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平成 30年度第４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 11月６日（火）15:00～17:18 

                       場所 経済部会議室 

 

 

１ 開 会 

 

○酒井主幹 

ただ今から、平成 30年度第４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。恐れ入りますが、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 10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。 

また、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御出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 本日は、今年度 3回にわたり当部会においてご議論いただきました「今後の高等技術専門学

院の運営方針」の答申原案につきまして、ご議論いただくとともに、第 10次北海道職業能力開

発計画平成 29年度進捗状況につきまして、ご報告をさせていただきます。 

どうぞ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とキャリアバンク株式会社人材開発事業部部長の

田中様は、本日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。 

 

○開本部会長 

では、本日の議題でありますが、北海道労働審議会から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」でございます。 

    これまで当部会では、３回にわたり、技専の現状や取り巻く状況を踏まえ、今後の技専の運

営方針の基本的な考え方、訓練科目の評価、入校促進策、施設外訓練、訓練体制などについて

審議してきました。 

  第４回となる本日は、これまでの議論を踏まえ、当部会としての「今後の技専の運営方針」

答申（原案）について、私と事務局とで整理しましたので、委員の皆様にご審議いただきたい

と思います。 

    なお、全体としてボリュームがありますので、議事を円滑に進めるために、３つに区切って、

議論を進めますので、ご了解願います。 

    それでは、事務局から説明願います。 
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○内藤職業訓練担当課長 

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

説明させていただきます。座って説明させていただきます。 

  まず、「今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）」答申の原案につきまして、これまで

３回にわたり、当部会においてご報告し、ご審議いただいた内容を基に作成いたしました。 

  まず、配付資料についてご説明いたしますと、資料の１－１として二つ折りにしてございま

すＡ３の資料、こちらが答申原案の概要でございます。その下、資料１－２、こちらが答申原

案の本文でございます。その資料１－２の参考資料として、Ｃ評価となった 16訓練科の評価に

関する補足資料をつけてございます。その下、資料１－３が答申原案に係る部会での審議経過

や考え方を整理したものでございます。その資料１－３の参考資料として、これまでの部会で

お示しをした資料を抜粋したもの、そしてその下に資料１－４として本日現在の策定スケジュ

ール案をお示ししたものをつけてございます。 

  なお、労働審議会及びこれまでの当部会での意見の要旨と前回の第３回部会の会議録につき

ましても、机上に配布をしてございます。 

  それでは、資料１－２の答申原案の本文に基づきましてご説明をさせていただきます。 

  まず、表紙をめくっていただきまして、目次をご覧ください。全体構成ですが、「１ 運営

方針の概要」「２ 技専を取り巻く状況」「３ 技専の現状」「４ 中長期ビジョンの評価」

「５ 技専の課題」「６ 今後の技専の方向性」「７ 今後の技専の運営方針」「８ 推進管

理」となっており、これは第１回の部会でお示しした「項目イメージ」に沿ったものとなって

おります。 

  まず、１ページの「１ 運営方針の概要」から、１６ページにあります「５ 技専の課題」、

こちらまで、一括して説明をさせていただき、その後意見交換に入らせていただきたいと思い

ます。 

  それでは１ページをご覧ください。「１ 運営方針の概要」につきましては、第１回の部会

でご説明をいたしました「策定の趣旨」を記載しております。(2)の「対象期間」につきまして

は、第１回部会でご説明いたしましたとおり、来年度の 2019年度から、現在の北海道総合計画

の最終年度である 2025年度までの７年間としております。 

  「２ 技専を取り巻く状況」につきましては、本道の人口の推移、雇用・就業の動向、職業

能力開発に関わる機関等について、第１回の部会でご説明した内容を記載しております。内容

につきましては、部会での説明と重複いたしますので省略させていただきます。 

  飛びまして、５ページからは「３ 技専の現状」といたしまして、これまでの技専の変遷、

平成 20年度から概ね 10年間の「中長期ビジョン」における取組、現在の技専の配置の状況、

施設内訓練の訓練内容、入校・就職の状況、施設外訓練である委託訓練と在職者訓練の状況に

つきまして、これまでの部会でご説明させていただいた内容を記載しております。こちらも、

内容が重複いたしますので説明は省略させていただきます。 

  12 ページからは「４ 中長期ビジョンの評価」といたしまして、(1)中長期ビジョンの総括

について、第１回部会でご説明いたしました「中長期ビジョン評価の概要」を基に記載をして

ございます。 

  次の 13ページ、(2)の施設内訓練における訓練科目の評価につきましては、第２回部会でご

説明をいたしました「施設内訓練における訓練科目の評価」を基に記載しております。 

  前回の第３回部会におきまして、施設内訓練の訓練科目の見直しにつきましては、各技専の

関係業界団体の意向確認や調整などを行い、第４回部会におきまして、具体的なご議論をいた

だけるよう準備を進める旨お話ししておりましたので、この「訓練科目の評価」につきまして

は、補足説明をさせていただきます。 

   13 ページの(2)にございますとおり、中長期ビジョンにおきましては、施設内訓練の訓練科

目につきまして、「応募倍率」と「就職率」の２つを評価項目として、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階で

評価し、「応募倍率」が 0.9倍未満または「就職率」が 80％未満のどちらかに該当するＣ評価

科目について、その要因を検証し、今後の見直しの方向性を示すこととしております。 

  中長期ビジョンの第Ⅲ期中期構想期間における訓練科の評価結果は、その次の 14ページの表

にございますとおりであり、Ｃ評価となった訓練科は 16訓練科となっております。 

  今回の技専の運営方針の策定に当たりまして、Ｃ評価となった 16訓練科につきまして、平成

29年１月に北海道労働審議会より提言のありました「訓練生の満足度」、「関連業界就職率」、
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「雇用の質」こちらは正規雇用の割合でございますが、それと「企業の評価」、これら４項目

に、本年度の第１回部会で山田委員より提案をいただきました「求人倍率」を加えた５項目に

より、第２回の部会におきまして総合的な評価を行ったところであります。 

  資料１－２の参考資料として、お配りしている「新たな評価項目によるＣ評価 16訓練科の評

価」の方をご覧いただきたいと思います。 

  こちらの方に今申し上げました新たな評価項目の評価内容と調査方法等を書いてございます

が、「訓練生の満足度」、「関連業界就職率」、「雇用の質」、「求人倍率」につきましては、

アンケート調査や各技専からの定例報告により数値を把握いたしました。 

  なお、「企業の評価」につきましては、関係業界団体や修了生を採用した企業等にヒアリン

グを行い、現状分析や今後の見直しの方向性の評価に反映をさせました。参考資料の「１ 評

価指標の状況」に、Ｃ評価 16訓練科のそれぞれの評価項目の数値を１ページから３ページにか

けて記載をしております。 

  これらの評価指標により、それぞれの訓練科の課題やその要因の把握に努めますとともに、

地元関係業界団体や企業等にヒアリングを行い、今後の見直しの方向性などを評価としてまと

めましたのが、参考資料の４ページからの「２ 訓練科の評価」になっております。こちらは

Ｃ評価 16訓練科につきまして、それぞれ評価指標の状況、また企業等からのヒアリングの状況

を踏まえて記載をしてございます。 

  こうした評価を行いました結果の概要を取りまとめましたのが、資料１－２の答申原案本文

の方に戻っていただきまして、15ページの「Ｃ評価となった訓練科の評価」になります。 

  Ｃ評価となった訓練科は、いずれも就職率につきましては基準を上回っているということで、

就職率は良好でありまして、地域が求める人材を育成する機能を果たしていると認められるも

のの、応募倍率がいずれも基準を下回っておりますことから、地域や産業界などと連携をして、

入校促進を図っていくことが必要であるとしております。 

  そうした入校促進を図るための今後の取組の方向性でございますが、まず、広報活動の充実

強化など、地域や関係業界などと連携したより一層の入校促進策に取り組むこと、民間教育訓

練機関との役割分担につきましては、連携地域ごとにおける施設内訓練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ず、今後とも、「ものづくり関連」分野に重点化した訓練

科体制を維持していくこと、地域の産業情勢や人材ニーズに対応し、施設内訓練の訓練内容や

入校定員など今後とも必要な見直しを行っていくこと、これらを共通の取組の観点として掲げ

ております。 

  また、その下に、応募倍率や関連業界就職率、地域の業界団体等のヒアリングにより把握い

たしました地域の産業界の人材ニーズなどを踏まえまして、訓練内容や入校定員などの見直し

が必要とされた個別の訓練科の評価を記載してございます。 

  先ほどの参考資料として掲げておりました 16訓練科の評価の中で、今後の見直しが必要であ

るという評価をしているものを抜粋して記載したものでございます。 

  順にご説明いたしますと、旭川技専の「色彩デザイン科」につきまして、地元業界が求める

塗装とデザインの幅広い技能を持った人材を育成するよう、訓練内容や訓練課程等の見直し等

の検討を行うこと。 

  北見技専の「造形デザイン科」について、建具・インテリア関係の技能を持った人材ニーズ

が高く、地域の産業情勢や人材ニーズに対応した訓練内容の見直し等を検討すること。 

  同じく、北見技専の「電子機械科」について、電子技術よりも機械技術に関する人材ニーズ

が高いことから、地域の産業情勢や業界のニーズに対応した訓練内容の見直し等を検討するこ

と。 

  また、帯広技専の「造形デザイン科」につきまして、管内の関連企業の求人が少ないことな

どから、適正な訓練定員への見直しを検討すること。 

  また、一番下でございますが、函館・旭川・北見・釧路にありますそれぞれの「建築技術科」

につきましては、特に応募倍率が低い状況にございますが、人手不足が顕著な分野であります

ことから、新規高卒者のみならず既卒者や女性など建築業に興味のある方々の入校促進を図り、

地域の人材ニーズに応じて、訓練内容や訓練課程の見直し等も検討することとしております。 

  ここに掲げました個別の訓練科につきまして、地元業界団体等の人材ニーズなどを踏まえた

見直しの方向性に沿って、後ほどご説明いたします今後の技専の運営方針の中で、訓練科目の

転換や訓練課程・カリキュラム等の見直しなどの具体の内容を記載してございますので、後ほ
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ど、ご説明をいたします。 

