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平成３０年度第２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７月３０日（月）１０：００～１２：００ 

               場所 本庁舎９階 経済部会議室 

 

１ 開 会 

 

○酒井主幹 

 それでは定刻となりましたので、ただ今から、平成３０年度第２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 酒井でございます。どうぞよろし
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ま

して、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堀より､ご挨拶を申し上げます。 

 

２ 挨 拶 

 

○堀労働政策局長 

  皆さんおはようございます。労働政策局長の堀でございます。本日は大変お忙しい中、また

大変お暑い中、職業能力開発部会にご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

今後の高等技術専門学院の運営方針につきましては、知事から北海道労働審議会会長に諮問

をされ、当部会に付託をされ、前回から議論をされているところでございます。前回は、札幌

高等技術専門学院の訓練内容の視察と、これまでの技専における取組や現状についてご説明を

した上で、今後の運営方針の策定にあたっての基本的な考え方についてご議論いただき、ご了

承いただいたところです。 

本日は、この基本的な考え方に沿って、個別事項の審議に入っていただくところでございま

して、これまでいただいた審議会の提言の内容を確認いただくとともに訓練内容の評価や入校

促進に向けた取組などにつきまして、ご議論をいただきたいと考えております。委員並びに特

別委員の皆様におかれましては、前回同様活発なご議論をいただければと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 

○酒井主幹 

  本日の出席予定の北海学園大学経営学部教授の増地様におかれましては、交通事情によりま

して少し遅れるという状況でございます。 

なお、株式会社ダイナックス執行役員管理本部長の川合様におかれましては、本日は都合に

より欠席となってございます。 

前回、７月１８日に開催しました第１回職業能力開発部会の議事録につきましては、未定稿

のものをすでにメール等でお送りしてございますけれども、本日も参考にお配りしてございま

す。委員の皆様におかれましては、内容をご確認いただきまして、修正等ございましたら、８

月６日を目処に、事務局の担当までメール又は FAXにてお知らせくださいますようお願いいた

します。 
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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 

  はい、皆様おはようございます。それでは本日の議題でございますが、「『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。 

 本件につきましては、知事より北海道労働審議会会長に諮問され、北海道労働審議会において、 

当部会に付託された事項であります。前回の第１回部会において、『今後の高等技術専門学

院の運営方針（仮称）』の策定にあたって「基本的な考え方」について、了解をいただきまし

た。 

資料１としてお配りしている「基本的な考え方」を踏まえて、個別事項の審議を進めていき

たいと思います。 

本日は「施設内訓練における訓練科目の評価について」と「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２点を審議いたします。まず、「施設内訓練における訓練科目の評

価について」事務局から説明願います。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  道庁人材育成課職業訓練担当課長の内藤でございます。私のほう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）」の策定につきましては、ただ今､部会長

からお話がありましたとおり、前回の第１回部会におきまして、この部会に審議を付託され、

策定の目的や背景、技専の現状、これまでの経過などにつきましてご説明をし、資料１として

お配りしております「策定に当たっての基本的な考え方」を中心にご議論をいただいたところ

でございます。今回から、前回ご了解いただきました基本的な考え方を踏まえた個別事項の審
議をお願いいたします。 

まず、「施設内訓練における訓練科目の評価」につきまして、資料２－１をご覧いただきた

いと思います。こちらにつきましては、前回の部会におきましても概略をご説明いたしました

が、あらためてご説明をさせていただきます。 

まず、１の評価の方法の欄でございます。中長期ビジョンにおきまして、施設内訓練の訓練

科目につきましては、地域における求職者の受講ニーズと企業の求人ニーズに対応したものと

なっているかを評価・検証し、必要な見直しを行うこととしています。評価項目としては、受

講ニーズを評価するものとして、入校定員に対する応募者数の倍率を示す「応募倍率」、求人

ニーズを評価するものとして、就職希望者に対する就職者数の割合を示す「就職率」、この２

つの項目を設定し、各中期構想期間における「応募倍率」と「就職率」に応じまして、Ａ・Ｂ

・Ｃの３段階で評価をし、「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評価項目につきましては、その要因を検証し、科目の課題点と今後の見直し
の方向性を示すこととしております。これまでも、第Ⅰ期と第Ⅱ期の中期構想の点検におきま

