打ち出すことは、入校促進に向けての重要なポイントと

して考えられますので、今後の技専の入校募集や情報発信等での内容や手法等に反映させてま

いりたいと考えております。 

  なお、各技専におきましても既に、就職率の良さや取得できる資格といった技専の特徴や強

み、魅力などをアピールするＰＲ資料を作成し、高校などへの訪問や施設見学会などで配布し

ておりますので、その一部を参考資料として机上に配付させていただいております。帯広技専、

函館技専、それから室蘭技専、最後に釧路技専のライセンスマップといった、それぞれ強みや

魅力、また、こういった資格が取得できる、入ってきた訓練生の満足度とか就職定着率といっ

たものをＰＲする資料を作成をし、情報発信やＰＲに役立てているということでございます。 

  続きまして、資料１に戻っていただきまして、同じく第１回部会におきまして、藤川特別委

員より、「道央ブロックで、建設系が室蘭・苫小牧からなくなった。少しでも何とかする方法

はないのか議論したい。」、また、「技能検定の検定官ができる人を、各地区に専門ごとに配

置できればと考えている。技専が中心となって、指導者や教育者が相互交流できるようになれ

ばよい。」とのご意見をいただいたところであります。このご意見に対する道の考え方でござ

いますが、まず、１点目につきましては、室蘭技専の「配管科」「塗装科」と苫小牧技専の「エ

クステリア技術科」は、平成２５年度末に廃止し、以降は民間による委託訓練や技専での在職

者訓練によりフォローすることとしていますが、室蘭技専の方では実際の応募がありませんこ

とや委託先での受入体制が整わないこと、また、苫小牧技専では業界から特段の要望がないこ

とから、いずれも現在は実施していないところでございます。ただ、室蘭技専と苫小牧技専は、

平成２９年度より２年制の新体制がスタートしたばかりでございまして、当面は現行体制を継

続することといたしますが、今後、修了生の就職状況や企業の評価等を検証していくとともに、

地域の関係者の方々とも相談し、先程申しました委託訓練や在職者訓練の活用を含めまして、

対応を検討してまいりたいというふうに考えております。 

  また、２点目の技能検定委員の確保につきましては、技能検定の委託先である北海道職業能

力開発協会を通じまして、技能検定の実施に協力いただいている事業主団体等に対し協力要請

を実施しているところでございまして、今後とも業界のご理解とご協力を求めてまいりたいと

考えております。 

  続きまして、２ページ目をご覧いただきたいと思います。第２回部会でいただいたご質問な



 - 3 - 

どでございます。まず、門馬特別委員より、「技専の入校定員について、１７とか１８といっ

た細かな見直しという方法もあるのではないか。」とのご質問をいただきました。道におきま

しては、入校定員を１学年１０名・１５名・２０名、２学年の総定員では２０名・３０名・４

０名のいずれかに設定し、総定員１０名につき１人の職業訓練指導員の配置を基本として、訓

練指導体制を整備しているところでございます。この考え方は、国の「職業訓練運用要領」で

定めております、総定員３０名に対して職業訓練指導員３名の配置を標準とすることに準じた

ものでございます。入校定員を細かく設定することは可能ではありますが、指導員の適正な配

置、それによる訓練の質の維持を図るために、道としては、引き続き現在の考え方により行っ

てまいりたいと考えております。 

また、田中特別委員より、「応募倍率のことだけを考えれば、定員を少なくして、定員以上

に入れていく方法もあるのではないか。」とのご質問をいただいたところでございますが、道

におきましては、職業訓練指導員の配置や実習経費などの予算措置は、入校定員を基に行って

おりまして、入校定員を超えて入校させた場合には、訓練生に対して充分な訓練が実施できな

い懸念もありますことから、入校定員を超える訓練生の受入は行っていないところでございま

す。なお、５技専にあります自動車整備科については、国土交通省の「自動車整備士一種養成

施設」の指定、また４技専にございます電気工学科又は電気工事科につきましては経済産業省

の「第二種電気工事士養成施設」の指定を、 それぞれ入校定員に応じた基準に適合しているも

のとして受けておりますことから、これらの科目は、入校定員を超えた訓練生の入校は認めら

れていないところでございます。 

  最後に、外国人材に関しまして、李特別委員より、「技専は、ものづくりを担う人材育成の

機関であり、人口減少や少子化の中で、留学生や外国人にもっと門戸を開くような、抜本的な

対策を講じるべき。」、また、藤川特別委員からも「海外からの研修生・実習生については、

地元の業界も関心を持っており、技専の関わりも考えてもらえればと思う。」というご意見を

いただいております。こちらにつきましては、資料１の３ページ目以降にも参考資料をお付け

してございますが、全体としてお答えいたしますと、技専におきましては、日本での就労活動

に制限がない在留資格を有する外国人の方については、求職者ということで就職を探している

ことから、訓練生として入校でき、日本人と同様に職業訓練を行った実績がございます。また、

職業能力開発促進法におきまして、留学又は研修の在留資格を有する外国人について、技専の

業務に支障のない範囲内で、職業訓練に準ずる訓練を実施することができるとされており、こ

れまでも国際協力機構（ＪＩＣＡ）等からの要請に基づき、技専において、研修生として入校

受入を行った実績がございます。今後、技専での外国人留学生あるいは研修生の受入につきま

しては、現在、国におきまして、人手不足の深刻化を背景に、外国人材の受入拡大を図るため

の新たな在留資格の創設などに向けた検討を進めておりまして、こうした国の動向を見据えな

がら、検討してまいりたいと考えております。 

  なお、技能実習制度においては、技能実習生に対し、実習実施者又は監理団体が原則２ヶ月

間の座学講習を行った上で、雇用関係を結び、実習を行うこととなっておりますことから、技

専での職業訓練を別途行うことは想定されておりません。３ページは、技専への外国人の入校

について、訓練生としての入校と研修生としての入校に分けて、職業能力開発促進法での規定、

道としての取扱、実績などを資料としてまとめてございます。この裏４ページ目でございます

が、こちらは、現在の出入国管理法に定める在留資格の一覧です。技専に訓練生として入校で

きる、日本での就労活動に制限がない在留資格を有する外国人とは、下の方にある「Ｂ身分又

は地位に基づく在留資格」を有する外国人と、入国管理特例法に基づく「特別永住者」である

外国人が該当するところであります。５ページ目と６ページ目に昨年１１月１日に施行された

技能実習法に基づく現在の「技能実習制度」の仕組みと、６ページは技能実習の対象職種の表

がございます。事務局からの説明は、以上です。 

  

○開本部会長 

  ありがとうございます。ただいまの説明に対してご質問・ご意見あればお願いします。 
 
○布川特別委員 
  質問なんですがよろしいでしょうか。２ページのところで、今ご説明いただきました、上か
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ら５行目で、技専の業務に支障のない範囲内で、職業訓練に準ずる訓練を実施することができ
るとされており、ＪＩＣＡからの要請で、と書いてありますけれども、これはＪＩＣＡ等から
の要請があった場合に、オーダーメイドに近い形で受け入れることがあるという意味でよろし
いでしょうか。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  業務に支障のない範囲でといいますのは、資料１の３ページ目の方に研修生としての入校と
いうことで、職業能力開発促進法の９２条にある業務の遂行に支障のない範囲内で職業訓練に
準ずる訓練を行うことができるということです。 
それで、実際に技専で外国人研修生をＪＩＣＡからの派遣要請を受けまして、半年から１年

くらいで、経費につきましてはＪＩＣＡさんの方で持っていただいて、基本的に既存の訓練の
中に入ってやっていただくという、そういったことを行ってきた実績があるということです。 

 
○李特別委員 

関連して質問なのですけれども、今のＪＩＣＡの受入というのは昭和５５年から平成１１年
まで、合計８か国１７名ということになっているのですけれども、その後は問い合わせとかは
なかったのですか。 

 
○内藤職業訓練担当課長 

これにつきましては、こちらもこれまでの経緯と、過去の実績とを調べましたが、平成１１
年度まではここに書きました８か国１７名の受入を行った実績がございますが、平成１２年度
以降については研修生として受入の要請自体の実績がなかったとのことです。 

 
○李特別委員 

ＪＩＣＡの方からそういった送り込みをストップしてしまったということですね。 
 

○内藤職業訓練担当課長 
一方で、ＪＩＣＡさんの方で各国から研修生を受け入れて研修を行うというケースもござい

まして、実際各国から研修生を受け入れて行う課題別研修のコースの視察先として、技専にお
いてこういった職業訓練を行っているということを視察していただく、そういった人材育成の
取組を見ていただくということは、それ以降も実施しているところでございます。 

 
○李特別委員 

その原因といいますか、なぜその受入が来ないのか、かなり積極的に数か国から十数名単位
で受け入れたものを、全くその後は視察のみでやられるということになった原因とか、要因と
いうのは何かあるのでしょうか。 

 
○内藤職業訓練担当課長 

その辺りも、当時の資料とその後のものも調べたのですけれども、特段大きな経緯があって
ということでなく、その後実際にはそういった要請とかが来ていないので受けていないという
ことです。 

 
○李特別委員 

あと一点確認したいのですけど、その上の、訓練生としての入校のところの、おそらく確認
の資料なのですが、これもたぶん平成１９年の確認事項ということになっているのですけれど
も、その後どうなっているのかとかはお調べになっているのでしょうか。と申しますのは、や
っぱり平成１９年以降、ここ１０年間ですごく受入に関する入管とか、出入国管理の体制も含
めて変化があったように記憶しているのですけれど。 

 
○内藤職業訓練担当課長 

この訓練生として受け入れるところについては、平成１９年当時に訓練生として受け入れる
のは就労の制限がない資格を有する方は可能だということで確認して、実際に１９年以降、現
在も含めてですね、就労活動に制限のない永住者の方や定住者については受け入れているとこ
ろです。 
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○李特別委員 
現時点において何かお調べになっていただけるというのは何かできないのでしょうか。と申