  次に 16ページをご覧ください。これまでご説明いたしました現状や評価を踏まえまして、「５ 

技専の課題」として、大きく３点にまとめて掲げております。 

  １点目は、「応募者・入校者・定員充足率が減少傾向」にあることでございます。少子化の

進行や雇用情勢の改善などから、技専の施設内訓練の応募者、入校者及び定員充足率の減少傾

向が続いており、地元自治体や関係機関などと連携して、技専のＰＲや情報発信をはじめ、募

集・選考方法の改善など入校促進策を展開することが必要であること。地域の産業情勢や人材

ニーズに対応し、施設内訓練の訓練内容や入校定員など、今後とも見直しを行っていくことが

必要であることを掲げております。 

  ２点目は、「人手不足や労働力人口の減少に対応した産業人材の育成・輩出」です。人口減

少や少子高齢化が進行する中、ものづくり関連分野など幅広い分野で人手不足が深刻化してお

り、地域経済を持続的に発展させるために、技専は、道内各地域のものづくり産業などを支え

る人材の育成・輩出を一層促進していく必要があること、将来にわたる生産年齢人口、労働力

人口の減少に対応するために、技専は、新規学卒者をはじめ、学び直しの既卒者や、女性、障

がい者など多様な人材の職業能力を開発し、労働市場への参加を促進し、全員参加型社会の実

現に貢献していく必要があること、新規高卒者数は今後もゆるやかに減少が続く見込みであり

ますことから、既卒者や離転職者など、ものづくりに興味のある人材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ことを掲げております。 

  ３点目として、「官民の職業教育訓練機関との連携」です。求職者や在職者が豊かな職業生

活を実現できるよう、多様な職業能力開発の機会を提供することが重要であり、技専は、国や

地域、民間の職業教育訓練機関と効果的に連携して、それぞれの強みを活かした職業教育訓練

を行っていく必要があること、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

一層促進していきますが、民間の専門学校等との役割分担については、今後も、「民間にでき

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、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ことが必要で

あること、これらを課題として掲げております。 

  こうした課題の認識が、今後の技専の方向性の「基本的な考え方」に繋がるものと考えてお

ります。 

  それでは、一旦ここまでの説明は終わらせていただきます。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。 

 

○布川特別委員 

  16ページの「５ 技専の課題」のところの(2)なのですが、(2)の一番下のポツのところで、

「既卒者や離転職者など、ものづくりに興味のある人材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す」というように書いてありまして、新規高卒者がどん

どん減っていく中では当然だとは思うのですが、既卒者やあるいは離転職者、どちらかという

と新規高卒者をかなり入れてらっしゃるという感覚はあるんですけれども、今後、それでは当

然行き詰まるというのは目に見えているわけですから、この既卒者や離転職者に対して促進す

る方策として、「必要です」というように書いてあるんですけれども、もし、今何か、少しで

も具体的に考えてらっしゃることがあれば、お聞かせいただければと思います。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  こちらにつきましては、まずは課題認識として、こういった課題を掲げておりまして、既卒

者の入校促進が今後とも重要であるということは、これまでの部会の中でもご議論いただいて、

方向性としてはご了承いただいておりましたので、次に説明をいたします「今後の技専の運営

方針」の中で、既卒者の入校促進ということで、「学び直し自己推薦制度の拡充」であります

とか、「募集期間の延長」、また訓練科目の見直しの中で既卒者の方にも入校しやすいような

１年制の訓練課程のモデル導入といったところを具体の取組として考えており、これらにつき

ましては、この次の「今後の運営方針」の中で説明させていただきます。 
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○布川特別委員 

  わかりました。 

 

○開本部会長 

  ほかにご意見・ご質問ございますか。 

  それでは、特段、修正意見がないというふうに判断いたしますので、原案どおりご了承いた

だくということでよろしいでしょうか。まずこの部分までですね。 

 

 （全員同意） 

 

  はい、どうもありがとうございます。 

  それでは引き続き第６項以降ですね、事務局からの説明をお願いします。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  続いて、資料１－２の答申原案の本文 17 ページ「６ 今後の技専の方向性」から、21 ペー

ジまでの「(3) 入校生の確保対策」の最後までを説明いたします。 

  資料１－３の参考資料として、答申原案に係るこれまでの部会での審議経過や考え方を整理

していますので、合わせてご覧いただきたいと思います。 

  まず、17 ページでございます。「６ 今後の技専の方向性」の「(1) 基本的な考え方」で

ございますが、１点目、「地域産業を支える人材の育成」、２点目、「全員参加型社会の実現

への貢献」、３点目、「官民の効果的な連携」です。 

   これらにつきましては、第１回の部会で了承されました「運営方針の策定に当たっての基本

的な考え方」を記載いたしましたので、この内容につきましては了承されたものとなっていま

す。 

  その下、(2)の目標指標といたしまして、この基本的な考え方に基づく取組を進めていくため、

この運営方針の最終年度である 2025年度の目標値を定めることとしております。 

  この目標指標を掲げることにつきましては、第１回部会でお配りした「項目イメージ」の中

でもお示しをしておりましたが、この運営方針の目標を明確にするとともに、取組の効果を検

証し、改善を図るために、数値による目標指標を設定することとしたものでございます。 

  目標指標として４つの指標を掲げております。 

   １点目は「技専（施設内訓練）修了生の就職率」です。技専の施設内訓練は、地域の産業を

支える人材を育成して、地域に送り出すことを最も果たすべき役割としてございますので、修

了生が実際に職業人として就職することを目標指標としたものです。目標値につきましては、

現行の第 10次北海道職業能力開発計画におきまして、目標値 100.0％を掲げており、これに準

拠しております。 

  ２点目は「施設外訓練（委託訓練）の修了生における就職率」です。技専の施設外訓練であ

る委託訓練は、求職者が就職するために必要な職業訓練を行うものであり、修了生が実際の就

職に結びつくことを目標指標とするものです。目標値につきましては、同様に現行の第 10次計

画において目標値 77.0％を掲げておりまして、これに準拠いたします。 

   ３点目は「能力開発セミナー（在職者訓練）受講者の満足度」です。技専が実施する在職者

訓練である「能力開発セミナー」は、技専の取組の柱の一つであり、その効果を図る指標とし

て、受講者の満足度を目標指標とするものです。目標値につきましては、同様に現行の第 10

次計画におきまして目標値 97.0％を掲げており、これに準拠いたします。 

   ４点目は「技専の（施設内訓練）における既卒者の入校者数」です。先ほど課題の中でも触

れましたが、新規高卒者数は今後もゆるやかに減少が続く見込みである中で、基本的な考え方

にもあります全員参加型社会の実現への貢献の観点からも、既卒者の入校促進を図ることが重

要であり、第３回部会におきましても、既卒者の入校促進に向けた新たな取組についてご了承

いただいたところでございますので、そうした取組の効果を検証し、改善を図るために、目標

指標として設定するものです。 

  目標値につきましては、本年度の既卒者の入校者数 60名と比較して、2025年度は 120名と

倍増を図ることとしております。 
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   続きまして、18ページをご覧ください。「７ 今後の技専の運営方針」でございます。ただ

いまご説明した基本的な考え方に基づき、今後進めていく取組を記載しております。 

  なお、職業訓練を取り巻く状況や雇用情勢のさらなる変化に対応していくため、運営方針の

対象期間中でありましても、情勢を見極めつつ、必要に応じ、見直しを行っていくことといた

します。 

  まず、「(1) 訓練体制」につきましては、第３回の部会で了承いただいた内容を記載してい

ます。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・輩出する役割を果たしており、

今後ともこうした役割を果たしていくため、現在の６つの連携地域を基本とした８校１分校体

制を維持していくこととしています。 

  「(2) 施設内訓練」につきまして、まず、アの訓練科目の分野につきましては、中長期ビジ

ョンに基づき、民間との役割分担を踏まえ、「ものづくり関連」分野に重点化し、訓練科目を

配置しております。「ものづくり関連」分野は、本道経済の基盤となる分野であり、産業界か

ら高い人材ニーズもありますが、教育訓練のための装置や設備等が必要で、民間では実施が難

しいことなどから、公共職業能力開発施設である技専が人材育成を担うべき分野であり、技専

の訓練科目については、今後とも「ものづくり関連」分野に重点化した訓練科体制を維持し、

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ととしております。 

   イの訓練科目の内容につきましては、先ほどご説明いたしました中長期ビジョンの第Ⅲ期中

期構想期間における訓練科の評価を踏まえ、地域の産業界の人材ニーズや雇用吸収力などに対

応し、既卒者や女性など多様な人材の労働市場への参加を促進するよう、施設内訓練の訓練科

目や訓練課程・カリキュラムについて必要な見直しを進めることといたします 

   その内容でございますが、先ほどの訓練科目の評価で見直しが必要とされた、個別の訓練科

について、地元関係業界団体の意向の確認や調整などを行っており、評価で示した方向性に沿

った見直しを検討していくこととしております。 

   まず、訓練科目の転換として、北見技専の「電子機械科」におきまして、地元から電子機器

製造企業が撤退した以降は、電子技術よりも機械技術に関する人材ニーズが高いことから、機

械技術系の技能を習得する訓練カリキュラムに見直し、「機械技術科」への科目転換を検討い

たします。 

   19ページに移りまして、旭川技専の「色彩デザイン科」におきまして、塗装とデザインの幅

広い技能を持った人材ニーズが高いことから、そうしたニーズに対応した訓練カリキュラムの

見直しを検討いたします。また、既卒者が入校しやすい訓練課程についても検討いたします。 

  北見技専の「造形デザイン科」におきまして、建具・インテリア関係の技能を持った人材ニ

ーズは高く、現在、家具製造の技能に関する人材ニーズは低いことがございまして、建具やイ

ンテリア関係をより取り入れた訓練カリキュラムの見直しを検討することとしております。 

  また、入校者の減少傾向が続いている技専の「建築技術科」におきまして、これまでの建築

大工志望者のほか、既卒者や女性など、建築業に興味のある方の入校促進を図り、地域の人材

ニーズに応じて、訓練課程や訓練カリキュラムの見直しを検討いたします。この「建築技術科」

の中では、特に、女性が建築関係で関心があり馴染みやすい、設計や施工管理といった訓練内

容を取り入れていくことを検討をしているところでございます。 

  また、人手不足が顕著で地域の人材ニーズの高い分野の訓練科におきまして、既卒者の求職

者や離転職者が基礎的な技能・資格を習得し、早期の再就職が可能となるよう、１年制のモデ

ル的な導入について検討を進めているところです。 

    この１年制モデル導入対象として、今、検討に上がっておりますのは、旭川技専の「色彩デ

ザイン科」、北見技専や釧路技専の「建築技術科」での訓練課程の見直しとして、１年制をモ

デル的に導入をしてはどうか、現在、地域の業界団体等と意見交換をしているところでござい

ます。 

  今後、他の技専の訓練科におきましても、人手不足や業界のニーズ等により、１年制のモデ

ル的な導入を検討していく考えでございます。 

  この下、ウの入校定員の見直しにつきましては、これまでも定員充足率を勘案して、必要な

見直しを行ってきておりますが、受講ニーズや求人ニーズに対応して、技専の効率的かつ効果

的な訓練を実施するため、応募・入校状況に応じ、地域の産業情勢や雇用吸収力を踏まえ、入

校定員の増減について検討いたします。 
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  なお、見直しが必要とされた個別訓練科の中で、先ほど帯広技専の「造形デザイン科」につ