して、こうした評価結果を踏まえ、民間教育訓練機関との重複を確認した上で、科目の廃止や

転換、１年制普通課程や短期課程の廃止、入校定員の削減といった見直しを、必要に応じ行っ

てきたところであります。 

  訓練科目の評価項目につきましては、職業能力開発部会でご議論いただき、平成２９年１月

に、新たな評価項目についての提言をいただいております。この頁の下の囲みに提言いただい

た内容を記載しておりますが、これまでの「応募倍率」と「就職率」は、受講及び求人ニーズ

を把握するために重要な指標であり、非常に客観的な数字であるから、入れるべきであるが、

経済状況に連動する指標であるので、基準を固定せず経済状況に応じた係数等を導入すべきで

あり、また、新たな評価項目として、「訓練生の満足度」、「関連業界就職率」、「雇用の質」、

「企業の評価」を追加すべきである、とされております。このため、第Ⅲ期の中期構想期間の

訓練科目の評価につきましては、この提言を踏まえ、新たな評価項目を加えて評価を実施いた
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しました。 

  ２ページ目をご覧ください。審議会から提言をいただいた内容と、それを踏まえた新たな評価

実施の考え方（案）を示しております。まず、既存の評価項目である「応募倍率」と「就職率 

につきましては、経済状況に応じた係数を導入してはどうかとされており、検討いたしまし   

たが、適当な係数が見当たらないことから、従前同様の算定方法といたしました。 

  「訓練生の満足度」は、本年６月に全在校生を対象に行ったアンケート調査の中で、「訓練

カリキュラム」及び「施設・設備」の満足度を、５段階評価で実施し、「満足」「やや満足」

とした割合を評価指標としました。 

   「関連業界就職率」につきましては、過去３年間の修了生の就職希望者のうち、訓練科目に

関連した業界に就職した者の率を評価指標としました。なお、転職していても、同一業界にと

どまっていれば評価できるのではないかとの意見もいただいておりますが、就職後に離職した

者で、関連業界に再就職した者につきまして、過去３年間の動向は把握をいたしましたが、今

後とも定例的に把握するための方法について、今後の検討課題としております。 

   「雇用の質」につきましては、提言いただいた「正規雇用の割合」とし、過去３年間の修了

生の就職者のうち、正規雇用に就いた者の割合を評価指標としました。 

   最後の「企業の評価」につきましては、本年２月から６月にかけて、各技専ごとに、関係業

界団体や修了生を採用した企業と意見交換を行い、修了生に対する評価をお聞きしたところで

あり、即戦力になるなどの定性的な評価はいただきましたが、アンケート調査による定量的な

データ収集の方法などについては、今後、検討することとしております。 

３ページ目をご覧ください。現在の第Ⅲ期中期構想期間中の対象訓練科、３３科目につきま

して、既存の「応募倍率」と「就職率」の評価基準に従って、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階で評価をし

た結果です。Ａ評価は５技専１０訓練科あり、特段の問題がない科目と考えております。Ｂ評

価は１技専２訓練科ございますが、応募倍率が１倍を下回っているものの堅調であり、今後の

推移を注視することといたします。Ｃ評価は６技専１６訓練科あり、これらが評価基準未満で

あり、その要因を検証し、科目の課題点と今後の見直しの方向性を示すこととしております。

なお、これらＣ評価の科目はすべて、就職率は基準を上回っているものの、応募倍率が基準を

下回っているものでございます。 

４ページ目をご覧ください。既存の評価項目「応募倍率」「就職率」によりＣ評価となりま

した１６訓練科について、２ページ目に示した新たな評価実施の考え方（案）に基づいて、「訓

練生の満足度」、「関連業界就職率」、「雇用の質」の３項目を追加したものを、４ページか

ら５ページにかけて、各科ごとに表にしております。 

   「訓練生の満足度」につきましては、「訓練カリキュラム」と「施設・設備」について、「満

足」「やや満足」とした割合を示しておりますが、高い科で１００％、低い科で６０％となっ

ております。このＣ評価訓練科目における訓練生の満足度につきましては、先に資料２－２を

ご覧いただきたいと思います。この資料２－１の後ろに資料２－２を付けてございます。１ペ

ージ目が「訓練カリキュラム」について、２ページ目が「施設・設備」について、それぞれ「満

足」「やや満足」の合計、「どちらともいえない」、「やや不満」「不満」の合計について、

回答数の実数と比率を示すともに、「やや不満」「不満」の主な理由について記載しています。

先ほど低い科は６０％となっていると説明いたしましたが、「どちらともいえない」の比率が
多くなっているほか、不満についても訓練自体に関するものは少ない状況となっています。主