しますのは、やはり厚労省の考え方もかなり変わってきているし、出入国自体のこの１０年の
流れも非常に外国人の労働環境に関してオープンになっているというように記憶しているの
で、今の時点で厚労省の考え方をもう一回確認してほしい、というのが一つかなと思いますし、
あと、前の資料に戻るのですけれども、今段階で法律が決まっていない中で受け入れることは
非常に難しい、という姿勢はよく理解できるのですけれども、ただ、ある意味違う解釈をする
と、道の姿勢としては何もやらない、というようにも見えてしまうのですね。なので、法律改
正を前に、こちらから何か積極的に要望するとか、さっきのＪＩＣＡの話じゃないけれど、Ｊ
ＩＣＡが送らないと何も受動的に受入もできない、じゃなくて、ＪＩＣＡに積極的になぜ送ら
ないのかとか、その原因を調べてこういう体制だったら受け入れてもらいたいとか、そういう
何か、逆に言うとＪＩＣＡの方にもそういう打診をするとか、というのが正しい姿勢なのかな
というようにも思いましたので、できればこういうふうに書くのではなくて、技専として外国
人の受入については国の外国人人材受入などを見据えながら検討してまいります、では何もし
ないよ、とちょっと私には思えてしまうので、そうではなくて、国に法律改正を含めて何か受
入対策を講じるように積極的に働きかけますという、そういうような道の強い姿勢を、できれ
ばせっかくここまで議論がある中で、たぶん大きな方向としては外国人の労働力を利用しない
限り、日本の少子化というのは止まらないし、どうしても日本のものづくり産業をある意味日
本人だけで支えていくっていうのはこれだけグローバル化する中で非常に難しい現状もあると
思いますので、そこら辺を道が率先してリーダーシップを取って全国のモデルケースになるよ
うな、そういった方針を打ち出してほしいというのが私の意見です。 

 
○開本部会長 
  はい、ありがとうございます。 
 
○藤川特別委員 

李先生の話、私も質問というかお話させていただきたいんですが、道庁さんだけ一人で頑張
れっていうんじゃなくて、業界、業界団体もそれぞれ独自でずっと外国人労働者の受入の話を
陳情していますので、全国組織も、道の組織も含めていろんな就労、業界団体ありますから、
そういう方達と連携しながら道も積極的にやっていくという表現方法を使ってもらえれば、何
かの形でそういうものを検討するなり、行動を起こすなり、という表現を道として示していた
だければ、業界それぞれの職種、製造業も含めて、建設業団体も含めて、ちょっと積極的に取
りまとめて先に出てほしいなという希望はあります。ご検討いただければと思います。 

 
○開本部会長 
  はい、ありがとうございます。今の部分、ご意見が多かったのですが、現時点の厚労省の考
え方というものは調べられますか。あれ以降変わっていないということになるんでしょうか
ね。 

 
○内藤職業訓練担当課長 

国全体として外国人の受入をどうしていくのかというのを議論している中での話だと思い
ますので、今お話がありましたように、直近の状況、特にその中で職業訓練機関として何がで
きるのかといったところについて、国の考えを聞くなり、また道として、その中で何ができる
かといったことを考えていくなりしていきたいということでよろしいでしょうか。 

 

（専門学校等との科目の重複） 

○開本部会長 
はい、承知いたしました。その他ご意見・ご質問ございますか。 
はい、それでは先に進みまして、最初の議題であるこれまでの審議会提言の確認と今後の考

え方についての審査に入りたいと思います。 

  第２回部会において、「専門学校等との科目の重複」については、技専の科目を廃止したこ

とにより、民間の専門学校の入学者数にどのような影響があったのかをデータとして示してい

ただき、今後の考え方を再度協議することといたしました。まず、この点について、事務局か

らご説明願います。 
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○内藤職業訓練担当課長 

  平成２５年６月の提言にありました「専門学校等との科目の重複」につきましては、前回の

第２回部会において、提言の確認と今後の考え方について、ご議論をいただきました。 

  その中で、齊藤特別委員より、「専門学校との重複により、技専の訓練科目を廃止したが、

その後、専門学校の入学者数にどのような影響があったのかをデータとして示し、検証するこ

とが必要である。また、今後の考え方として、民間にできることは民間に という表現は削除

すべき」とのご意見をいただき、一方、布川特別委員からは、「厚労省からの文書があり、民

間ができることは民間にという表現は残すべき」とのご意見をいただきました。また、山田委

員と田中特別委員からは、修正のご意見もいただいております。これらのご意見を踏まえ、デ

ータ及び資料を追加し、今後の考え方の修正案を作成しましたので、ご説明します。 

  資料２－１をご覧いただきたいと思います。１ページの中程に「国（厚生労働省）からの通

知（概要）」を記載しております。前回の部会でもご紹介いたしましたが、平成１０年３月３

１日付けで、当時の労働省職業能力開発局管理課長及び能力開発課長より、都道府県職業能力

開発主管部長あてに、「公共職業能力開発施設と専修学校等との調整等について」という通知

文が出されております。３ページに、その通知文を添付しております。この中で、下線を引い

ておりますが、「公共職業能力開発施設における職業訓練の実施に当たっては、官民の役割分

担に配慮して民間の教育訓練施設との競合を避けることが重要であり、今後とも、公共職業能

力開発施設における職業訓練と学校教育とが、重複・連携等に十分配慮して行われ、両々（り

ょうりょう）あいまって我が国経済発展の基盤をなす人材の育成を図っていくことが必要」と

されております。 

  その上で、都道府県における職業能力開発行政の推進に当たりまして、地域の実情に応じて

留意するようお願いする事項として、まず都道府県立の公共職業能力開発施設を整備する場合

には、地元で専修学校等関係者も含めた協議の場等を設け、地域の状況を踏まえつつ、調整を

図ること、４ページに移りまして、２点目の広報活動について、公共職業能力開発施設のパン

フレット等において 新規学校卒業者のみを対象としているかのような誤解を招く表現や勧誘

等を行わないこと。３点目の職業能力開発施設の名称等について、今後設置する施設について

は、職業能力開発促進法上の施設であることが明らかとなるような名称を用い、学校教育法と

まぎらわしい名称は用いないこと。４点目の都道府県立の公共職業能力開発施設の授業料等に

ついては、受益者負担の観点から、 都道府県の実情に応じ、その徴収のあり方について検討す

ること。の４点が挙げられております。なお、この通知は、平成１０年に出されたものですが、

５ページにありますとおり、平成１８年６月１２日付けと、６ページにありますとおり、平成

２６年２月１０日付けの２回にわたりまして、厚生労働省職業能力開発局能力開発課長より通

知文が出され、「公共職業能力開発施設における職業訓練の実施に当たっては、引き続き、官

民の役割分担に配慮して民間教育訓練施設との競合を避けることが重要であり、官と民があい

まって人材の育成を図っていくことが必要」とされ、平成１０年の通知で示した４点について、

再度確認し、地域の実情を踏まえた十分な配慮をするようお願いするとしています。 

  続きまして資料の７ページですが、こちらは、前回もお示しした「連携地域ごとの技専の訓

練科目と専門学校の現状」 ですが、連携地域ごとに技専の訓練科目と専門学校の重複は見られ

ないと考えております。８ページ目は、専修学校入学者数の推移でございます。前回の部会で

ご質問のあった「専門学校との重複により、技専の訓練科目を廃止した後、専門学校の入学者

数にどのような影響があったかを示すデータ」について、布川特別委員にも確認していただき、

道総務部学事課が毎年度実施している「私立専修学校概況調査」を基に、人材育成課がまとめ

たものでございます。一番上の表は、全道の専修学校の学校数、入学定員、入学者数の合計の

平成２４年度以降の推移でございます。なお、入学定員については、平成２６年度までの集計

データがございませんことから、２７年度から記載をしております。学校数、入学定員、入学

者数いずれも減少傾向にあることが見てとれます。中程の表は、道央広域連携地域の自動車整

備関連学科の合計の推移でございます。苫小牧技専の自動車整備科は、同じ道央広域連携地域

内に自動車整備関連学科を有する専修学校があることから、平成２５年度末で廃止しました。

現在、道央連携地域内で自動車整備関連学科を有する専修学校は４校、７学科ありますが、入

学者数を見ますと、苫小牧技専の自動車整備科があった平成２５年度と、廃止した後の２６年

度以降を比べると、ほぼ横ばいになっている状況でございます。なお、自動車整備関連学科を

有する専修学校は、道央広域連携地域にしかございません。その下の表は、参考として技専の
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自動車整備科の入校者合計の推移を載せております。苫小牧技専の自動車整備科を平成２５年

度末に廃止し、現在は５技専で、入校定員は１００名、本年度の入校者は７３人で、定員充足

率は７３％となっています。 

   資料の２の１の２ページ目に戻っていただきたいと思います。今後の運営方針の策定に向け

た考え方（案）について記載してございます。前回提出した資料での今後の運営方針の策定に

向けた考え方（案）は、上の囲みにあるとおりでございます。この案に関して、中程の囲みに

あるとおり、第２回部会で委員の皆様からご意見をいただきました。委員の皆様からいただい

た意見を踏まえ、また、さきほどご紹介した厚生労働省からの通知の趣旨等を照らし合わせて、

下の欄にありますとおり、修正案を作成しましたので、ご説明します。 

   まず、山田委員のご意見がございました、この順番のところでございますが、「基本的な考

え方」に沿って、「技専は、地域の産業を支える「ものづくり関連」の人材育成を一層促進し

ていく。」、これを１番目に掲げております。 

   また、布川特別委員と山田委員のご意見を踏まえて、第２回部会提出資料での１番目の項目

と２番目の項目を一つの文に繋げまして、「専門学校等との科目の重複を判断する地域につい

ては、引き続き連携地域ごととし、連携地域ごとにおける技専の訓練科目と専門学校等との重

複は、現状において見られないと判断する。」として、２番目に掲げることといたしました。 

  なお、布川特別委員から、「連携地域ごとにおける技専の訓練科目と専門学校等との重複は、

現状においてほぼ見られないと判断する。」に修正すべきとの意見をいただいておりましたが、

さきほど見ていただきました７ページにございますとおり、本年度におきまして、あらためて

連携地域ごとに、技専の訓練科目と専門学校の状況を確認し、連携地域ごとの技専の訓練科目

と専門学校との科目等の重複は見られませんでしたので、「現状において見られないと判断す

る。」にしてございます。 

３番目の項目については、前回の部会で意見が分かれたところでございますが、 「民間にで

きることは民間に」は、これまでの中長期ビジョンの「基本方向」の三本柱の一つに掲げてい

たものであること、また、厚生労働省からの通知におきましても「官民の役割分担に配慮して、

民間の教育訓練施設との競合を避けることが重要である」と示されておりますこと、また、平

成２５年６月の審議会提言におきましても「今後とも、民間と競合することのないよう、常に

留意することが必要である」とされていることなどから、この修正案の３番目のところでござ

いますが、「今後も、「民間ができることは民間に」を基本方向とし、技専の訓練科目や訓練

内容が、民間と競合することのないよう」という表現は、前回提出資料のままとしております。

その後の「常に留意していく」という表現については、田中特別委員からいただいたご意見の

趣旨を踏まえまして、厚生労働省からの通知の中で示されている「重複・連携等に十分配慮し、

官と民があいまって人材の育成を図っていく」という表現を用いることとしました。今後の運

営方針の策定に向けた考え方の修正案につきまして、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○開本部会長 