いて、訓練定員の見直しを検討するということで出ておりましたが、この帯広技専の「造形デ

ザイン科」におきましては、訓練生は地元への就職を希望する者が多いにもかかわらず、なか

なか管内の関連企業の求人が少ないことなどから、適正な訓練定員へ見直すことを検討してい

く考えであります。 

  エの訓練科目の評価について、今回の運営方針の策定に向けた訓練科目の評価と同様に、既

存の評価項目である「応募倍率」と「就職率」に、「訓練生の満足度」や「関連業界就職率」、

「雇用の質（正規雇用の割合）」、「求人倍率」、「企業の評価」を加えるほか、これまでも

定員見直しの際の基準となっている定員充足率を勘案するなどして、総合的な評価を行い、訓

練科目の訓練課程やカリキュラム、入校定員など必要な見直しに反映させていく次第でござい

ます。 

  なお、今回の訓練科目の評価におきましては、評価項目の数値を把握し、総合的な評価を行

いましたが、評価基準などの設定につきましても、今後検討を進めていきたいと思っておりま

す。 

  「(3) 入校生の確保対策」におきましては、技専の施設内訓練の応募者や入校者数が減少傾

向が続いていますが、地域の関係業界団体等からは、ものづくり分野の人手不足の深刻化から、

技専を修了した即戦力となる質の高い技能者の育成・輩出を一層促進するよう求められており、

入校生の確保は、技専における喫緊の課題として、できる限りの対策を展開することとしてお

ります。 

  まず、広報・ＰＲ活動の充実・強化として、第２回部会でご了承いただきましたように、地

元自治体や関係業界団体、官民の職業教育訓練機関、ハローワークなどと一層連携を深め、技

専の強みや魅力、関連業界や職業の魅力や展望など、広報・ＰＲ活動や入校者の募集・周知活

動を充実・強化していくこととしております。ホームページや広報媒体等を通じた情報発信、

施設見学会などの開催、業界団体等と連携したＰＲ、技専の強みや魅力をアピールしたＰＲ内

容の改善など、各技専が共通して取り組むべき事項を掲げています。 

  次の 20ページでございます。地域との連携・協力といたしまして、第２回部会でご了承いた

だきました、入校促進策の展開に当たりましては、技専の地元自治体との連携が重要であり、

技専に入校した訓練生を対象とした給付金制度を既に室蘭市が設けておられますし、北見市も

来年度から導入を予定されていることもあり、地元自治体との連携・協力を強化していくこと

としております。 

  次に、募集周知の早期化でございます。これにつきましては、第３回部会におきまして、新

規高卒者の募集方法等についてご議論をいただきました。その中で、多くの委員の皆様のご意

見が共通しておりました技専の募集周知の開始日を早めることを記載することとし、ものづく

りに興味のある新規高卒者や既卒者に対して、技専のＰＲや募集・選考等の情報を早期に伝え

るため、技専の募集要項等の周知開始日を、現在の「新規高卒者の就職に関する申合せ」によ

る就職解禁日の「９月 16日」から、同申合せの求人公開開始日である「７月１日」とすること

としております。 

  次に、「エ 選考試験の共通化」から、「カ 既卒者の入校促進」までの内容は、第３回部

会で了承いただいた事項を基に記載しております。 

   まず、選考試験の共通化につきましては、現在、入校を希望する技専でしか選考試験を受け

られませんが、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の導入を目指しま

す。また、第１志望の訓練科に選考されなかった場合でも、他の技専の同一職系の訓練科を第

２志望として選考できるよう、志望選考の広域化なども目指します。 

  オの通称名の導入につきましては、現在、室蘭技専では「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、技専全体の認知度向上とＰＲ効果を図るため、全技専に通称

又は愛称の導入を目指すこととし、広く公募を行い、マスコミ等も活用しつつ地域と連携した

周知活動を展開するなど、ＰＲ効果を高めるよう努めていくことといたします。 

  カの既卒者の入校促進につきましては、繰り返しになりますが、新規高卒者数は今後もゆる

やかに減少が続く見込みでありますことから、学び直しをめざす既卒者が入校しやすい募集・

選考方法の改善などを図り、労働市場への参加を促進することとしています。 

  具体の内容でございますが、21ページをご覧ください。まず、学び直し「自己推薦制度」の

拡充でございます。現在、全道の５技専の自動車整備科及び室蘭技専・苫小牧技専の全科にお
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いて導入しております、志望理由書と面接試験により選考する「自己推薦制度」につきまして、

対象科目を全技専、全訓練科目に拡大すること、また、現行 35歳未満としている対象者を、若

年者だけではなく、年齢を問わない制度とする方向で、検討・調整を進めることとしておりま

す。 

   また、募集期間の延長ですが、雇用保険の受給期間中にハローワークから公共職業訓練の受

講指示を受けた場合は、訓練が終了するまで雇用保険の基本手当の支給が継続されますことか

ら、年度末の離職者の方でも入校しやすい募集時期の設定が有効と考えられ、４月末までの入

校に対応した募集・選考試験の実施を目指して、検討・調整を進めることとしております。 

  ここまでの説明を終わらせていただきます。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。 

 

○布川特別委員 

  募集期間の延長ということで、４月末までの入校に対応したということで書いてあるのです

が、具体的には入校式を４月末にもってくることで訓練生の募集をし続けるということでしょ

うか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  こちらにつきましては、入校は４月中ということにしてございますので、現在、入校式が４

月 10日前後というところをずらしていくという方向と、新規高卒の方はこれまでどおり入って

いただいて、４月中に追加で入っていただけるようにというような仕組みと、両方比較検討し

ながら進めていくことを考えています。 

 

○布川特別委員 

  新卒者と既卒者とで入校時期が違うということは可能なのですか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  一般的には、入校の時期を合わせることによって、同時に進めていくことが訓練カリキュラ

ム上の考え方として基本であると思っておりますが、一方で、新規高卒者の方の入校を遅い時

期まで引っ張るのはどうなのかという話もありましたので、そこは、詳細を技専の方と意向を

確認しながら進めていこうと思っております。 

  

○布川特別委員 

  それは可能なのですか、技専では。専門学校の場合は、そういうかたちは大昔はあったかも

しれないし、うちも半世紀くらい前だったらはあったかもしれないんですけれども、当然、そ

れは認められることではないと思っているので、専門学校では一般的なやり方ではない、認め

られないやり方なのですけれど。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  いったん、入校式をやって、その後で追加で入るという仕組みはどうかと。 

 

○布川特別委員 

  可能なのですか。それは仕組みが違うので、可能なら可能で全然かまいませんけれど。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  そういった方法も視野に入れて、今後検討していく考えです。 

 

○布川特別委員 

  なぜそれを聞いたかと言いますと、これは前回も議論になって、部会長の方から他の方のご

意見も聞かれましたけれども、募集周知の早期化ということで、開始日を９月 16日から７月１

日にするということでこちらのほうには記載されているのですけれども、その時の私の記憶に
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あるのが、これだけ技専の定員が満ちていない状況だから、早期にやるべきというスタンスの

方がいらっしゃった記憶があるのです。ただ、現実的には私どもの、例えば専門学校で申し上

げますと、専門学校全体の充足率というのは 56.5％なんですね。技専全体で北海道の平成 30

年で見ていくと 56.9％。0.4％ですけれど高いです。前回の話と重複しますが、自動車整備に

ついては充足率は専門学校は 51.4％で、技専は 73％ということで 21.5％ほど高いということ

がありますので、もし、入校式自体を後ろに動かすのであれば、開始時期にこだわらなくても

入校生の募集というのはできるのじゃないかと私は思ったのです。 

    その前提になるのが、まず技専と専門学校の学費が全く違う、４分の１くらいであるという

ことですね。そして、授業料の減免を受けてる訓練生がさらに４分の１いるということです。

専門学校や、大学はちょっとわかりませんけれども、授業料の減免を受けている方がどれだけ

いるか調べてみたのですが、給費型の学生支援機構のお金をもらっている方が、月４万円もら

っている方がいます。それが、今私どもの学校の学生 330～350名いるのですが、その中のわず

か 10名です。だから３％くらいしかいないのですね。 

  今回、新しくある程度減免する制度ができたのですけれども。一例として、片方しか親御さ

んがいなくて所得が低い場合の学生で、それが全体のうち５名、これが月３万円程度です。で

すから、専門学校の授業料あるいは実習費など様々なものに対してまったく足りてない状況の

中で、はっきり言うと、技専さんは、技専と競合している所に限って、今、自動車整備の話を

していますからその話をしますけれども、学費が４分の１、さらに入校生の４分の１が減免を

受けているという状況で、かなり恵まれている中で、さらに周知時期を早めて募集をしようと

いうのは、学識経験者としての私の立場というよりは、私の依って立つ専修学校連合会の立場

から申し上げますけれど、競合する民間の立場からすると、これはどうなのだろう、同じ自動

車整備士の資格を取るにしても、これだけ学費の負担額が違うというのはどうなのだろう、と

いう気がしているというところです。 

  もちろん、全部が全部否定するわけではなくて、競合していない部分については、私たちが

できない分についてはどんどんやってほしいというように思っておりますけれども。仮に、何

らかの形で学費を減免するにしても、前に資料で見せていただいた実際に技専に入学した方の

世帯収入というのも、下は 100万以下から、上は１千万以上という方もいらっしゃる。それを

考えた場合に、入校した学生が一律それだけ安い金額で資格を取れるという形が、果たしてど

うなのかなという感覚を私たちは持っているんです。 

  募集期間の延長というのをするのであれば、周知の早期化というのはしなくても、学費が４

分の１で、４分の１が減免を受けているということであれば、これは必要ないのではないかと

実はみているところではあります。私の方からは以上です。 

 

○開本部会長 

  ありがとうございます。布川委員に確認したいのですけれども、布川委員のご意見としては

具体的な修正というのはどうすべきということなのでしょうか。 

 

○布川特別委員 

  私の立場としては、前回もそうなのですけれど、これまで同様、９月 16日ということが望ま

しいということを私は申し上げたつもりです。その前提となることを今申し上げました。 

 

○開本部会長 

  わかりました。事務局から何かございますか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  募集周知につきましては、毎年、技専で募集要項を定めて募集を行っているところでありま