はい、ありがとうございます。ただいまの説明に対してご意見・ご質問をお願いいたします。 
 

○布川特別委員 
私はこの修正案で異存はありません。 
あと、齊藤委員の方からもご指示というかご質問のありました、専門学校の入学者数の推移

のところをちょっとご覧いただきたいのですが、改めて、初めて会議に出しておりますので私
どもの立場ということになりましてご覧いただきたいところがあります。まず、最初に申し上
げますと、これは私どもが出した訳ではなくて経済部の方の資料ということで、私の手は一切
入っておりませんので、それを申し上げますけれども、全道合計のところで専門学校の入学定
員と入学者数が書いてあります。 
平成２７年、２８年、２９年、３０年とありますが、この入学定員と入学者数を見ていきま

すと、入学生の充足率で見ますと、平成２７年からの資料を見ていただければ判りますが、計
算してみると、専門学校全体でいうと２７年度が６０．２５％、２８年度が５８．６２％、２
９年度が５７．２６％、３０年度が５６．４６％ということで、いずれにせよ６割から５５％
近くということでだんだん減少していくという、かなり厳しい状況です。 
真ん中の、道央連携地域、自動車整備関連学科合計のところを見ていただきたいのですが、
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これも平成２７年度からご覧いただきたいのですが、入学定員が３７０に対して入学者数が１
９９から始まっております。この入学充足率は５３．７８％ですから、専門学校全体よりも低
いということになります。それから平成２８年度は５０．５％です。それから平成２９年度が、
これ定員が増えているのですけれども、どこか学科が増えているのですか。１年だけ増やした
ところがあるということですか。 
 

○今西主幹 
夜間の部が増えました。 
 

○布川特別委員 
判りました。その比率で見ていくと、３９０人定員で見ていきますと４８．７％、平成３０

年度が５１．３％です。参考に書いていただきました技専の自動車整備科入校者数合計、これ
は非常に判りやすいのですが、１００名定員ですから入校者数がそのままパーセンテージにな
ってますので、平成２７年度から見ていくと、９４％、９４％、７１％、７３％ということで、
繰り返し私も申し上げておりますとおり、かなり専門学校は大変な状況だということを申し上
げておりますし、技専の授業料は専門学校のだいたい４分の１から３分の１位の授業料です。
その中で技専の方が入学者数が非常に高いということで、繰り返し私が申し上げていること
の、逆に言うと根拠になる数字なのかな、と思って見ておりましたので、これは意見ですけれ
ども申し上げさせていただきます。以上です。 
 

○開本部会長 
はい、他にご意見等ございますか。 

 
○山田委員 
  今の発言に、別に反論する訳ではないですが、そもそもの定員の分母が違うことから、それ

をもって充足率だけでものを判断するのはいかがなものかという感じもします。ただ、間違い
なく充足率だけで見ると技専の方が高い割合ではございますが、分母があまりにも、３倍以上
違う訳ですから、そこをもって判断というのはちょっと違うのじゃないかというところでござ
います。 

  あと、修正案につきましては、基本的にこれで異存はありませんが、是非、１番目に持って
いっている人材育成の一層の促進、これは強く進めていただきたい、ということを申し上げた
いと思います。以上でございます。 

 
○開本部会長 

はい、他にご意見・ご質問ございますか。 
  
○李特別委員 

全体としては修正案についてこのとおりでいいと思いますが、ちょっと気になったのは、そ
の、主語が、１番目は「技専は」というようになっているのですけれども、２番目の文章から
は主語が何なのかと、ちょっと一瞬判断しづらいかなと思いまして、道なのか、あるいは何か
判らないのですけれど、統一した方が判りやすいのかなと思います。「技専は」とすることで
は難しいのであれば、「技専は、地域の産業を支える「ものづくり関連」の人材育成を一層促
進していくものと考える」とか、何か主語を統一した方が判りやすいかなと。 

 
○内藤職業訓練担当課長 

こちらにつきましては、ただいまいただいたご意見を踏まえまして最終的な形にはまた精査
しまして、改めて次回予定しています答申案の原案の中で整理してお示ししたいと思います。 

 
○開本部会長 

はい、ご指摘どうもありがとうございます。他にご意見がないようでしたら、先に進みます
がよろしいでしょうか。 
そういたしますと、専門学校等との科目の重複につきましては、基本的には事務局から提案

のあった修正案のとおりとすることで確認して、さらに文言を詰めていくということにしたい
と思います。 
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（入校促進） 

○開本部会長 
それでは、次のテーマに入りますが、続きまして、「入校促進」についての議論に移ります。

前回、「入校促進」につきましては、既卒者の入校促進を図ることについて了承していただきま
したが、新規高卒者の募集方法と新規高卒者に対する入校割合の制限等につきましては、さき
ほどの民間の専門学校との競合にも関わる事項でありますので、再度協議することといたしま
す。まず、この点について、事務局からご説明願います。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

「入校促進について」は、前回の第２回部会において、提言の確認と今後の考え方について、

ご議論いただいたところでございます。ただ今部会長のほうからお話いただいたとおり、平成

２５月６月の提言につきましては、前回ご議論いただきましたが、その際に学び直し若年者「自

己推薦制度」の拡大など、既卒者の入校促進を図ることについては了解いただきましたが、新

規高卒者に対する入校割合などの制限についてと、新規高卒者の募集方法等については、民間

の専門学校等との競合にも関わる事項であることから、再度協議することとなりましたので、

あらためてご説明をいたします。 

資料２－２をご覧ください。まず、提言におきまして、新規高卒者の募集について、「技専

の新規高卒者の募集に当たっては、入学割合に関する制限は設けないものの、誤解を与えるこ

とのないよう技専の役割や性格について、正しい情報を伝えるべく努めるとともに、競争的な

募集とならないよう、留意すべきである。」とされております。この提言に対する対応状況で

すが、まず、新規高卒者に対する入校割合などの制限につきましては、高等技術専門学院は、

職業能力開発促進法に基づき雇用労働者及び求職者に対する職業訓練を行う公共職業能力開発

施設でございまして、「求職者」とは、失業者のみならず、転職希望者や学校卒業者のように

新たに職業に就こうとする者も含まれております。こうしたことから、平成２５年６月の提言

を踏まえまして、新規高卒者の入校割合に制限は設けていない状況でございます。また、既卒

者の入校促進策といたしまして、平成２７年度から全道の５技専の「自動車整備科」と、平成

２９年度から室蘭技専、苫小牧技専の全科において、学力試験なしで、志望理由書と面接試験

により選考する学び直し若年者「自己推薦制度」を導入し、既卒の若年無業者や非正規雇用に

就く若年者などの入校を促進しているところでございます。３番目の新規高卒者の募集方法等

につきましては、平成２５年６月の提言を受けまして、専門学校等との間で競争的な募集とな

らないよう、技専では、平成２６年度募集から、訓練生の募集周知や受付開始、選考の時期を

変更しております。まず、募集要項やパンフレットの配布、各種メディアなどによる周知につ

きましては、新規高卒者の就職に関する申し合わせによる選考・採用内定開始日、いわゆる就

職解禁日である９月１６日以降に開始することといたしました。学校長推薦の受付開始日は、

それまでは１０月 1日でございましたが、１１月 1日とし、面接を行う選考日を、それまでの

１１月第 1月曜日から、１１月２５日（閉庁日の場合はその前日）といたしました。一般選考

の受付開始日は、それまでの１１月１日から、１１月２１日とし、選考日を、それまでの１２

月第 1月曜日から、１２月１６日（閉庁日の場合はその前日）といたしました。 

また、技専は職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設であり、修了しても学校教

育法に基づく大学への編入はできないことなどを、募集要項等に明記するようにいたしました。 

今後の運営方針の策定に向けた考え方としては、新規高卒者の募集に当たっては、入学割合に

関する制限は設けない、既卒の離転職者の入校を促進するため、学び直し若年者「自己推薦制

度」の対象科目や対象年齢の拡大、訓練課程や入校時期などについて検討する、ものづくりに

興味のある求職者が意欲を持って入校できるよう、募集時期や選考時期を検討することとした

いと考えております。 

２ページに、技専の入校者に占める新規高卒者、既卒者の割合を示しています。また、下の

表は、学び直し若年者「自己推薦制度」の入校状況を示しております。 

続きまして、３ページをご覧ください。技専への入校促進を図っていく上で、前回の第２回

の時にもご意見をいただきましたが、既卒者の入校促進に向けた新たな取組につきまして、そ

のポイントと検討方向を取りまとめたものです。まず、入校者数の減少状況に関する現状認識

でございますが、訓練課程について、１年制の普通課程及び短期課程を廃止し、２年制普通課

程に統一したことなどから、入校者数に占める新規高卒者の割合は高まっていますが、新規高
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卒者数は、少子化等の進展から、今後もゆるやかに減少が続く見込みとなっております。本道

の労働力人口の減少に対応するため、新規高卒者のみならず、既卒者や離転職者が入校しやす

い環境整備を図り、労働市場への参加を促進することが必要であると考えます。 

このため、既卒者の入校促進に向けた新たな取組として４点挙げております。まず、学び直

し若年者「自己推薦制度」の拡充です。現在、全道５技専の「自動車整備科」と室蘭技専、苫

小牧技専の全科に導入している学び直し若年者「自己推薦制度」について、対象科目を全技専

に拡大してはどうかというものです。また、現在は、若年の無業者や非正規雇用労働者などを、

質の高い技能者に育成するため、年齢も３５歳未満の若年者向けの制度として実施しています

が、若年者だけでなく、年齢を問わず、学び直しにより新たな技能や資格を身に付けて就業し

ようとする意欲のある者を選考できる制度としてはどうかというものです。次に、募集期間の

延長です。年度末の離職者や新規高卒の未就職者等が入校しやすい環境整備として、４月末の

入校ができるように募集期間や選考試験を３月末もしくは４月上旬まで延長してはどうかとい

うことでございます。次に、選考試験の共通化です。現在は、技専への入校を希望する者は、

入校したい技専で選考試験を受けることになりますが、例えば、札幌在住の無業者や非正規雇

用労働者が、出身地である北見の技専に入校を希望する場合は、札幌技専で選考試験を受け、

その結果で北見技専に入校できるような、どの技専で受験しても、希望する技専に入校できる

試験方法にしてはどうかというものです。最後に、通称名の導入です。現在、室蘭技専では、

平成２９年度の２年制新体制のスタートに合わせて、「室蘭ものづくり能力開発校」という通

称名を使用しておりますが、技専の認知度向上とＰＲ効果を図るため、全技専に通称または愛

称を導入してはどうかというものです。高齢・障害・求職者雇用支援機構が「ポリテクセンタ

ー」とされているように全体の通称を導入していく方法も、各技専ごとに地域に愛着を持たれ

る愛称をそれぞれ導入していく方法もありますし、通称や愛称を公募することにより、マスコ

ミ等を通じたＰＲ効果も期待するところでございます。 

事務局からの説明は以上ですが、今後の運営方針の策定に向けた考え方について、ご審議い

ただくとともに、既卒者の入校促進に向けた新たな取組についてご意見をいただきたく、よろ

しくお願いします。 

 

○開本部会長 

ただいまの説明についてですが、まずは、新規高卒者に対する入校割合の制限と新規高卒者

の募集について、ご意見・ご質問をお願いいたします。 

 

○布川特別委員 

  この辺りが私どもの団体で繰り返しお願いしているのですが、なかなか意見を調整できない 

ころでして、新規高卒者の募集にあたって、「入校割合に制限は設けていない」と書いてある

のですけれど、設けている都府県というのはあるのでしょうか。もし、道の方でご存じであれ

ば、新規高卒者を入れていない都府県というのはあるのでしょうか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  私どもの方で調べましたところで、都道府県単位で入校割合を制限している例はございませ

んでしたが、今年、島根県で全国調査を行った中で、都道府県の職業能力開発校と民間の専門

学校と重複している科に関して何らかの講じている措置はないかという質問に対して、佐賀県

の県立産業技術学院の自動車工学科の１科のみですが、新規高卒者の募集については、定員の

約半数までにしているという取扱をしているとありました。 

 
○布川特別委員 
  資料の２ページを見ると、学び直し若年者「自己推薦制度」の入校状況ということで、自動
車整備科が３５名の定員に対して応募者が１０名という形で書かれていますので、これも繰り
返し、私どもが別の機会でお願いしているものですが、例えば、この３５名の枠を、あくまで
も学び直し若年者のための枠として、新規高卒者を入れないということはできないのだろうか
というところは繰り返し団体の中で意見が出ているところです。 

  そして、もう一つは、新卒の入校数値の目標値のようなものは作れないだろうかということ
も、繰り返し団体の中では意見として出ています。これは、この場の中で皆様に了承してもら
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えるかは別といたしまして、団体としては、そういった意見が毎年繰り返し出ておりますので、
意見として申し上げます。 

 
○山田委員 
  今の新規高卒者に関して、今まで周知開始が民間との重複との兼ね合いもあって非常に遅い
時期になっていた。ただ、もう今は、重複しているところは基本的にないということを先ほど
確認されましたので、ぜひ時期を早めて、入校を増にしていただきたい。自分の進路、行き先
の話ですから、競争原理が働くわけではございませんので、ぜひ、民間募集といったところと、
時期を同じくして入校増につなげていただきたいというように思います。 

 
○布川特別委員 
  この辺りがちょっと考え方が違うところで、あくまでも連携地域ごとにみた場合は地域にな
いということで道が判断されたということで、私も修正案の中で了承しているのですが、現実
的には、専門学校が札幌に２校、芦別、登別にありますが、それぞれの学校は全道から学生募
集している状況にあります。これは民間である私ども専門学校と高等技専との考え方の違いと
いってしまえばそれまでなのですが、私どもの立場からすると、全道圏域から集めている以上、
この部分、入試に係る部分については従来どおりでお願いしたい、と考えておりますので意見
として申し上げます。 

 
○開本部会長 
  今のお二方のご意見の整理というか確認なのですが、この募集の時期については、周知開始、 
受付、選考時期と細かく分かれてくるのですが、これについては、山田委員としては全てを指
すということでよろしいでしょうか。 

 
○山田委員 
  はい。 
 
○開本部会長 
  布川委員としても、全て、周知開始、受付、選考の３つの項目について従前どおりとされた
いというご意見ということでよいでしょうか。 

 
○布川特別委員 
  他の専門学校と同じように募集されるということについてはちょっとどうなのかと。学費が
安いということもあり、先ほどの定員充足率ということもありますので。この形でお願いした
いということです。 

 
○開本部会長 

  他にご意見ございますか。 

 

 （発言なし） 

 

  それでは、新規高卒者に対する入校割合の制限と募集の時期につきましては、各委員の意見
を踏まえまして、私と事務局の方で整理をして、具体的に次回に提案差し上げたいというよう
に考えますので、ご一任いただければと思います。よろしいでしょうか。 

 
 （はい。との声あり） 
 
  それでは、もう一つの件であります既卒者の入校促進に向けた新たな取組について、先ほど
ご説明がありましたので、この件について、ご意見・ご質問をお願いします。 

 

○齊藤特別委員  
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  この案に対しては賛成です。理由はですね、連合にくる労働相談の中で、離職・退職する時
期というのはボーナスの時期、７月と１２月に退職される方がとても多い。また、在籍中に求
職や進路を決めるというケースも多々ある。そういった意味では募集期間の延長というのは、
むしろ通年に近くても良いのかなと思ってはいるのですけれども。 

  選考試験の共通化も賛成です。できれば、これは実態に即した形になるので、私はこのまま
進めていただければなと思います。 

 
○布川特別委員 
  質問なのですが。募集期間の延長として、「４月末の入校に対応した募集・選考を行っては
どうか」と書かれてあるのですが、これは４月末からの入校でも対応可能だということですか。
授業時間のくくりで。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  ４月中に訓練を始めて、全体の訓練課程を組んでいくという形で整理していく考えです。 
 
○布川特別委員 
  時間数を満たせばということですね。 
 
○内藤職業訓練担当課長 
  そういう形で対応することを検討していくということです。 
 
○山田委員 
  通称名の導入について、やるなら全道そろえた方が良いと思いますが、イメージ的にはポリ
テクのようなものかなと思いますが。公募してものになるのかなというのもありますけれど、
具体的にこう何か、愛称やキャラクターも設けるようなものも含めて既に検討しているものは
あるのでしょうか。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  具体に、例えばこういったというものはございません。考え方としてどうかということです。 
 
○布川特別委員 
  昨年の会議でしたか、一昨年の会議でしたか、「ものづくり校」というのがあったと思いま
すが。この会議の中ではわりと賛成意見が多かったような気もしてはいるんですけれど。ただ、
この状況も含めて判断するということでありましたけれども。その後、今確認中みたいなとこ
ろですか。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  室蘭で「ものづくり能力開発校」という通称を２９年度から始めて、どこまで定着している
かというところについては、もう少し様子を見ながらというところです。 

 

○藤川特別委員 

  みんなで検討してつくろうと。室蘭で２年制に移行したものですから、ＰＲしようというこ 
とでやったものです。民間との重複のところでもありましたが名称に規制はありますか。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  民間の専門学校と紛らわしい名称は避けるというのはあります。 
 

○藤川特別委員 

  室蘭で２年制で新規に始めたものですから、スタート段階というのもあったのですけれど、
これからずっと続くというのは、またこれからです。 

 
○開本部会長 
  その他、ご意見・ご質問ございますか。 

 



 - 13 - 

 （発言なし） 
 
○開本部会長 

   それでは、既卒者の入校促進に向けた新たな取組につきましては、基本的には事務局から
の提案に沿った形といたしまして、ただ、ご意見もありましたので、それを踏まえて、事務
局においてさらに検討するということで進めたいと思います。 

 

（授業料の水準） 

○開本部会長 
  それでは、続きまして、「授業料の水準」についての議論に移りたいと思います。第１回部 

会において、授業料と予算の状況について、委員から質問がありましたが、「授業料の水準」 

につきましては、平成２５年に審議会から提言がなされていますので、その対応と予算の状況 

を合わせて、ご説明願います。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  授業料の水準につきましては、平成２５年６月に提言をいただいておりますが、第１回部会
におきまして、技専の授業料と減免制度の状況、授業料を含めた技専に係る予算の状況などに
ついてご質問いただいており、 第３回部会で整理してご説明する旨お答えをしておりました。 

  そこで、提言をいただいた後の、授業料の改定の状況、減免の状況、予算の推移、関連した
国の動き等についてご説明し、今後の考え方について、ご審議いただきたいと思います。 

  資料２－３をご覧いただきたいと思います。 
  まず、平成２５年の提言におきまして、「授業料の水準」について、「学生の世帯収入が比
較的低いこと、公立の職業訓練機関として他の都府県との比較では既に授業料が高い水準にあ
ること、また、訓練が学生の就職への支援策の一つであることなどから、授業料の水準は、現
状維持又は引き上げるべきではないとの意見があった。一方、民間専門学校等の授業料とのバ
ランス、道の財政状況、また、学生も受益者として技専の運営コストに対し一定の負担をすべ
きであることなどから、授業料を引き上げるべきとする意見もあった。こうした意見を踏まえ、
次回の授業料等の改定時期にあわせて、引き続き適正水準を検討すべきである。なお、仮に授
業料の変更が行われる場合には、様々な経済的事情のある方への措置を検討する必要がある。」
とされております。 

   この提言への対応状況についてですが、授業料の改定につきましては、平成２６年４月に、
消費税率が５％から８％に上がったことに伴いまして、その増税相当額について授業料を増額
することとし、年額１，２００円増額をして、１５４，８００円としました。 

  さらに、道立施設全体の使用料・手数料などの改定に合わせまして、技専の授業料の改定を
検討した結果、他の道立施設の考え方と同様に、フルコスト計算を基本的な考えとしつつ、激
変緩和措置を適用して、平成２８年３月に条例改正をして、平成２９年度の入校生から、年額
３０，０００円増額し、１８４，８００円といたしました。 

  また、授業料の増額改定と合わせて、経済的事情のある方への負担軽減策の拡大について検
討しましたが、道では、授業料の減免措置の対象者を幅広く設定しており、既に３割弱の訓練
生が授業料を全額免除されている状況にあり、他の都府県に比べて減免対象者の率が高いこと、
また、訓練生の世帯調査では、減免対象となる世帯層を除いて世帯収入は悪化していない状況
にあることなどから、減免策の拡大は見送ることとし、平成２９年２月に、当時の部会委員の
皆様に文書により報告をさせていただいたところでございます。 