す。技専の活動でありますとか行事のＰＲというのは、当然通年で行っておりますが、具体の

入校生の募集にあたって、各訓練科目ごとの定員、それから選考の時期とか方法、そういった

ものを募集要項としてまとめて公表してございます。 

  この募集要項の周知開始日を、これまで９月 16日からとしておりましたところを、先般の第

３回部会でのご議論を踏まえた中で、周知開始時期を早めていくべきということで、この募集

要項の周知開始日を早めていくという理解をして、このように記載しております。 
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  募集期間の延長につきましては、４月末までの入校に間に合うようにとの意味合いとしては、

全体の定員枠がまだ余裕がある状況でありましたら、４月中に入校できるように、仮に３月の

末や４月の期間に引き続き募集をかけていこうということでございまして、当然、それはその

年度に新しく入る方の募集期間、募集の後ろの方を延ばしていこうということで、今の募集周

知の早期化の方は、募集周知を早めにやっていくということで、話としては両方成り立つもの

であり、双方とも入校促進に役立つのではないかということで今回提出させていただいたとい

うことです。 

 

○開本部会長 

  その他、ご意見・ご質問等ございますか。 

 

○山田委員 

  前回も７月１日に早めることに賛成しましたが、募集要項が求人公開日であります７月１日

に合わせるということは、そこに学んでいる生徒の進路を決める際に、例えば、技専で多い、

世帯収入の少ない方々が結構いらっしゃいますが、その選択肢等を求人の公開日である７月中

に同時に知らせるってことが平等ではないかという気がします。例えば、明確に最初から技専

に行くんだというような気持ちを持ってる方は、まだ９月 16 日まで待てるのでしょうけれど

も、そうではなしに、例えば、今、自動車整備士が出ましたけれども、他のそれに関わる学び

の部分もありますから、選択肢が皆さんと同時に始まる、世帯の収入が少なくても学びたいと

いう気持ち、手に職をつけたいということを考える人にとっては、周りは一生懸命、専門学校

行くとか就職するんだと言っている方々の、孤立感といったことも防ぐためには、技専も同時

でかまわないのではないか、それが本来のあるべき姿なんだという気がします。 

  布川特別委員からも出てましたが、先ほどの充足率の問題にしても、前回発言させていただ

きましたが、分母が違うものを比べてどうなんだと。たしか技専に関して言えば、人員が充足

されなければ、どんどん定員の数を減らしていって、10名未満はもちろんないですけれども、

最低 10名まで落としてますから。充足率はある程度、年によってはもちろん高めには推移する

ということは十分ありえることなのだろうなという気はしますので、分母が違うものを比べて

何の意味があるんですかということは、きちんと申し上げておきたい。あと、選択させるため

には、７月１日の求人公開日にあわせるのは、何ら問題ないというように思います。以上です。 

 

○開本部会長 

  そうしますと、結論としては原案どおりというご意見ということでお伺いいたします。 

  特に、この新規高卒者に対する周知開始時期を早めるかどうか、これは前回も議論になって

いるところではありますが、この点について本部会においても皆様のご意見を賜って、この原

案をどうするかということを判断したいと思いますので、皆様のご意見をいただけたらと思い

ます。 

 

○桑原委員 

  前回からずっと議論している内容かとは思うのですが、16ページに技専の課題ということで

(1)、(2)、(3)と書かれていると思います。いずれも大事なことだと思うのですが、こと技専だ

けの立場に立つと、(1)、(2)は入校促進策を展開したい、それから、ものづくり人材をどんど

ん輩出していきたい、これは、たぶん一致すると思うのです。 

  ただ、この(3)というのが、民間と競合するということがないようにということで、どうして

も折り合いがつかないというか、そういう議論がずっと続いているかと思うのです。ですから

この３つを、同じように重視するのであれば、これはなかなか折り合いがつかない議論が続く

のかなと思います。その中で、私は技専の役割を考えた場合、(1)、(2)を優先していただきた

いという考えがありますので、技専のＰＲは早め早めにやっていっていただきたいというのが

私の考えです。 

 

○開本部会長 

  はい、ありがとうございます。 
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○齊藤特別委員 

  私も一言よろしいでしょうか。まず、本題に入る前に、実は 11月２日から５日まで、沖縄で

技能五輪の全国大会がありまして、ホームページを見ますと、家具の部門で、銀賞で北海道の

荻野さんという方が１名、銅賞で三戸さんという北海道の方と旭川技専の方が１名、あと、敢

闘賞で同じく旭川の技専で３名の方が受賞されている。さらに建具では、なんと金賞を北海道

の方が取っている。また、銅賞でこれは帯広の技専の方が１名取っているということです。技

専がらみの方々が技能五輪で入賞されているということを一言報告をさせていただこうと思い

ます。 

  その上で、この原案については賛成です。それで、考え方ですが、先ほど道経連の方がおっ

しゃられました(1)(2)(3)の技専の課題の中での優先順位を考えますと、やはり(1)(2)に優先順

位をつけていただきながら進められたらどうかな、というのが私の意見です。以上です。 

 

○開本部会長 

  はい、ありがとうございます。その他、ご意見いただけますでしょうか。 

 

○李特別委員 

  だいたい同じような意見になってしまうけれども、これまで議論してきたように、技専がこ

う危機的な状況になってますね。これまでずっと応募倍率が下がっている中で、何か新たな抜

本的な対策を打っていかないと、なかなか効果が出ないのかな。という中で、ひとつ、今、募

集方法の見直しというのは大きな前進なのかなと思います。 

  ただ、私は今、布川委員がおっしゃったように、民間との競合のところも当然ありますので、

そこを緩和するような、例えば、自動車整備に関してはもう少し配慮をするとか、つまり、民

間ともろにバッティングするところ以外を重視をするように、どのようなやり方がいいのかと

いうのは、なかなか難しいですけれども、例えば、定員管理なのか、そこだけ少し改良をした

ような文章が追加されることが望ましいのかなと思います。 

  あと一つ、意見なのですけれども、17ページのところに目標指標が書いてあるのですけれど

も、根拠とはなんだろうという話を考えてみたのですけれども、なかなか、ありそうでないの

かなと思っていたんですね。特に、一番最初の技専の修了生の就職率 100％を目指す。当然、

あたり前なんですけれども、今まで 100％になったことないですよね。 

  これで本当に５年後もしくは６年後に 100％を目指すのはいいのだけれども、どうやったら

それを 100％にできるのだろうかという話を考えると、あまり現実的な数字ではないのかなと

思ったので、それであれば、例えば、今まで議論に出てたように、関連業界への就職率、こち

らも多分低いと思うのですけれども、それをもっとリアルな数値に近いような形で目標指標に

した方がいいのかなと思って、意見を述べさせていただきました。 

 

○開本部会長 

  はい、ありがとうございます。まだ発言されていない委員からのご意見を頂戴したいと思い

ます。 

 

○藤川特別委員 

  ７月１日からの周知開始が一律という考え方で書かれていて、地域ごと、それぞれの学院ご

との独自性というのはダメなのですか。当然、地域によってはバッティングしない地域もある

わけですよね。そういったところは逆に積極的に早めにやる。あるいは４月下旬までの入校も

認めるよとか。あるいは、地域によってはどうしても民間とバッティングする地域があるなら、

それなりの配慮をするとか。学院ごとの地域性で独自の采配をできないものですかね。できる

のであれば、地域ごとに学科が違いますから、全部一律なわけではないですから、地域ごとに、

バッティングする地域と、そうでない地域もあるはずなので、それぞれの学院ごとの判断でや

ってみるというのも一つの手だなという気がするのですが。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  地域ごとには、専門学校さんとはバッティングしないように、中長期ビジョンで調整してき

ておりますので、現時点では、６連携地域ごとで考えるとバッティングはしていないというこ
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とになります。 

 

○藤川特別委員 

  それであればいいのじゃないですか。 

 

○布川特別委員 

  専門学校の場合は全道一円から集めているので、道のこの割り振りの考え方とは違うんです

よね、実は。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  現状としては、技専の自動車整備科がある地域には、民間の自動車整備科がないということ

になっています。 

 

○藤川特別委員 

  全道から募集をかけたいという思考で考えられると、地域からいうと、逆に、札幌に全部人

を持っていかれてるということになる。何とか地域の人材をね、若手は地域で学ばせて、地域

で働きたいという願望があるわけです。でも、どうしてもはっきり言うけど、札幌だ、あるい

は東京だ、と引っ張られる傾向が強いです。その辺は地域のことを援護という意味も含めて、

多少配慮してほしいというのはある。 

  そういうことで、先ほど地域ごとにできないのかという話をさせていただいた。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  専門学校さんは、募集は全道域からかけているので、今は配置の考え方にある６連携地域ご

とに自動車整備はバッティングしているところがないけれども、募集は全道域だから配慮して

いただきたいということなので、配置の考え方と募集の考え方で切り分けたお話をされている

と思います。 

 

○布川特別委員 

  さきほど、李委員の方から 17ページの目標指標のお話をされていましたけれども、その囲み

の中の一番最後、技専における既卒者の入校者数が現状が 60人から 120人という目標を書いて

いただいています。実際、こちらの「『今後の高等技術専門学院の運営方針(仮称)』答申原案

の概要」の一番上の策定の趣旨を見ると、ちょうど２行目くらいから「全員参加型社会の実現

に貢献していくため、今後の技専の訓練体制や訓練内容、訓練科目、その他運営に係わる基本

的な方針を策定する」と書いておりますので、先ほど申し上げたことと重なるのですが、新卒

者に頼ってしまってはもうどうにもならない状況というのは出現していると思うのですよね。 

  実際、私どもの学校でも、かなり苦しい状況というのは発生しつつありますので、その意味

では現状 60人が 120人というのは、これは一つの数値ではあるのですけれども、これを具体化

していくために、先ほどの話と重なっちゃうのですけれども、何を今後やっていくのか。それ

から、この数値を決めたのであれば、逆にこの枠の中には新卒者は入れないという発想、それ

くらいの強い決意が道の方針として必要なのではないかというように私は個人的には思ってお

ります。 

  この数値についての意見ではなくて、これに向けて道がどう取り組んでいらっしゃるのかと

いうことについて、明確な心構えっていいますか、決意といいますか、今の時点で全部は言い

づらいのはもちろんわかりますけれども、そのあたりのことは真剣に考えていただきたいと思

います。 

 

○開本部会長 

  これはご意見ということでよろしいですか。周知開始時期について、何かご意見ございませ

んでしょうか。 

 

○森下特別委員 

  事前に書類をもらった時点では、17ページの目標指標については、どこからこの数値が出た
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のかというのが疑問に思いました。なぜこうなるのかわからないなと思っていたのは間違いな

いです。あと、募集期間については窓口を広げるっていう意味ではこの原案どおりでいいと自

分は思っています。このままでいいと思います。 

 

○開本部会長 

  はい、ありがとうございます。川合委員いかがでしょうか。 

 