  なお、授業料の減免の状況については、下の表に記載していますが、道では、生活保護を受
給している世帯、市町村民税の非課税世帯、市町村民税を市町村の条例で免除されている世帯、
雇用保険法に基づく技能習得手当を受給している者、雇用対策法に基づく職業転換給付金を受
給している者、東日本大震災など大規模災害の被災者に対しましては、技専の授業料の全額免
除を行っており、平成３０年度の減免者の比率は２５．２％、平成２４年度から３０年度まで
の平均で２６．３％となっています。 

  次の２ページに、技専の授業料等の改定経過を示しております。技専の授業料等は、平成１
４年度までは無料でございましたが、受益者負担の観点から、平成１５年度入校生から当時の
高校授業料と同額を徴収することといたしまして、その後の平成２５年度の入校生から、他の
道立施設と同様に、フルコスト計算を基本的な考えとしつつ、激変緩和措置を適用することと
し、その後、さきほどご説明した消費税率のアップに伴う改定や、他の道立施設に合わせた再
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度の改定を行い、現在に至っているところです。 
  次に３ページをご覧ください。 
  第１回部会のときにご質問がございました、技専の訓練及び施設整備に係る道の予算の過去
３年間の推移を示したものでございます。年度によって、予算額が増減しておりますが、道央
３校の再編整備による施設建設や、修繕・改修など、施設・設備の整備費が、年度によって変
動していることなどによるものです。 

  なお、人件費については、任期付き非常勤職員や外部講師の手当は含みますが、職業訓練指
導員など正規職員の人件費はこの数字の中には含んでおりません。 

  平成３０年度予算で見ますと、総額で約２８億８，７００万円となっておりまして、歳入に
つきましては、施設内訓練や施設経費に対する国の交付金及び補助金が約３億９，８００万円、
委託訓練に対する国の委託金が約１８億４，９００万円、授業料が約１億４，５００万円、入
学検定料が約１４０万円、入学料が約５００万円、諸収入が約５００万円、起債を含む道費の
一般財源が約４億８，４００万円となっています。 

  歳出については、実習用消耗資材や外部講師手当など施設内訓練に要する経費が約７，００
０万円、委託訓練や能力開発セミナーといった施設外訓練に要する経費が約１８億９，３００
万円、その他の訓練経費が約３，９００万円、庁舎の維持管理費が約２億７，５００万円、技
専の建設・修繕・改修や機械の整備に要する経費が約６億１，１００万円となっています。 

  なお、第１回部会でご質問のありました、平成２９年度入校生から増額された授業料の予算
への反映状況でございますが、歳入の方に授業料収入を記載しておりますが、平成２９年度は
総定員を減員しましたので、授業料の歳入予算としては、前年比約２００万円の微増に止まっ
ており、平成３０年度は室蘭技専と苫小牧技専の２年制が完成したことで、総定員が増加し、
歳入予算は前年比約６００万円の増加を見込んでいます。 

  しかしながら、技専の訓練及び施設整備に要する経費総額のうち、授業料による収入が占め
る割合は平成３０年度で約５％となっており、国からの交付金・補助金・委託金や道の一般財
源で大部分を賄っている状況でございます。 

  次に４ページをご覧ください。各都道府県の職業能力開発校の授業料の状況でございます。
栃木県が２３７，６００円と最も高く、次いで北海道の１８４，８００円となっており、公立
高校の授業料と同額の年額１１８，８００円としている都府県が最も多くなっています。 

  次に５ページでございます。現在、国においては、人生１００年時代を見据え、誰もが活躍
することができる社会の構築に向けた「人づくり革命」の中で、高等教育の無償化や給付型奨
学金の拡充の検討を進めており、こちらの資料は本年６月に文部科学省の専門家会議による報
告が発表されましたので、その概要を取りまとめたものでございます。その中で、住民税非課
税世帯に対して、国立大学の授業料を免除いたしますとともに、私立大学についても、国立大
学の授業料と私立大学の授業料の平均額との差額の２分の１を加算した額を上限に授業料を減
免する、また、短大、高専、専門学校も大学に準じた措置を講ずるとしております。また、住
民税非課税世帯に対する給付型奨学金につきまして、学生に学業に専念するために必要な生活
費を賄えるように大幅に拡充するとしております。さらに、これらの支援を住民税非課税世帯
に準ずる世帯にも段階的に行って、給付額の段差をなだらかにするとしています。なお、支援
の対象となる学生や、大学等には一定の要件を付すこととしております。 

  国においては、これらの措置を来年１０月に予定されている消費税増税を財源とし、再来年
の２０２０年度からの導入を目指しているとのことでございますが、対象とする学校は、学校
教育法による大学、短大、高専、専門学校を想定しており、現時点において、技専のような学
校教育法によらない教育訓練施設を対象とすることは想定はされておりません。 

  次に６ページでございます。第１回部会でもご質問がありましたが、技専のような公共職業
訓練施設の訓練生に対する奨学金制度といたしまして、厚生労働省では「技能者育成資金融資
制度」を設けておりますが、その概要を、日本学生支援機構が行う大学等の学生向けの奨学金
制度と比較して整理したものです。区分の「利率等」の欄をご覧いただくとわかるとおり、「技
能者育成資金」では、返還義務のない「給付型」あるいは無利子といったものはなく、有利子
のみとなっており、融資利率は年３．０％で、日本学生支援機構の奨学金の利率に比べて高く
なっています。また、融資額の年額上限も３１万円で、日本学生支援機構の奨学金に比べて低
くなっています。なお、連帯保証人につきましては昨年度まで必須でしたが、本年度から不要
となり、また申込時期が昨年度は８月末まででしたが、本年度は１０月末まで延長するなど、
制度の見直しはされてございますが、日本学生支援機構の奨学金では、進学前に在学する高校
で借入手続を行うことができるのに対し、技能者育成資金では、４月に入校した後に、労働金
庫の店舗を訪問し、融資の申込を行うことが必要といった、制度としては手続面から不十分な
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ものとなっています。道では、経済的事情のある入校生への措置といたしまして、授業料の減
免などを行っていますが、生活費や個人所有の工具代など諸経費についての対応として、この
国の技能者育成資金融資制度は重要な制度と考えており、２にありますとおり、融資利率の引
き下げ、融資額の増額、融資時期の前倒し、また手続きの簡素化など制度を見直すとともに、
給付型奨学金と同様の制度の導入を図るように、本年７月、経済部長が厚生労働省を訪問して
要望したほか、都道府県の労働主管部長会議や全国職業能力開発主管課長会議など、様々な場
を通じまして、国に要望しているところです。 

  １ページの方にお戻りいただきまして、中程の「今後の運営方針の策定に向けた考え方（案）」
ですが、授業料の水準につきましては、これまで概ね４年ごとに行っている道立施設全体の使
用料・手数料などの改定が、現時点では予定として示されておりませんが、これまでどおり４
年ごとであれば、次回は２０２０年、再来年３月の条例改正が想定されますので、次回の授業
料の改定に向けまして、引き続き適正水準を検討していくとともに、検討にあたりましては、
国における高等教育の無償化や給付型奨学金制度の拡充の動き、他都府県の動向等を見据え、
経済的事情のある方への措置も含めて、検討を進めることとしたいと考えております。 

   説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 
 
○開本部会長 
  ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問をお願いいたします。 
 
○齊藤特別委員 
  質問いいですか。３ページ目の予算の推移の中で、歳入・歳出が平成２８年度とか平成３０
年度とか、科目によっては大きく変わっているところがありますよね、説明いただけないでし
ょうか。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  こちらにつきましては、特に施設経費の中の施設・設備整備費が大きく変わってございまし
て、 具体でいいますと、平成２８年度は道央３校の再編の関係で室蘭、苫小牧の施設整備を
行って額が増えている。今年度につきましては、建物が老朽化しているものの改修・修繕を行
う経費が予算として増えています。 

 
○齊藤特別委員 
  歳入全体の合計で考えると、授業料は３％から５％台に収まってますけど、これは間違いな
いのですかね。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  全体経費としてそのように３０年度であれば５％です。ただ一点補足説明させていただきま
すと、国の委託金が１８億５千万、これは後ほど議題になります施設外訓練の委託訓練にほぼ
当たっており、この１８億５千万で施設外訓練の１８億９千万とほぼニアリーイコールです。
いただいた授業料につきましては、基本的に施設内訓練として行っているものでありますので、
施設外訓練の１８億を差し引いた形で計算するのがより実態に近いのではないかとも考えます
が、それを計算したら、大体１５％となっているところです。いずれにいたしましても、施設
内訓練について、施設内訓練だけの訓練経費とそれに伴う施設整備に限っても、授業料は１５
％です。 

 
○齊藤特別委員 
  もう一度、その１５％という意味が分からなかったんですけれども。 
 
○内藤職業訓練担当課長 
  施設外訓練経費を歳入と歳出からそれぞれ除きますと、大体歳入が１０億、歳出が１０億と
なりまして、そのうち授業料が大体１５％ということになります。 

 
○齊藤特別委員 
  そもそも歳入から考えると、授業料値上げの根拠が３％とか５％の話で、果たしてテーブル
に載せていいのかと思うんですけれども。 
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○内藤職業訓練担当課長 
  元々授業料の算出については、フルコスト計算のもとにという計算の仕方で、これは技専だ
けではなく、ほかの看護学院、農業大学校も同じです。フルコスト計算の対象としては、訓練
経費や人件費、それから庁舎の維持管理も入っています。当時フルコスト計算していって、実
際にどのくらいになるのかと計算をした当時では、定員１人あたりに対して大体１００万円以
上かかっています。それをベースにすると言いながら、これをもって全て賄うというのはあま
りにも無理だろうということで、激変緩和措置で増加率を２０％としている。従って、フルコ
スト計算といいながら実際はその一部の水準に留まっているという状況になっています。 

 
○山田委員 
  授業料について、そもそもフルコスト計算によって授業料を導き出すというのに無理がある
としか思えません。わざわざその前段までは高校の授業料と一緒になっていたものを、なぜフ
ルコスト計算で、根拠が１００万円以上かかってその２割程度という授業料みたいですけれど
も、そもそも無理がある中のフルコスト計算を用いた経緯というのは何なんですか。他の例え
ば道で持っている施設でフルコスト計算しているところと、ここのように技専に通う訓練生に
対して求めるものはそもそもが違うのではないかという気がします。であれば、私は、当然４
年後ですと３２年ですから２年後ということになるとは思いますが、敢えて言えば高校の授業
料と同等にするべき問題かなというふうには思います。それでなくても４ページ目にあるよう
に都道府県別ではもう上から２番目という状態でございます。北海道の収入自体はそんなに、
上から２番目ほど高くはないと思いますけれども、そういった観点から是非、引き下げという
言い方が正しいかどうかは別としても、それを踏まえて検討をお願いしたいというところでご
ざいます。 

  あと、技専に関わる予算の推移の中で施設内訓練はほぼ横ばいになっていると思います。こ
れは審議会でも発言をさせていただきましたが、物の値段は確実に上がっている中で予算上は
一緒であればどこかを削っているということになると思います。材料を削っているという話も
聞きますけれども、道としてやはりものづくりの人材を本気で育てるというところを考えるの
であれば、やはりこの部分の予算をしっかり確保していただきたいというところでございます。
来年は消費税増税が予定されていますけれども、それも踏まえた中で、もちろん来年度も関わ
ってきますので、その辺も是非頭に入れていていただきたいと思います。 

  あと、授業料に関連している中で、技能者育成資金、これについては利息の引き下げ等々の
要望もしておりますけれども、年３％というマイナス金利の時代に、制度的に昔のままの状態
になっている。やはり早急に変えるように、強力に上申なりしていただきたいと思っておりま
す。 

  前に私の方から、道として奨学金等々という話をしましたけれども、この制度があると難し
いというお話ですので、是非ですね、室蘭なんかは地元に何年か就職すれば免除等々の制度を
設けたりしておりますので、それを是非技専のあるところに、道として関わりながら、そこに
対して、例えば市に対してお金を出すであるとか、直接訓練生に無理としてもそういった方法
も考える一つの手ではないかなと思っております。最終的には、北海道に就職してもらえれば、
税収として跳ね返ってくるということでありますから、その辺をもっと、ものづくり人材に対
してのお金のかけ方を是非お願いしたいというところでございます。 

 
○開本部会長 
  はい、そのほかご意見ございますか。 
 
○齊藤特別委員 
  もう一点いいですか。今日は授業料の水準についてだと思うのですけれども、かといって予
算推移についても敢えて発言させていただきます。歳入についてはまさに離職者等の再就職訓
練事業委託費、また障害者委託訓練費、これが平成３０年度の歳入の約６４％を占めている訳
でして、大多数はこの部分が多いと思うんですよね。北海道においてもまさにこの関連での技
専の役割は大きいと思います。一方歳出ですけど、今日の資料は非常に良くできていて見やす
くてわかりやすいなと思ってはいるのですけれども、以前学生さんのアンケートの中でトイレ
がまだ和式だとか、これから女性が技専に来るときに例えばトイレだとか更衣室とかそういっ
た部分についての施設のメンテナンスを含めて、きちんと予算組みしないと、やはり、女性活
躍も含めていくと、大事な点なのかなと思っております。この点について是非、全体の予算の
配分もあるんでしょうけれども、きっちりと大切な案件と言うことで、国だとか道の予算の中
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で配慮いただきたい。その上で授業料をどうするのかというのが本来の立て付けだと思うんで
すけれども。授業料そのものがどうだこうだという以前の話だと思うんですよね。 
今は若い人も含めてトイレの問題だとか、更衣室の問題だとか、その辺が大切だと思うんで

す。古い歴史のある施設ですから、メンテナンスが必要だと思うのですけれども、その辺も重
要視していただきたいなと思っておりまして、もっと強く言ってもらいたいなと思っておりま
す。その上で授業料がどうだかというのを話された方がいいかなと思っております。 

 
○李特別委員 
  もう一点確認ですけれども、資料２－３の上の第１回提言のところで、その一番下の真ん中
のところで、「仮に授業料の変更が行われる場合には、様々な経済的事情のある方への措置を
検討する必要がある」と書いてます。ただこの資料の一番下の授業料免除の状況についてです
が、この数字を見る限りでは、平成２９年度以降パーセンテージは減っている。どういった経
済的事情を考慮して新たに措置を取られたのかなと言うところが確認できれば。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  これにつきましては、先ほどの説明の中でも若干触れさせていただいたところもあるのです
けれども、様々な経済的事情のある方への措置ということで、新たな減免策の拡大ということ
を検討していたところではありますが、提言への対応状況のところで若干説明いたしましたが、
現状において相当程度減免率もあると、全額免除もあるといった状況がある中で、この授業料
の増額の際に合わせた新たな措置の拡大ということは、実現していなかったということでござ
います。 

 
○李特別委員 
  前にちょっとそういう発言をさせていただいたのですけれども、やっぱり私も値上げを、フ
ルコストのときにいろいろと意見を出させてもらった経緯もあるので。ただそのときに仰った
のが、やはり現状としてはどうしても運営する上で値上げということは必要不可欠であるとい
うことを仰っていて、それが運営を手助けするようなことを前提に多分値上げがなされたとい
うように思いますけれども、ただ現状、実際には入校者が減って、値上げの効果が実際の学生
にあまり還元されていないような状況にもあるのかなと思っておりますので、そこら辺をちゃ
んとこう、本来だったら道の別の予算を削ってでもこの事業はこれだけ大事だよということを
きちんと中でアピールすることによって、別の予算取りも含めて検討すべきだというように思
いますけれども、なかなかそういう発言も前回させてもらった経緯もあるのですが、なかなか
そこまで至らないので、であればなにかこう、経済的な事情のここに書いてある以外の新たな
取組とか、例えば一番冒頭にも仰ったように、前回の視察のときにもこれだけ多くの入校生、
訓練生たちがいろいろな資格を取ってそれが１人あたり１万円とか受検料がかかるようなこと
もお聞きしているので、それを１０個くらい受けていると。ということであれば、そういった
一生懸命やっている人たちに奨学金じゃないのですけれども、何らかのインセンティブを与え
て、そういった資格をたくさん取ったら資格に係る検定料を後で返してあげるとか、それを地
域単位でやるのか企業単位でやるのか分かりませんけれども、そういったものを別途予算措置
をするべきではないかと思いますので、意見として発言させていただきます。 

 
○開本部会長 
  はい、そのほかご意見・ご質問ございますか。 
 
○桑原委員 
  前回の提言もそうです。今回の考え方もそうなんですが、適正水準を検討していくという表
現を使われている中で、この適正というのは、今皆さんからいろいろなご意見があることを踏
まえた「適正」という、そういう捉え方でいいのでしょうか。 

 
○齊藤特別委員 
  「適正」というのを解説してほしいんですけれども、民間企業でいえば企業経営の適正なの
か、それとも今がもう適正なのか、適正の項目を明らかにしないと曖昧になるのか。曖昧にし
た方がいいのか、よく分からない。どう考えても、収支決算で授業料だけで賄えるわけないの
ですよね。 
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○土屋職業能力担当局長 
  適正水準という言い方は、現在の授業料の額を見据えながら、検討の中では、他の道立施設
との横並びというのも考えて行かなければならない。これだけ上げるとかこれだけ下げるとか
というよりは、私どもとしてはできるだけ入ってこられる方が入りやすいようなところを守っ
ていきたいと思いますけれども、道のいろいろな検討の中では、横並びの部分もあると思いま
すので、その辺は内部的にいろいろな協議をしていかなければならないものですから、この適
正水準という表現で、できるだけ頑張っていきたいということで、こういう表現にさせていた
だいているところでございます。 

 
○山田委員 
  今の話で行くと、道の他の施設との横並びを考えた中での適正水準と言うことにしか聞こえ
ませんが、技専の性格を考えれば他の施設と同等水準で扱わなければならないというのが、道
として何か基準として持っているということなのですかね。今の言い方ですと。 

 
○土屋職業能力担当局長 
  道としてですね、検討に当たっての方針が出るので、それの中でどのように表現されるか現
在では分からないんですけれども、前回ではフルコストということで考えるようにということ
で来て、他の施設といっても、農業大学校であるとか、漁業研修所だとか、看護学院だとか、
それぞれの今の水準があると思いますので、そことどう均衡をとっていくかという話をしてい
くということです。 

  ただ、次の方針がどのように出るのか現時点では全然分からないものですから、今からそれ
がどういうふうになるのかというのは、はっきりとはお伝えできないような状況と思います。 

 
○山田委員 
  何の適正かが分からないということですかね。結局その方針が出ないことにはどこに適正が
来るかが分からないということですよね。 

 
○土屋職業能力担当局長 
  それに見合って私どもとして頑張れるところは頑張っていきたいというふうに考えておりま
す。内部的な協議もいろいろありますし、皆様が今お話になっている中でのご意見は十分私ど
もとしては認識をさせていただいているというふうにご理解いただければと思います。 

 
○齊藤特別委員 
  技専の関係は厚労省ですよね、管轄としては。農業大学校は農水省になるんですよね。 
 
○土屋職業能力担当局長 
  農水省というより道で作っているものです。 
 
○内藤職業訓練担当課長 
  施設としては道立施設ですけれども。 
 
○土屋職業能力担当局長 
  専修学校となっています。 
 
○齊藤特別委員 
  もしそういうのがあるのでしたら、横にらみというなら、そういう資料を一回出していただ
ければ、わかりやすく。 

 
○布川特別委員 
  公開されていませんでしたか。高等技専と高等看護と農業大学校の授業料。 
 
○齊藤特別委員 
  私も古いやつは持っているんですけど、授業料ではなくて全体の歳入収支を知りたいんです
よ。 
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○内藤職業訓練担当課長 
  授業料改定当時に同じタイミングで条例改正をやってますので、そのときに技専以外の施設
では、今言った看護学院とか農業大学校の授業料がこうですといった形では公開しております
が、今、齊藤特別委員が仰ったのは予算の状況とかそういう話ですか。 

 
○齊藤特別委員 
  上げる理由が分からないんですよ。 
 
○内藤職業訓練担当課長 
  上げる理由というのは、これから先という話でしょうか。前回上げたときの理由という話で
しょうか。 

 
○齊藤特別委員 
  過去の話はもういいんですよ。今後、２０２０年以降、やるんですよね。 
 
○内藤職業訓練担当課長 
  まだ、それこそ、授業料がどうなるかというのは、これからの議論になって、上がるとか上
がらないというのは。 

 
○齊藤特別委員 
  他のところとのバランスと仰られたので、そのときには是非ほかのところの資料を見させて
いただきたい。ここで決めるわけではないですよね。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  全体の話はまさしくその道立施設全体、人材育成機関を含めて道立施設全体の収入、歳入を
どうしていくのかというところの観点になってきまして、道全体の中での議論になりますから、
そこは最終的に道として方針を決めて、条例で議会の方に出すというふうになってまいります
が、そのあたりについては、今後また動きが見えてきた中で、情報としてお知らせしていくと
いうことになろうかと思います。 