○川合特別委員 

  私も前回申し上げたように、どんどん早くしていったほうが、応募される方の選択が広がり

ますし、あとはＰＲの方法なんかも幅広くなると思います。この件に関しては原案どおりでい

いと思います。 

 

○開本部会長 

  ありがとうございます。それでは門馬委員いかがでしょうか。 

 

○門馬特別委員 

  誰のためにやっているのであるかというのを考えたら、やはり、新規の学卒者であったりと

か、離転職者のための就職に向けた取組っていうことであれば、選択肢としては、そういった

方々のために平等にあるべきだと思うのです。その点からいえば７月１日でいいのかなと、そ

の時点で共通の選択肢の中にあがってくるというのが自然で、受益者の方のためにはいいのか

な、と思っています。 

 

○開本部会長 

  はい、ありがとうございます。それでは、新規高卒者への周知開始時期につきましては、皆

様からご意見を頂戴いたしました。ご意見については色々分かれていたところですが、総合的

には原案どおり賛成するというご意見が多く、あるいは一部について配慮すべきだというご意

見がございましたけれども、その前提をどうするかという問題があるところだとは思います。 

  方向としてはですね、原案どおりという方向で考えており、そういった方向で私と事務局で

文言を整理いたしますので、こちらについてはご一任いただけますでしょうか。 

 

○布川特別委員 

  それでＯＫなのですけれども、先ほど李委員がおっしゃられた競合する部分については何ら

かの形でという、これは実は難しいんじゃないかなと、感覚としてはよくわかるのですけれど

も。ただ、そこのところは、私が先ほどから繰り返し繰り返ししつこいくらいに申し上げてい

るところではありますので、何らかの形で文言の表現ができないかと思うのですけれども。 

 

○開本部会長 

  原案の文章作成にあたって、両論併記というものがなかなか難しいものですから、これまで

のスタンスであるとか、ご意見をふまえて文言を検討したいと思いますので、現時点ではそう

いった回答をさせていただきます。 

 

○齊藤特別委員 

  文言を変えるんですか、変えないですよね。これ以上もこれ以下もないですよね。長い期間

議論してるのですから、この議論の中で変えるとはならないですよね。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  李委員のお話の中では、自動車整備科が専門学校さんとバッティングをしているので配慮は

必要ということは、結局、他の科目は７月１日にしても、自動車整備科は遅いままっていうの

がご意見ではないのかと思うのですが。できることとしてはそういうことかなと思ったのです

が、そういうような李先生のご意見だったのでしょうか。 

 

○李特別委員 
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  そこまで私は言ったつもりはなくて、やるのだったら、７月１日で全科目同時にやるべきだ

と思います。ただし、17ページのウに「官民の効果的な連携」と書かれている以上は、今の布

川さんの意見も、やはり、全くもって排除すべきではないのかなと思っているので、何らかの

形で、例えば、別なところにそういった記載があったらいいのかなというような意見です。先

ほど、民間ができることは民間に任せるという、そういう記述があったと思うのですが、16ペ

ージですね。(3)の中で、例えば、今の重複している民間との、もろにバッティングしていると

ころを、少し配慮すべきだという文言とか、そういった文章が追加できればいいのかなと思っ

た次第です。 

 

○開本部会長 

  まず、方針といたしましては、こちらの 20ページのウの文言については、多数の方々がこの

ままで良いということは承っておりますので、そういう方向で私は考えております。あとは配

慮すべきではないかというご意見があったので、それをどう整理するかということで。 

 

○齊藤特別委員 

  「十分配慮」してって書いてあるのでいいのじゃないですかね。配慮するのだから、これ以

上書きようがないじゃないですか。16 ページの(3)の「十分配慮」してって言ったらそれ以上

は。 

 

○李特別委員 

  配慮の中にも、例えば、今、話があったように、特に民間と重複する科目があればとか、何

かそういうような言い方がはっきり出れば、もう少し配慮の仕方が鮮明なのかなと思ったので

すけれど。 

  今まで配慮されてるっていう言い方ですものね。例えば、その地域で、同じバッティングす

る科目があればそこは廃止してということは、今まで十分に配慮してきたということをもう少

し明確にすればいいのかと思ったのです。 

 

○齊藤特別委員 

  聞きたいのですけれど、これまで盛んに民間強化の話をされてましたけれども、専各連さん

の中で、この間、なくなった科目はあるのですかね、技専と競合するような科目を含めて。例

えば、具体的に今まで自動車整備の関係で、専各連さんで科目を持って競合してましたと。だ

から、技専の科目は減らしてくれという話になったのです。それでも、仮定として、なかなか

経営的に難しいので自動車整備をなくしましたということはあり得ますよね。 

 

○布川特別委員 

  現実的にはなくなっていません。 

 

○齊藤特別委員 

  あり得ますよねっていうことですよ。 

 

○布川特別委員 

  自動車整備の話ですよね。今はなくなってないです。 

 

○齊藤特別委員 

  今後の仮定の話としては。 

 

○布川特別委員 

  今後は、なくなる可能性があると思うのですよ。私学は当然、あり得ると思います。官でも

あるわけですから。 

 

○齊藤特別委員 

  競合という点においては、この点は重要な点だと思うのですよね。それをなくす意思は、各



 - 15 - 

学校の判断でなくすということですよね。自動車整備をなくすっていうのは、例えば、道がな

くさないでくれっていうよりも、それは学校経営の判断でなくすことは可能だってことですよ

ね。 

 

○布川特別委員 

  それはもちろん可能ですよ。 

 

○齊藤特別委員 

  競合っていうのは、どこが主体で持っているかっていうところなんですよね。 

 十分配慮してお互いに連携する、その連携の話であって、自動車整備ずっとなくすなってこと

ですよ。競合する科目についてはずっと残せっていうことですよ。責任持つということですよ。

競合するところについては。 

 

○布川特別員 

  例えば、札幌以外の地域にある学校については、ものすごく学生数も少ないですけれども、

地域からの要望もあり維持してるケースがあります。そこはなぜ維持ができたのかというと、

北海道以外にも本校が本州にあって、そこからある程度、おそらくは何らかの形で援助を受け

てるから維持できているというのがあるのですよ。 

  単体では絶対維持できない可能性があるのですけれど、ただ、地域の要望もあり、それに応

える意味でも維持されてるっていうのはあります。 

  それ以上にですね、各学校の経営判断っていうのは、私も理事長ですけれども、各学校の理

事長や経営者の判断によりますので、この場で軽々に、すぐなくすとか維持するとかっていう

ことはちょっと言えない部分もあります。 

 

○齊藤特別委員 

  競合するからという話をされるのだったら、その責任はあるということですからね。 

 

○布川特別委員 

  もちろん、今まで技専が自動車整備科をつくる以前から、もともと自動車整備の学校はあっ

たわけですから。責任はもちろんありますし、その意志をもって皆さんやられてると思います

よ。もちろん、先ほど申し上げたとおり、各学校によって考え方は違うので、100％そうだとは

言い切れませんけども。 

 

○齊藤特別委員 

  民間でやるとおっしゃられてるんですから、そういった意味で、きちんと責任を持って、運

営するとか継続するとか、そういうことを加味して。 

 

○布川特別委員 

  皆さん、継続したいから様々なことを考えて。当然、我々の専門学校同士の競合もあります

ので、その中でお互い切磋琢磨しながらやっているっていうのが現状です。 

  ただ、考えていただきたいのは、もともと厚労省からの文書でも官と民との様々なものにつ

いては考慮すべきというものはありますし、現実的に先ほど申し上げたとおり、授業料が４分

の１以下で、さらに入校した学生のうち４分の１が学費の減免を受けているという中で、それ

は民間でずっと今までやってきた人間からすると、それはどうなのだろうっていう発想は、当

然、ありますよ。 

 

○開本部会長 

  ここでいったん議論を打ち切りましょうか。 

  まず整理をいたしますと、募集周知の早期化ですね。その部分については、多数のご意見が

変えないということで承っているので、これは、原案どおり維持ということと考えます。 

  そして、民間への配慮の問題については、ご意見が多少分かれているというところがあって、

既に一定程度書いてあるところもあるので、さらに何ができるのかできないのかといったこと
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もあるものですから、その点についてはこちらに一任をしていただきたいと思います。この点

についてはいかがでしょうか。 

  では、特に反対意見がないというふうに考えます。 

  もう一点、目標値についてご意見があるところではあるのですが、この点については具体的

な修正のご意見、つまり目標値はこうすべきだ、という修正のご意見はないところでございま

して、これは目標値をどう捉えて実現されるのかといったところのご意見をいただいたという

ことで、このままの原案どおりでよろしいでしょうか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  先ほどの李委員からご意見いただいた関連業界就職率について、就職率の代わりに関連業界

就職率の方が良いのではないかというのであれば。 

 

○李特別委員 

  代わりになのか、それをさらに追求していくのかわからないのですけれども、関連業界就職

率の方がもっとわかりやすい説明になるのかなと思いました。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  引き続き、部会長と事務局で調整させていただくということで、いかがでしょうか。 

 

○開本部会長 

  では、その点についてもご意見を踏まえて、文言について整理しておくということにしたい

と思います。 

  その他については原案どおり了承ということでよろしいでしょうか。ご意見が出ていなかっ

たので、ご了承いただいたということで理解いたします。 

 

  それでは、次のテーマに入ってまいります。事務局の方から説明をお願いします。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  それでは、本文 21ページの「(4) 施設外訓練」から説明をさせていただきます。 

  (4)の施設外訓練で、まず、委託訓練については、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、求職ニーズや求人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きるものであり、引き続き着実に実

施することとしております。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きます。 

  次の在職者訓練につきましては、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」などの在職者訓練を着実に実施し、在

職者の職業能力開発を推進していきます。 

  22 ページの「(5) 全員参加型社会の実現に向けた取組」ですが、まず、女性の入校促進に

向けて、施設内訓練において、先ほども触れましたが、建築技術科での設計や施工管理といっ

た、女性になじみやすい訓練カリキュラムの導入を検討するとともに、委託訓練において、母

子家庭の母等や子育て女性等の再就職・復職支援に資する訓練等の実施に努めてまいります。 

  障がい者に対する職業訓練といたしましては、国立北海道障害者職業能力開発校での訓練の

ほか、一般校における知的障がい者を対象とした訓練や、精神障がい者を対象としたモデル事

業、障がい者委託訓練などに取り組みます。 

  次に、技専での外国人留学生や研修生の受入についてであります。これまでの部会において

ご意見をいただいておりますが、これまでも技専におきまして、就労活動に制限のない在留資

格を有する外国人の入校や、ＪＩＣＡからの要請に基づく海外からの研修生の受入の実績はご

ざいます。しかしながら、現在、国におきまして、新たな在留資格を創設する入管難民法の改

正案が国会に提出されるなど、外国人材の受入に関する状況が変化をしている最中であり、国

の動向等を情報収集し、公共職業訓練施設である技専として実施できることを、今後とも検討
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していく旨を記載することといたしました。 