 
○山田委員 
  是非、ものづくり人材を育てるという意味合いから行けば、フルコスト計算というのはいか
にそぐわないかという。激変緩和措置をしても今この水準なので、それで十分分かるかなとい
うように思いますので、その辺を是非考慮していただいて、道としてもっと強力にそういう議
論をしていただきたいと思います。 

 
○開本部会長 
  はい、ありがとうございます。そのほかございますか。 
  はい、それでは、授業料につきましては、引き下げるべきとか、上げる理由が分からないと
か、もっと議論すべきだといった話があったりしていますし、予算についてのご指摘もあると
ころですので、このテーマにつきましては、とりあえず皆様からの意見を踏まえて私と事務局
の方で既に提案している案を維持するのか、表現的にどうするのかといったところを少し詰め
てみたいと思います。その上でまた審議願いたいと思いますので、その点はご一任願いたいと
思います。 

 

（施設外訓練） 

○開本部会長 
続きまして次の議題として「施設外訓練について」の審議に移ります。これまで、技専の施

設内訓練を主に議論してまいりましたが、技専の取組として、離転職者を対象とした民間教育
訓練機関等に委託して実施する委託訓練や、在職者を対象とした能力開発セミナーといった施
設外訓練も行っており、その現状と今後の方向性について議論したいと思います。 
まず、「委託訓練」について、事務局から説明願います。 

 
 

○山口課長 
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  人材育成課長の山口でございます。私の方からは委託訓練について説明申し上げます。お手

元の資料に基づいて説明申し上げます。 

委託訓練とは、職業能力開発促進法の規定に基づき実施する公共職業訓練の一つであり、道

が国から委託を受け、再就職を行うに当たって職業能力の開発を必要とする離転職者の方を対

象に行う職業訓練でございます。実施にあたっては、迅速かつ効率的に行うため、民間教育訓

練機関等に委託して行うものでございます。受講対象者は、ハローワークから受講指示等を受

けた求職者ということになっておりまして、受講料等は無料でございます。ただし、教材費等

については、受講者負担となる場合もございます。それから受講対象者の方が、雇用保険受給

者の場合は支給されている雇用保険失業給付金等が訓練が終わるまでの期間、継続して支給さ

れるという仕組みになっております。 

  その下をご覧ください。技専における委託訓練のかかわりということを図にしたものでござ

います。まず、技専から民間教育訓練機関に①委託というところが出発点となります。それか

ら②の離職者等からハローワークに求職申込みと就職相談を行います。ハローワークが訓練の

必要性を判断いたしまして、訓練を受けた方が良いと判断される離職者の方に受講のあっせん

をいたします。ハローワークから受講者の情報を技専に提供することで応募ということになり

まして、これに対して技専と訓練機関が受講者の決定をいたします。ハローワークを通じて受

講可能かどうか離職者に通知され、離職者はその後訓練を受講するというかたちになります。 

  委託訓練の現状についてですが、過去数年の数字を記載しておりますが、平成２６年は５，

６５５人の訓練定員を準備しておりまして、それに対して４，３６１人の受講者数で、充足率

としては、７７．１％ということでございました。これに対しまして平成２９年の状況をご覧

いただきますと、だんだん就職状況が改善してきているものですから、訓練にいらっしゃる求

職者の方が減っている傾向がございまして、訓練定員数も４，６５９人と減少の傾向にござい

ます。これに対して受講者数は３，４９０人ということで、充足率を計算しますと７４．９％

ということになっておりまして、少し充足率が上がっているところでございます。次に就職者

数の欄をご覧いただきますと、平成２６年の時は３，１３１名でした。これに対して平成２９

年の数字は四角の一番下のところに※で注記がございますけれども、平成３０年の６月末の数

字になっておりまして、毎年度の８月末の数字が最終の確定となっておりまして、これから、

もう少し増えるという動きになっております。就職率をご覧いただきますと平成２６年が７４．

９％、少しその間下がりましたが、平成２９年は７１．０％で、8月末までにもう少し上がる

のではないかとみているところでございます。この委託訓練の中から特に人手不足分野の委託

訓練の実績を抜き出したものをこちらにお示ししてございます。「介護」「保育」「建設」の

数字を記載しております。実績の数字は平成２８年の数字をご覧いただければと思いますが、

介護につきましては、受講者数が７２５名に対して就職者数が５５３名で就職率が７９％とな

っております。保育につきましては、受講者数が７６名に対して就職者数は６４名で就職率は

８８．９％、建設につきましては受講者数が３７名に対して就職者数が２９名で就職率は７８．

４％となっております。いずれも全体平均の就職率よりも少し高めの就職率となっております

ので、人手不足分野での就職率が高いということが言えると考えております。その他さらに詳

細な実績の数値は次の２ページにつけてございますので、後程ご覧いただければと思います。 

次に１ページにお戻りいただきまして、今後の運営方針の策定に向けた考え方（案）の欄を

ご覧いただければと思います。委託訓練につきましては、人手不足分野など雇用吸収力のある

産業等への就職を促すとともに、求職者ニーズや求人者ニーズに機動的に対応し、民間や地域

の人材育成資源を有効に活用して多様な職業訓練の受講機会を確保でございますので、引き続

き着実な実施が必要と考えております。雇用情勢の改善を背景に定員充足率は若干低下傾向に

あるわけでございますが、訓練生となった求職者の方が委託訓練で習得した能力を活かして就

職できるように就職率を上げていくということが重要だというふうに考えております。それか

ら、訓練コースの設定に当たりましては、人手不足分野での人材育成や、非正規労働者の正規

化、子育て女性等の再就職・復職支援に資する訓練等、地域の訓練ニーズにきめ細かく対応し

ていくことが必要があるというふうに考えております。以上でございます。 

 

○開本部会長 

  ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問をお願いいたします。 
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○開本部会長 

  特に質問もなくみなさん異存は無いということで承ります。 

 

（能力開発セミナー） 

○開本部会長 

 それでは、能力開発セミナーについて、事務局から説明願います。 
 
○内藤職業訓練担当課長 
  「能力開発セミナー」について、ご説明いたします。資料４をご覧ください。 
  「能力開発セミナー」とは、職業能力開発促進法に基づき、技専が実施をいたします公共職
業訓練の一つである、在職者向けの職業訓練です。自社で在職者の能力開発等を行うことが難
しい中小企業の実態を踏まえまして、中小企業の在職者を対象に、生産技術の進歩等に対処す
る能力の開発や管理監督、管理サービスに必要な知識・技能の付与を行い、資質向上を図るこ
とを目的としたものでございます。技専が地域の企業団体と連携をいたしまして、地域におけ
る訓練ニーズを把握し、ニーズを踏まえた訓練コースを設定して、技専の職業訓練指導員また
は外部講師により、技専内または外部会場を借り上げて、訓練の実施をしています。 

  能力開発セミナーの現状ですが、平成２６年度以降の開催実績を中程の表に載せております。 
特に２７年度以降は、人手不足への対応ということで、「ものづくり分野」や「建設分野」を
優先的に実施をしておりまして、平成２９年度の実績で、全４８コース、うちものづくりや建 
設といった技術系を２４コース実施しており、本年度の計画では全部で５２コース、うち技術
系を２７コースを予定をしています。また、能力開発セミナーの受講者の満足度ですが、受講
者アンケートで「大変良い」「良い」といったプラス評価の回答者が９０％以上であり、高い
評価を受けています。 
今後の運営方針の策定に向けた考え方ですが、道内には自社で在職者の能力開発等を行うこ

とが難しい中小企業が多く、技専が実施する在職者訓練である「能力開発セミナー」は、受講
者からの評価も高く、企業や在職者にとって有効な職業訓練の機会となっており、今後とも地
域の産業界のニーズに応え、「能力開発セミナー」の実施により、在職者の職業能力開発を推
進することとしたいと考えております。以上でございます。よろしくお願いします。 

 
○開本部会長 
  ただいまの説明に対して、ご意見・ご質問をお願いいたします。 
 
○藤川特別委員 
  コースの設定で、定員１０名以上となってます。地場の中小企業のためにという大前提があ
るもんですから、１０名ではなくてね、その辺をもうちょっとこう、５名とか、その辺のフレ
キシブルな対応を前向きに考えていただきたい。 

  どうしてもですね、札幌地区でないとなかなか集まらないんですよ。じゃあ札幌に行きなさ
いと言っても働いている職人ですから、じゃあ諦めますという話にもなりますし。地方で５人
とか６人でなんとかやりたいんでお願いしたいんだといった要望もありますので、その辺のと
ころ、特に中小のためということでお考えであるならば、国との関係もあるのかもしれません
が、予算の絡みもあるのかもしれませんが、その辺はちょっと前向きに考えていただきたいな
というお願いごとです。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  定員１０名以上、これを基本にしておりますけれども、最低５名、そのくらいでやっており
ますので、いずれにしても、地域の特に中小企業の自社で教育していくというところをサポー
トしていくということ、下限はございますが、地域ニーズに合わせてやっていきたいと考えて
おります。 

 
○桑原委員 
  技専さんの行う事務系のセミナーって、例えばどのようなものがメニューとしてあるんでし
ょうか。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  ＯＡのパソコン系をやっているケースが数としてはございます。ＯＡ事務ですね。 
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○開本部会長 
  そのほかご意見・ご質問ございますか。 
 
○門馬特別委員 
  参考までにお聞きしたいのですが、技専の中で北見の実績が高いんですけど、これはどうい
った分野が多いのか教えていただきたい。例えば２９年度は北見は１２コースやられているの
ですが、道内で一番高くなっているんですが、どういった分野を北見は重要分野としているの
ですか。 

  あと、同じように稚内が人口比の割にはすごく実績が多いなというふうに見ていたんですけ
れども。 

 
○宮森主査 
  北見技専管内には職業訓練法人が多くあり、地域のニーズを細かく吸い上げていて、例えば
土木施工管理技士であるとか、先ほど仰られたＯＡ系のものですとか、訓練法人が多いのでそ
の取組により結果として多くなるということです。 

 
○門馬特別委員 
  特定のどの分野が多いのではなくて、いろいろな種類のいろいろなコースを設置してやって
おられるということですね。 

 
○宮森主査 
  地域ごとにいろいろなニーズを踏まえてやっているので、結果的に多くなっているものです。 
 
○内藤職業訓練担当課長 
  稚内の方につきましては、施設内訓練をやっておらず、委託訓練とこの能力開発セミナーを
中心にということもあって、件数的にも多くなっています。 

 
○布川特別委員 
  稚内はほかに訓練というのがないんですよね、技専さん以外。人口比でいうとすごく多いな
と見ていたんですけれども。 

 
○内藤職業訓練担当課長 
  稚内分校自体は、今は施設内訓練をやっておりませんが、地域の職業訓練の中心としてやっ
ているということでございます。 

 
○開本部会長 
  はい、ほかにございませんか。それではこのテーマにつきましては基本的にご質問とご要望
に留まっておりますので、基本的には事務局の提案に基づいて進めていきたいと思います。 

 
（訓練体制について） 

○開本部会長 

  それでは、本日最後の議題である「訓練体制について」の審議に移ります。これまで、「今後

の技専の運営方針」策定に当たっての基本的な考え方と、訓練内容、訓練科目、入校促進など

の個別課題について議論してまいりましたが、最後に、現在の技専の８校による訓練体制につ

いて、議論をしたいと思います。 
まず、事務局から説明を願います。 

 
○内藤職業訓練担当課長 

「訓練体制」について、ご説明します。これまでの基本的な考え方及び個別課題についての

ご議論を踏まえて、現在の技専の８校による訓練体制について、ご審議いただきたいと思いま

す。   

 資料５をご覧ください。６つの連携地域を基本とした８校体制により、今後とも、地域に密

着した人材育成を推進していくべきではないか、という論点を示しております。訓練体制の現
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状ですが、まず、中長期ビジョンに基づく技専の配置の見直しとして、６つの連携地域を基本

に、１０万人以上の中核都市に設置している拠点校８校（１分校）を存続する一方、 ５万人程

度の中核都市に設置していた地方校である滝川・網走の２校を同じ連携地域内の拠点校である

札幌・北見に統廃合し、６つの連携地域を基本とした８校体制を整備しました。また、技専の

施設内訓練の訓練科目の見直しとして、民間との役割分担を踏まえて、事務系の科目や、同じ

連携地域内で民間の専門学校等と重複している科目を廃止するとともに、道央３校の訓練体制

について、札幌・室蘭・苫小牧のものづくり産業の特徴を踏まえ、訓練科目を再編したことに

より、技専の施設内訓練をものづくり関連分野に特化しました。また、技専の職業訓練機関と

しての役割として、他の職業訓練機関と役割分担し、技専は、高卒者・離転職者向けに、長期

間の体系的な訓練により、企業の中核を担う技能者を育成する役割を果たすこととし、地域の

産業を支える質の高い技能者を育成しています。 

そして、技専の修了生の就職状況ですが、技専の修了生の８割近くが、技専が所在する連携

地域内に就職しており、また、技専の平成２６年度修了生の３年後の職場定着率は６５．９％

で、道内の平成２６年卒の新規高卒就職者の３年後の定着率５３．１％と比べると１２．８ポ

イント上回り、技専修了生の職場定着率は高くなっており、技専は、地域の産業界が求める、

ニーズに合った人材を輩出しています。このような技専の訓練体制の見直しの経過、現在の役

割、成果などを鑑みて、今後の運営方針の策定に向けた考え方として、技専は、地域に密着し、

ものづくり関連を重点に、地域の人材ニーズに対応した職業訓練を実施し、道内各地域の産業

を支える質の高い技能者を育成・輩出している、技専が、今後ともこうした役割や機能を果た

していくため、 ６つの連携地域を基本とした８校体制を維持していくこととしたい、と考えて

おります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

○開本部会長 
  ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問をお願いいたします。 

 

 （発言なし） 
 
○開本部会長 
  特にご意見がないということであれば、現行の６つの連携地域を基本とした８校体制を維持
していくというように考えるということでよろしいでしょうか。 

 

 （はいという声あり） 
 
○開本部会長 
  では、その方向で答申案に考え方を反映させていただきたいと思います。 
  予定していた議題は概ね終わっているのですが、１点だけ補足でご意見を伺いたいところが
ございます。先ほど議題となりました入校促進策の中で、新規高卒者の募集時期について、従
前どおりでよろしいか、それとも前倒しすべきかというところで、ご意見をいただいていると
ころであります。既に山田委員と布川特別委員からご意見をいただいているところであります
が、その他の方から、この点についてどう考えておられるかお伺いしたいと思うものですから、
何かご意見をいただけないかと思います。 

 
○李特別委員 
  基本的にこれだけ入校者が減っている中で、入校者を増やすために募集時期や選考時期を検
討するという原案どおり賛成したい。 

 
○川合特別委員 
  これだけ定員割れしている状況下ですので、前倒しでＰＲするということでよいと思います。 
 
○齊藤特別委員 

  一点質問をしてよろしいですか。新規高卒者の就職の協定というのはどうなっているのです
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か。大学の場合は、日経連との就職協定がありますけれど、大多数は無視というか適用除外で

すから。高卒の関係についてはどうなっているのかの決めごとの確認なのですけれども。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  それにつきましては、説明が不足していましたが、お配りした資料２－２の１ページ目の右

側の方に参考ということで、「新規高卒者の就職に関する申合せによる選考スケジュール」と

ありまして、求人の受付開始は６月１日から、求人の公開が７月１日から、推薦開始が９月５

日から、選考・採用内定開始が９月１６日からとなっていまして、先ほどご説明した私どもの

技専が入校募集周知を開始しているのが、選考・採用内定開始日、いわゆる就職解禁日と言わ

れています９月１６日にしているところであります。 

 

○齊藤特別委員 

  どことどこの申し入れなのですか。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  高校は、基本的にハローワークからきた求人に対して先生がこの子を推薦するという学校か

ら紹介するという形を取っていて、この日付できっちり進んでいるというような形となってい

ます。 

 

○齊藤特別委員 

  私立も一緒なのですよね。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  縁故採用のみはこのルールから外れますが、あとは一緒です。 

 

○齊藤特別委員 

  個人的にこれは非常に問題があると思います。職業選択の自由からおかしいと思っています。 

高校生は１社しか受けられない。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  最初は１社だけですけれど、途中からは２社になります。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  １１月１日からは２社受けられるということになっています。 

 

○齊藤特別委員 

  技専は就職に密接に関わるわけですから、他の学校とは少なくとも一緒にしてもらった方が

良いという気がするのですけれども。 

  高校生の申合せについては、もう一度調べていただいて。具体的にどこなのか。事実が分か

らないのでその辺をお願いします。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  就職に関する申合せについてですね、北海道高等学校就職問題検討会議で、経済団体、道や

教育庁や北海道労働局も入って、毎年、新規高卒者の就職に対する申合せというものを決めて

おりまして、それに基づいて採用活動をやっていきましょうとなっています。それが先ほど言

いましたスケジュールとなっています。 

 

○齊藤特別委員  

  北海道の場合は９０％後半が中小企業です。全てが経済団体に入っているわけではないです

よね。 

 

○土屋職業能力担当局長 
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  道経連と中小企業家同友会も入っています。 

 

○田中特別委員 

  もし、可能であれば、募集開始は良いと思うのですが、選考に関して、４月中旬・下旬から

の入校に関しても対応できるような募集・選考を行ってはどうかというお話しだったと思うの

ですけれど、この取組のため、選考を１１月だけではなくて、１月とか２月とかもう１・２回

選考時期を増やすということを検討していただければなと思います。なぜなら、１月に就職先

が決まっていない子だけではなく、１月・２月に決まっていない子の選択肢として技専が浮上

できれば良いのかなと。ご検討いただければと思います。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  既に定員を満たさないところについては、追加募集をしているところです。今お話しのあり

ましたように選考時期については、ご意見としていただいて検討してまいります。 

 

（その他 訓練科目について） 

○開本部会長 

  第１回から本日まで、３回にわたり議論した内容を踏まえまして、次回の第４回部会では、

審議を付託された当部会としての「今後の技専の運営方針」の答申案について、審議したいと

考えております。 

  答申案につきましては、私と事務局とで整理をし、次回の部会にお示ししますが、それまで

の間に必要に応じて、委員の皆様に意見照会をさせていただくこともあろうかと思いますので、

その際はどうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、「その他」に移りますが、事務局から、訓練科目について説明がありますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  「その他」といたしまして、訓練科目の検討状況について説明させていただきます。 

  前回、第２回の部会におきまして、施設内訓練の訓練科目について、新たな評価項目を加え

た評価を実施いたしまして、Ｃ評価となった１６訓練科についての今後の方向性について委員

の皆様にご説明をし、ご了承いただいたところであり、その際に、次回の部会で、事務局より

具体策を提示して審議いただく予定としていたところでありました。前回の部会以降、各技専

の学院長を交えて議論を行い、具体策の提示に向けて、各技専において各関係業界団体の意向

確認などを進めているところであります。 

  先ほど、訓練体制につきましては、６つの連携地域を基本とした８校体制の維持についてご

了承いただきましたので、これを踏まえまして、訓練科目の見直しにつきまして、引き続き、

各技専、関係業界団体の意向確認などを行い、次回の第４回部会におきまして、具体的なご議

論をいただけるように準備を進めてまいります。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

○開本部会長 

  せっかくの機会でありますから、各委員で他に意見があればお願いします。 

 

○齊藤特別委員  

  確認ですが、新規高卒者の募集の時期について確認を取ってませんよね。次の第４回でとい

うことですか。 

 

○開本部会長 

  ご意見をいただいて、どういった方向なのかなというところを私と事務局なりで考えさせて

いただきたいなと。 

 

○齊藤特別委員 

  あえて意見を言いますが、平成２５年度までは周知開始が６月中旬になってましたよね。そ

れと平成２６年度からは９月１６日になっていますけれど、私は平成２５年度以前に戻すべき
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と思います。 

 

○開本部会長 

  その他よろしいでしょうか。 

 

 （発言なし） 

 

  それでは、以上で本日予定の議事を全て終了し、進行を事務局にお返しいたします。 

 

５ 閉 会 

 

○酒井主幹 

  開本部会長、ありがとうございました。 

次回、第４回の職業能力開発部会におきましては、只今、部会長からお話がありましたとお

り、「今後の技専の運営方針」の答申案についてご審議いただく予定としており、答申案の作

成準備の都合から、部会の開催は、１０月中旬から下旬を予定しておりますので、後日あらた

めて日程調整をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして平成３０年度第３回北海道労働審議会職業能力開発部会を終了

いたします。本日は誠にありがとうございました。 

 