  また、授業料や経済的事情のある方への配慮につきましては、第３回部会でご議論いただき

ましたが、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等を踏まえるととも

に、他の道立施設との一体的な検討も必要でありますことから、次回の授業料の改定に向けて、

適正な水準や経済的事情のある方への措置などについて検討していく旨を記載することといた

しました。 

  「(6) 官民の連携」につきましては、第３回部会でご了承いただきましたとおり、今後も、

「民間に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、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

こととしました。 

  また、民間や地域の人材育成資源を有効に活用する委託訓練を着実に実施するとともに、ポ

リテクセンターやポリテクカレッジと役割分担しながら、北海道労働局と高齢・障害・求職者

雇用支援機構、道が緊密に連携して、職業能力開発を推進していく旨を記載いたしました。 

  「(7) 執行体制」といたしまして、施設内訓練の水準の維持や安全性の確保などを図るため、

入校定員に応じて、指導員を適正に配置すること、また、技術革新への対応や多様化する訓練

生への指導技法の向上を図るため、様々な研修の実施により、指導員の資質向上を図っていく

ことを記載するとともに、委託訓練や在職者訓練の実施などを担っている「能力開発総合セン

ター」の機能を今後とも維持していくこととしています。 

  「(8) 施設・設備の整備等」につきましては、これまでの部会でご意見いただいているとこ

ろでありますが、技専の安全で快適な訓練環境を整備し、訓練生の入校促進と満足度の向上を

図るために、施設の改修・修繕に努めていくこと、技術革新への対応や就業後に必要な操作技

能を身に付けるために、実習用機器の計画的な更新・整備に努めていくこと、また、訓練生に

質の高い訓練を提供できるよう、国からの補助金・交付金などを含めて、必要な予算の確保に

努めていくことを記載しております。 

  最後に 23ページをご覧ください。「８ 推進管理」として、この運営方針を効果的・効率的

に推進するため、ロードマップ（工程表）に沿って、個別課題の検討を行い、実施に向けた取

組を進めることといたします。 

  なお、2023年度までに、それまでの取組の実績等を点検・評価し、次期運営方針の策定に向

けた検討を行うこととするほか、その間におきましても、情勢を見極めつつ、必要に応じ、見

直しを行っていくこととします。 

  ロードマップ（工程表）につきましては、2019 年度から 2025 年度までの、運営方針で触れ

ている項目につきまして、どういったスケジュール感をもって進めていくかということを表に

したものです。上の施設内訓練については、2019年度の訓練科目や訓練課程については、既に

募集周知を行っておりますので、訓練科目の転換や訓練課程・訓練カリキュラム等の見直しに

つきましては、早ければ 2020年度から、また、国との協議等に時間を要する場合は 2021年度

からの開始を予定しております。 

  入校促進策につきましては、先ほど、ご議論いただきました募集周知の早期化につきまして

は、2019年度から実行可能でございます。それまでに選考試験の共通化や学び直し「自己推薦

制度」の拡充などの詳細を調整いたしまして、早ければ 2020年度入校生の募集・選考から適用

していく考えであります。 

  なお、広報・ＰＲ活動や施設外訓練、執行体制、施設・設備の整備につきましては、従前か

ら継続して取り組むこととしております。 

  2023年度には、訓練科目の見直し等の結果検証や、入校促進策の効果検証等を行いまして、

地域の業界団体や関係機関などの意見聴取や調整を行い、その後の運営方針の策定に向けて、

2024年度には、職業能力開発部会であらためてのご検討をお願いすることを想定しています。 

  以上で説明は終わります。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。 

 

○齊藤特別委員 

  22ページの(8)、「施設・設備の整備等」のことですけれど、具体的には 23ページのロード
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マップにあるのですが、具体的な内容だとか、金額だとかっていうのは、どのくらいの時期で

出てくるのでしょうか。実際に、「必要な予算の確保に努める」と書いてあるのですが、ロー

ドマップで、「いつまでに、どういったものか」というのは、現時点ではあるのでしょうか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  施設の改修や機器の更新につきましては、毎年度各技専の方から、施設の改修要望や機器の

整備要望をまとめているところでございます。基本的に予算編成過程の中で実施していくとい

うことで、今、この時期に各技専の方からの要望を取りまとめているところであり、それをも

って、まずは、来年度予算に盛り込むという状況になっています。具体の金額につきましては、

これからの予算編成過程の中で決めていくというところでございますが、実際に前年度の施設

整備や機械整備の予算を上回る要望が来ているところでございますので、その中から、施設の

老朽化だとか、機器の状況などを勘案して、優先順位をつけて対応していくところです。今段

階では、数字的なところについてはお答えできる段階ではありませんので、必要な予算の確保

に努めていくということです。 

 

○齊藤特別委員 

  今、わからないっていうことですかね。具体的な数字は現時点では出せないということで。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  金額につきましては、予算の編成過程の中で決まってくるということです。 

 

○桑原委員 

  私もたぶん齊藤さんと同じ趣旨の質問になってしまうのですけれど、実習用の機器の形式が、

ちょっと私は素人なのでよくわからないのですけれど、やや古いのではないかという話が聞こ

えてくるケースが多いので、そのあたり、道では各技専にある実習用機器をどのようにお考え

になっているのでしょうか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  機器につきましても、大型で必要性の高いもの、それがないと訓練ができないというものは

優先的に入れているというのはございます。一方で、かなりの年数が経っているものでも、基

礎的な技能を教えるということになると、昔から使っている物でも、使える物は使っていくと

いうことでやっておりますので、状況としてはまだまだ不十分な状況だというようには認識し

ておりますが、何とか予算の確保につなげてまいりたいと思います。 

 

○齊藤特別委員 

  頑張ってほしいと思います。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  施設の改修につきましても、アンケート調査の中でも、前回も議論になりましたが、トイレ

が和式のままだというところをまずはという要望も実際に来ていますので、できるだけ対応し

たいと考えています。 

 

○山田委員 

  22 ページ(7)の「執行体制」についてお尋ねします。「入校定員に応じて、指導員を適正に

配置します」とあり、ロードマップを見ればずっとつながっているということなのですけれど、

現段階で指導員が不足していると聞いていますが、この解消に向けて何かされておられるのか。

それとも、ロードマップだけを見れば、そこまでの年度で解消しようとしているのか、その辺

が見えてこない。指導員の数も、それ相応の数が足りないと聞いておりますので、考え方をち

ょっとお聞きしたいなと。あと、早期に是正してほしいということを聞いていただきたいので

すけれども、現段階で、例えば、来年度採用するということであれば、採用計画について教え

ていただきたいというように思います。 
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○内藤職業訓練担当課長 

  指導員の配置につきましては、現状で、技専すべて足しまして指導員の欠員は 13.5名いる状

況です。さらに、来年３月末で退職者も出るもので、今、人事当局と、新規採用による欠員補

充を折衝しているところです。これも、かつては指導員採用試験を一時凍結をして、穴埋めを

しないという時期もあったのですけれど、平成 25年度から、訓練指導員の職員採用を再開して、

順次対応しておりますが、現状は、まだ埋まっていない状況です。来年度の体制については、

今年度中に追加の新規採用試験の枠を確保して、できるだけ早急に採用を行い、できるだけの

欠員解消に努めていきたいというように考えております。 

 

○山田委員 

  具体的には、いつ解消するかもわからないということですか。これで、「入校定員に応じて

指導員を適正に配置します」と言い切って、実は中身を見たら足りないですと、それを適正と

いう言葉を使えるのかどうかということになりますけれど、例えば、来年度で 13.5名であれば、

臨時職員なのか外部講師になるのかはわかりませんけれど、3.5 人分をそこでカバーして、新

規としては 10名採用だということであれば、この時点では、採用できるかできないかは、今後

の状況ですが、そういう方針であるのであれば、適正にいきますよ、努力していきますよとい

うことですけれど。現段階で何人採用されるかもわからない。来年になったら年齢によって退

職される方もいる、ということであれば、「適正に配置できるのですか」と逆に問いたい。兼

務もされている方もいると聞いていますし、兼務が本来の正しい姿なのかどうかというのも指

摘しておきたいなと。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  職員の配置につきましては、繰り返しになりますけれど、できるだけ欠員の解消に努めると

いうことになりますが、今、ご指摘のあった兼務の発令につきましては、訓練科の科目と、同

じ技専の中での能力開発総合センターとの兼務、この兼務の解消ということも含めて、当局の

方に強く働きかけているところです。ただ、残念ながら、今段階で、来年４月からの新規採用

予定をお示しできない状況なので、それで十分か否かというところはあると思いますが、でき

るだけの指導員の配置をやってまいりますと、そういった意味も含めてこのような表現にして

います。 

 

○山田委員 

  ちょっと質問を変えまして、人事課への人材育成課としての要望として、この 13.5人を来年

には解消するという意味で、人数を採用してくださいというように言っているのか。はたまた、

まずは半分を解消しましょうというように言っているのか。13.5人というのは言っているので

すか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  今の欠員状況についてはもちろん伝えてありますし、それに見合うだけの人員配置が必要で

あるということをまず主張しています。その中で、各訓練科の状況と、それぞれの職系の状況

などを勘案しながら、最終的にどれだけ新規採用として確保できるかという状況です。 

 

○山田委員 

  足りない中でも、優先順位があるという考え方でよろしいのですかね。職系の中で、とりあ

えずここは急いで、ということがあるのか、そういう理解でよろしいですかね。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  やはり退職の状況とか、これから先の数年後の状況も含めて検討しています。 

 

○開本部会長 

  ご意見をいただいたうち、山田委員としては、この原案を修正すべきだというところなのか、

それとも、ちゃんとやってほしいというご意見なのか、その辺りはどうなんでしょうか。 
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○山田委員 

  やっていただけるのであれば、別にこのままでいいんですけれど。今の話だけでいくと、努

力をしていただいているのは十分わかりますが、不足が生じた場合には早期に採用・配置いた

だかなければ安心できないなという気がします。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  大きな方針として適正な配置があって、ちゃんと穴埋めをしなければならない、という大き

なよりどころにしていきたいという思いがあります。ここに書いておく必要がありますし、皆

さまから、こういう強い意見があったということはしっかり受け止めていきます。 

 

○山田委員 

  かまいません、この文言を残しておいて。私は追加してほしいっていう意味合いですから。 

 

○齊藤特別委員 

  17 ページの「入校者数」の目標値は、考えてみると矛盾を感じてくるのですけれど、2025

年までの期間までに教える体制を作り上げるというようにしていくのですかね。現状 60人の既

卒者で、目標数値が 2025年で 120人、実績の倍増を図るとなったときに、現在の教える体制、

それから施設の関係も含めて、どうなのかと検討したら、教員の人数も含めて足りないし、設

備についてもこれからですねと。ただ、今すぐじゃなくて、2025年までかけた中で解消しなが

ら訓練に移行するという考え方でよろしいのですね。そうじゃないと矛盾を感じますよね。生

徒数は増えるのに、教員は今のままでは。予算はこれからだとかとなってくると。2025年まで

のといったロードマップということで解釈しているのですけれども。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  この目標指標で、既卒者の入校者数のところを指していると思いますが、これについては、

既卒者をどんどん入れるようにしていきましょう、逆に言うと、その分新規高卒者の方の割合

が減ってくることが展開としてはあるだろうという中で、これからを考えたときに、いかに既

卒者に入ってもらうようにしていこうかということで設定したものです。 

  これ自体では、全体の数としてはどうなのか、というところは目標としては入っていなくて、

そういった意味では既卒者を増やすことを打ち出したものです。 

  今のお話では、予算や人も必要なので、そこはしっかりやってくれなければということだと

思うのですけれど、それについては、既卒者を増やしていいくために、やらなければならない

ものをしっかりやっていく、そのための対策を取るけれども、一気にではなく、順を追ってや

っていくことが必要だと考えています。ただ、一方で、今お話がありましたように、ただでさ

え、今でも人が足りない状況だとか、機械などもまだまだ古い、それについてはしっかりやっ

ていかなければならないということもありますので、将来的な展望に立ちつつ、しっかり、毎

年やっていくことはやっていかなければならないという意味で、このロードマップの方にも毎

年、毎年取り組むとしています。 

 

○開本部会長 

  予算であったり、人の問題があったりして、現時点でなかなかお約束しにくいところだと思

いますので、今のご意見等については、ご意見として受け止めさせていただいて、現時点の内

容としては、原案どおりということでよろしいでしょうか。結論といたしまして、原案どおり

ということでよろしいでしょうか。 

 

 （全員同意） 

 

  はい、ありがとうございます。それでは、原案どおり了承いただきまして、これで一通りご

意見をいただきました。あらためて、全体を通して、ご意見があればお伺いしたいと思います。

いかがでしょうか。 

 

○川合特別委員 
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  原案はよろしいのですけれども、結局、足し算ばかりで引き算の考えがないのかなという感

じがしています。先ほどの「科の見直し」ですか、あるいは「定員の見直し」も当然引き算の

部分もありますよね、人数から言って。その上で教職員の定員とかも考えていかないと。新し

い分野で必要だ、必要だと言っても、本当にニーズのない部分に原資、経費、ヒト・カネ・モ

ノを配置していないのかというのが、この原案からはちょっと読み解けないなという印象を受

けました。各論の事業計画を作っていく上では、それも入るとは思うのですけれども。 

  ですから、適正化という言葉一つの中には、やめるべきものはやめていく、減らすべきもの

は減らしていく、そして足すべきものを足していくことも事業計画の中に入ってこないと、何

かボヤッとした、課題があり、方針があり、じゃあ実際にお金と人と物をどこにかけていくの

かというのが、たぶん予算の中には入るのでしょうけれども、見えてこないのじゃないかとい

う意見です。 

 

○開本部会長 

  ありがとうございます。他にご意見ございますか。 

  それでは他にご意見がないようですから、これで当部会としての「今後の技専の運営方針」

答申（原案）についての審議を終わりたいと思います。 

  本日いただいたご意見を踏まえて、次回開催予定の北海道労働審議会で、当部会での審議結

果として報告をさせていただきます。 

  今後のスケジュールについて、事務局から説明を願います。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  資料１－４として、本日現在の今後の策定スケジュール（案）をお配りしてございます。 

  当部会としての答申原案につきましては、本日いただいたご意見を踏まえ、開本部会長のお

話のとおり、部会長と事務局で調整させていただき、取りまとめ次第、事務局より部会委員の

皆様にお知らせをいたします。 

  北海道労働審議会の開催は、現時点で 12月 18日を予定しており、部会長から労働審議会に、

当部会に付託された審議の結果として、答申案を報告していただきます。 

  労働審議会では、職業能力開発部会からの答申案を審議していただき、知事に答申いただく

予定としております。 

  その後、道におきまして、いただいた答申を基に、道としての「今後の運営方針」（素案）

を取りまとめ、道議会に報告した上で、パブリックコメントを実施し、広くご意見を募り、「今

後の運営方針」（案）を作成し、道議会への報告を経て、本年度中に決定したいと考えており

ます。 

  今後の策定スケジュール（案）は以上です。 

 

○開本部会長 

  こちらの説明に対して、何かご質問はございますか。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、部会委員の皆様におかれては、これまで４回にわたり、熱心にご議論をいただき、

どうもありがとうございました。私のつたない進行にも関わらず、皆様ご協力いただいて本当

に感謝しております。ご審議いただいた内容は、私からしっかりと労働審議会に報告させてい

ただきます。なお、最終的な審議会への報告内容は、取りまとめ次第、審議会開催前に、事務

局より部会委員の皆様にお知らせいたします。 

 

 

 

 

５ 報 告 

 

○開本部会長 

  それでは、次の「報告」に移りますが、事務局から、第 10 次北海道職業能力開発計画平成

29年度進捗状況について説明がありますので、よろしくお願いします。 
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○山口課長 

人材育成課の山口でございます。みなさま長時間お疲れのところだと思いますけれども、で

きるだけコンパクトにご説明を差し上げたいと思います。座って失礼をさせていただきます。 

資料の２－1 をご覧いただければと思います。1枚めくっていただきまして 1 ページ、第 10

次北海道職業能力開発計画というのがございます。こちら平成 29年 1月に策定をしておりまし

て、北海道における職業能力の開発に関する基本計画ということになっております。推進期間

が平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間となっておりまして、毎年度その進捗状況を取り

まとめまして、報告をさせていただいているということでございます。計画の全体を簡単にお

さらいをさせていただきますと、５年後の目指す姿ということで２点、北海道で強みのある分

野とか、人材不足分野において、優れた産業人材が育成・確保されるようになっていることと、

それから働くことを希望する人が道内で活躍するために、職業能力開発の機会を確保すること

が目指す姿となっておりまして、それを実現するために、４つの施策の実施目標というのを設

定しております。それぞれに応じた目標値の設定も行っておりまして、そちらが、こちらの全

体像でございます。１枚おめくりをいただきまして、２ページから、平成 29年度における主な

取組について書いてございます。 

まず第１に、産業界や地域のニーズを踏まえた人材育成の推進ということで、労働市場を大

きくマクロで見たときに、求人側のいろいろな属性を考慮して取組を行っているところでござ

います。具体的には食や観光といった本道の強みである分野ですとか、これを支えるものづく

り分野において優れた産業人材を育成をするという取組になっております。項目が５項目に分

かれているのですが、１つ目が本道に強みのある分野における人材育成の推進ということで、

基本となる取組は技専におけるものづくりの施設内訓練、それから委託訓練など、多様な訓練

を行っているというものでございます。次に分野毎の取組ですけれども、食関連産業分野にお

きましては、食品表示セミナーですとか HACCP・食品ロス対策セミナーを実施するですとか、あ

とは食品製造業の人材育成の推進ということで、地域フード塾というものを開催をしておりま

す。こちらはマーケティング人材育成ということになっておりまして、座学や現場の視察、グ

ループディスカッション、あとは個人毎に論文を書いて最後仕上げるという取組になっており

ます。それから北海道ワインアカデミーというのは、ワインに特化したフード塾のようなもの

でございまして、こちらも着実に毎年度、受講生を重ねてきているという状況でございます。

次に観光分野ですけれども、観光商品づくりの推進ということで、全国の大学生・短大生・専

門学校生等々を対象にして北海道の観光に係る企画コンペというのを実施をしております。こ

の事業は認知度が向上してきたこともあって、28年度より 29年度の方が応募数が増えておりま

す。これだけある応募の中から５チームに厳選して実際に道内に来ていただいて、そこで実地

の調査などをしながらプランをブラッシュアップして、最終的に一番いいものを選ぶという取

組になっています。それから、通訳案内士や現場対応者、これは観光事業者の方ですとか、あ

とは小売店とか飲食店、観光案内所、交通機関従事者、アウトドア関連事業者、宿泊施設職員

といろいろな属性に応じたターゲットを絞って研修を実施をしております。それから、３ぺー

ジに移りますけども、ホスピタリティの推進ということで、おもてなしの向上という観点から

セミナーも行っております。あとは北海道アウトドア資格制度というのがございまして、知事

が認定をしているアウトドアの資格制度というのは北海道が全国で唯一というものでございま

すけども、こちらの認定によって観光人材を育成をしているというところでございます。もの

づくり分野につきましては、技専で訓練生のインターンシップもやっておりますが、次世代自

動車など成長期待分野への参入促進、及び若年者等へのものづくり産業への理解促進というこ

ともやっております。こちら、新規というふうに記載がございますが、事業として平成 29年度

に新しく立てたというものでございまして、自動走行の試験場誘致等々に絡めて、そういった

技術をいろいろモーターショーで紹介したりとか、高校等を訪問して出前授業をやったりする

というような取組を行っております。２つ目の柱が高度技術者等の誘致による職業能力底上げ

の促進ということで、若い技術者にあたるような方を、ＵＩターンで呼び戻してくるという取

組を行っておりまして、求人・求職情報の提供とか就職相談会、1枚おめくりをいただきまして

４ページ、北海道Ｕ・Ｉターンフェアというものも実施をしております。29 年度、この来場者

数が 28年度に比べて 100名ほど増えておりますけども、これまで参加企業が主に中小企業だけ

だったところ、北海道の有名企業、道新さんですとかニトリとか北電とかそういう方も入れた
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ということで非常に訴求力が高まったと伺っております。３つ目の柱が人手不足分野における

人材育成の推進ということでございまして、基本となる取組は委託訓練等々でございます。分

野毎に見ますと、建設・運輸分野におきましては、技専の施設内訓練、能力開発セミナー、委

託訓練も実施しておりますし、あと事業主が行う在職者向けの認定職業訓練というものがござ

いまして、これもかなりのコース数を実施をしております。それから建設業の担い手対策の推

進ということで、小中高校生も含む若年層などに対して建設業の魅力を発信するという事業も

実施をしております。それから運輸関係では、北海道観光を支える人材の育成ということで、

貸切バスの乗務員の在職者スキルアップのための研修会等を実施をしております。次に５ペー

ジをご覧頂きまして、観光分野における取組としましては、能力開発セミナーと委託訓練それ

ぞれを実施をしているのと、それから認定職業訓練校で「ホテル・旅館・レストラン科」とい

うのを新しく認定を行いました。これは野口観光さんの認定校でございますけども、29 年度に

認定を行って 30年４月から新しく学生が入って勉強をしているというところでございます。そ

れから福祉・介護分野につきましても、能力開発セミナー、委託訓練等を実施するほか、介護

のしごと魅力アップ推進ということで、介護のイメージをアップする活動ということを充実を

させています。29年度は 28年度に比べましてイベントの回数も増やして、より力を入れて、人

手不足も激しい分野ですのでイメージアップの活動に取り組んでいる状況にございまして、参

加者数も倍増しているところでございます。それから医療・看護分野ということでは、道立看

護学院の運営ですとか、あとは、民間や公的団体が行う看護職員養成施設に対して支援を行っ

ております。 

６ページをご覧頂きますと、（４）でございます、生産性の向上に向けた職業訓練等の実施

ということで、能力開発セミナーを行っております。それから（５）に産業人材としての外国

人留学生など外国人材の活用という部分がございますけども、これは 29年度新規にですね、道

内企業に就職を希望する留学生を対象とした合同企業説明会の実施ということを行っておりま

す。参加企業さん、観光やホテル、販売といった語学、英語対応を必要とするようなところで

ございまして、参加留学生は、中国とか台湾の方が人数的には多くなってございます。 

次に７ページをご覧頂きまして、２つ目の大きな柱といたしましては全員参加型社会の実現

に向けて、雇用のセーフティネットとしての機能を含むきめ細かい能力開発の推進というふう

になっております。今度は労働市場をマクロで見たときに求職者の様々な属性、女性、若者、

中高年齢者、障がいのある方とかそういったものに応じた能力開発をやっていくという趣旨の

項目になっております。まず、女性の職業能力開発ですが、委託訓練として母子家庭の母等に

対する職業訓練を行っているほか、29 年度新規といたしまして、地域子育てなでしこ再就職支

援というのを実施をしております。潜在労働力である子育て中の女性で、まだ就職活動も本格

化していないような方について、仕事と子育てを両立しながら働かれている方のお話を伺った

り、職場体験チャレンジとして、１～２時間くらい短時間のものですけども、職場の感じを味

わっていただくといったようなことをやっております。それから若者関係では、技専において

10代から 40代への職業訓練を行うほか、ジョブカフェ北海道において就職支援を行っておりま

す。中高年齢者・高齢者に対する能力開発として技専で職業訓練を行うとともに、ジョブサロ

ン北海道という概ね 35歳以上の方を対象にした就職相談を行うコーナーがあるのですけど、こ

ちらで就職支援を行っております。それから（４）で障がい者に対する職業能力開発というこ

とで、砂川にございます障害者職業能力開発校等において障がい者の方に向けた能力開発のコ

ースを実施をしております。８ページをご覧頂きまして、あとは障がい者の方に対する委託訓

練を実施するとともに、就職が困難な障がい求職者への就職の促進ということで事業主の方に

職場適応訓練という形で委託をして、訓練をした後そのままそこに雇用していただく訓練も実

施をしております。（５）が非正規雇用労働者に対する職業能力開発でございまして、座学と

実習が一体となったデュアルシステムという委託訓練のコースがあるのですけれども、そちら

を実施したりですとか、あとは国家資格を取得して、今まであまり正社員の経験がなかったよ

うなフリーターの方とかをなるべく正社員に、安定した雇用にステップアップしていただこう

という趣旨の訓練も実施をしております。それから季節労働者の方に対する能力開発というこ

とで、委託訓練を実施するとともに、通年雇用を促進するための協議会等にも参画をしており

ます。（７）が雇用情勢に対応した雇用のセーフティネットとしての職業能力開発ということ

で、今、不況で倒産というのが少ないのですが、逆に人手不足で倒産とかという話も出てきて

いるような状況で、地域の雇用・失業情勢とか訓練ニーズをよく把握をしているというところ
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でございます。９ページをご覧ください。３つ目の柱でございまして、個人に合わせたキャリ

ア形成の推進。今度は労働市場全体の話というよりは、労働者個人個人の観点からキャリア形

成を促進するといった項目になっております。３項目あるのですけど、１つ目は在学中、働く

前の段階からキャリア教育を推進するという部分でございまして、小中高一貫ふるさとキャリ

ア教育の推進といった取組を行っております。これは実践研究校というのを指定をしまして、

小学校・中学校・高校の 12年を一貫してキャリア教育の全体計画を作りまして、それぞれの段

階で行うべきキャリア教育の中身等を検証した事業でございます。それから次世代人材への職

業体験の推進ということで、専修学校を活用しまして中学生に対する職業体験の取組を支援を

しております。また、キャリア教育・職業教育の推進ということで、こちらも指定校を選んで、

ビジネスマナーとかを受ける特別な学校設定科目を作って、どういった中身がいいかといった

ことを研究したりしております。（２）労働者の主体的なキャリア形成の支援というところで、

産業人材育成に関する研修情報の提供として、産業人材育成ネットワークというホームページ

を運営しているのですけれど、そこに道内各機関が実施する研修・セミナー情報を毎月 1 回更

新して掲載をしてございます。それから技能検定制度の普及促進ということで、技能検定を実

施する団体に対する助成を行うとともに普及促進広報活動を行っているところでございます。

10 ページをご覧頂ければと思います。若手社員に対するキャリア形成の促進ということで、早

期離職防止に向けまして、若手社員の方を対象にして、自社の分析の仕方ですとか自分のキャ

リアプランの作成の方法ということを講義をして、実際それをやってもらうといった取組を行

っております。（３）企業などにおける人材育成の強化とございます。今度は企業における個

人のキャリア形成を支援しようということで、東札幌にございます道立職業能力開発支援セン

ターという施設を民間分野における職業能力開発の拠点として設けておりまして、こちらを運

営をしております。それから民間の職業訓練、認定職業訓練を行う団体に対して補助を行うで

すとか、ＱＣサークル北海道支部さんと共同で問題解決手法研修会というのを開催をしており

ます。11 ページをご覧頂きまして、最後の４技能の継承・振興ということで、労働市場に限ら

ず、一般社会において技能を尊重するという機運を醸成しようというものでございます。１つ

目が若者のものづくり、技能への理解促進ということでございますが、次世代のものづくり体

験の推進ということで、ものづくり体験会を技専で開催をしております。それから、どさんこ

サポーターズという、小学校や中学校の子達を対象に、工場見学をしてもいいですよという企

業さんですとか、各種体験ができますよといったところの会社さんが 90社ほど登録をしてくだ

さっておりまして、それぞれ提供のできるコンテンツというのを北海道産業人材ネットワーク

というホームページに情報を集積をして掲載をしておるところでございます。先ほど齊藤委員

の方からもお話がありましたけれども、技能五輪大会、それからアビリンピックによる技能へ

の機運の醸成ということでございまして、青年技能者、原則 23歳以下の方が技能レベルを競う

技能五輪大会、全国大会への出場の実績を記載してございます。 

28 年度は金賞は家具で受賞しておりまして、29 年度の金賞は建具で受賞しております。先

ほどお話がありましたように、今年度も建具で金賞を受賞しておりますので、２年連続建具で

金賞受賞しているということになります。更に国際大会が 29年度は開催されておりまして、ア

ブダビであったんですけども、そこで家具の方が１人出場されていて敢闘賞を受賞という結果

になっております。アビリンピックの方ですけれども、こちらは障がいのある方々、年齢の制

限は特にございませんけれども、同じように技能を競うというものでございまして、全国大会

が 29年度 3名出場されていて金賞が２名、パソコンデータ入力と歯科技工の分野で２名受賞に

なりました。それから今年度につきましてはビルクリーニングの分野で金賞受賞しておりまし

て、これは北海道で初めて受賞があったという競技の科目になってございます。それから（２）

技能尊重機運の醸成と熟練技能の継承でございます。29 年度新規の取組と致しまして、北海道

技能評価認定制度を創設をしております。こちらは事業主が独自に行う社内検定制度を道が認

定して、技能評価の普及を促進するというものでございまして、デンソー北海道さんのＩＣ製

品組み付けの 1 級、２級という社内検定があるのですけれど、そちらを認定をさせていただい

ております。それから、ものづくりマイスター制度の普及ということで、技能検定１級以上で

実務経験が 15年以上あるような非常に熟練された方々をものづくりマイスターとして登録をし

ていただいて、中小企業や学校に行って実技指導をしていただくという取組を行っております。

以上が 29年度の実績の概要でございまして、12ページをご覧頂きますと、目標の進捗管理がご

ざいます。１つは先ほども議論になりましたけれども、技専の施設内訓練の修了生の就職率 100
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％という目標設定をしておりまして、29年度の実績としましては 95.8％でございました。それ

から委託訓練の修了者における就職率、これは目標 77％に対して実績 72.3％、能力開発セミナ

ーにつきましては、満足度 97％の設定に対しまして 29 年度実績は 94％となっております。そ

れから一番下が道が実施する技能検定の合格者数でございますけども、目標が 2,700 名に対し

まして平成 29年度の実績が 3,183名と非常に伸張しております。こちらの内訳なのですけども、

16 ページをご覧いただければと思いますけども、技能検定の実績という記載がございまして、

外国人技能実習生の方が対象のもの、随時 3級と基礎級、それの小計欄をご覧頂きますと、313

名から 675名と合格者数が非常に増えております。362名増加をしておりまして、これがかなり

の押上要因となっております。一方で日本人が対象となっております特級、1級、２級、３級、

単一等級の方の小計欄もご覧頂きますと 2,272 名の合格者が 2,508 名に増えてございます。こ

れは 236 名増となっておりまして、急激に増加をしているのですけども、背景にございますの

が 35歳未満の若者の方が２級、３級を受験する場合に、受験料を最大 9,000円まで免除すると

いう若年者の受験料免除制度が始まったということが背景にございまして、これを利用して受

験者数が増えまして、わりと若い年齢層の受験が増えたものですから合格率も少し上がったと

いうことでございます。こちらにつきましても引き続き増加に努めていきたいと考えておりま

す。私からは以上です。 

 

○開本部会長 

  ただ今の報告に関して、各委員から何かご発言ございますか。 

 

○各委員 

  ありません。 

 

６ その他 

 

○開本部会長 

  では、その他として何かございますでしょうか。はい、ではお疲れさまでした。 

特にないようでございましたら、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。 

 

７ 閉 会 

 

○酒井主幹 

  開本部会長、ありがとうございました。 

では、以上をもちまして、平成 30年度第４回北海道労働審議会職業能力開発部会を終了させ

ていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

 