な理由を見ますと、１ページ目の「訓練カリキュラム」につきましては、札幌技専の金属加工

科で「溶接の時間が少ない」、また、北見技専の電子機械科で「電子の必要性を感じない」と

いう回答がありました。また、２ページ目の「施設・設備」については、訓練科の実習用機械

や設備に対する不満として、旭川技専のシステム制御技術科と色彩デザイン科で「パソコンが

古い」という回答がありましたほかは、いずれも、冷暖房の空調設備やトイレ、売店といった

技専の施設に関する不満でありまして、直接的に訓練科に対する不満ではありませんでした。 

再び、資料２－１の４ページ目の方にお戻りいただきたいと思います。続きまして、「関連

業界就職率」ですが、こちらは過去３年間の修了生の就職希望者のうち、訓練科目に関連した

業界に就職した者の率を示しており、年によって変動しておりますが、高いもので１００％、

低いもので４４％となっております。総じて８０％以上は関連業界に就職をしており、修了生

の多くは技専で習得した技能や技術を活かす企業に就職しておりますが、そのうち、５ページ
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目になりますが、上の段にございます北見技専の造形デザイン科、また、真ん中の欄にありま

す帯広技専の同じく造形デザイン科、これら造形デザイン科につきましては、家具や建具など

木材加工製品を製作する技術を習得する科目でございますが、関連業界就職率が、年によって
４０％台や５０％台に留まっております。この両科につきましては、家具、建具などの関連業

界の地元企業からの求人が比較的少ないためと考えられるところであります。 

次に、「雇用の質」ですが、過去３年間の修了生の就職者のうち、正規雇用に就いた者の割

合を示しており、年によって若干の変動はありますが、多くの年で 100％となっており、概ね

企業に正規雇用として採用されております。 

これら労働審議会から提言のありました新たな評価項目のほか、第１回部会におきまして、

山田委員よりご意見をいただきました「訓練科ごとの求人数」につきましても、資料２－３に

加えましたので、こちら資料２－３をご覧いただきたいと思います。全技専の全科目の過去３

年間の修了者数、就職希望者数、就職決定者数、就職率と、求人数、求人倍率を表にしたもの

で、Ｃ評価訓練科目について網掛けしております。これを見ますと、全科目合計の求人倍率が、

平成２７年度が３．７倍、平成２８年度が４．１倍、平成２９年度が５．０倍と年々上がって

おり、求人ニーズが高まっていることがわかりますが、ただ今関連業界就職率の説明の際に触
れました北見技専と帯広技専の造形デザイン科につきましては、求人倍率が１倍から２倍程度

と、比較的低い状況となっております。 

   また、網掛けをした中では、旭川技専の色彩デザイン科、こちらは工業製品、建造物等の塗

装やデザインの技術を習得する科でございますが、この旭川学院の色彩デザイン科につきまし

ても、求人倍率が他の科目に比べると求人倍率が比較的低い状況となっております。 

   次に、資料２－４をご覧いただきたいと思います。労働審議会から提言のありました「企業

の評価」につきましては、さきほどご説明したとおり、各技専ごとに、関係業界団体や修了生

を採用した企業と意見交換を行い、定性的な評価をいただきましたが、Ｃ評価訓練科目に関し

ていただいた評価や意見等を取りまとめたものでございます。技専の修了生に対しては、技専

での訓練を経た人材は優れておりこれからも採用したい、技専の修了生は基礎的なスキルが身

についている、といった良い評価をいただいているほか、個別事項といたしましては、旭川技

専のシステム制御技術科について、画像アプリ開発技術も取り入れてもらえると良い、という
ご意見や、北見技専の電子機械科について、溶接の時間を増やしているのが良い、といった訓

練内容についての要望や意見もいただいているところであります。 

こうした評価項目の状況を分析し、関係業界団体等からのニーズも踏まえまして、 各技専が

行った自己評価を基に取りまとめた訓練科の評価につきましては、資料２－１にまた戻ってい

ただいて、恐縮でございますが、資料２－１の６ページと７ページに記載をしております。ま

ず、資料２－１の６ページからご覧いただきたいと思います。Ｃ評価となった訓練科目の課題

点と、今後の見直しの方向性を示しておりますが、Ｃ評価の科目はすべて、就職率は基準を上

回っており、求人ニーズは高いものの、応募倍率が基準を下回っており、応募者を増やすこと

が、各科共通の課題であり、広報活動を強化するなど、より一層の入校促進策に取り組むこと

が必要としております。 

  また、各科ごとの評価項目の状況や、関係業界からのニーズ等を踏まえまして、旭川技専の

「システム制御技術科」につきまして、業界のニーズに応えられるよう訓練内容の改善を図る
こと、同じく旭川技専の「色彩デザイン科」につきまして、より企業が求める幅広い技能を持

った人材を育成するよう、訓練内容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、地域の業界のニーズと合った訓練内容となっているか検証すること、同じく

北見技専の「電子機械科」について、地域の業界のニーズを踏まえた訓練内容の見直しについ

て検討すること、続いて７ページに移りまして、帯広技専の「造形デザイン科」について、適

正な訓練定員への見直しを検討すること、といった方向性を自己評価として行っているところ

でございます。 

また、函館・旭川・北見・釧路の「建築技術科」につきまして、いずれも応募倍率が基準を

下回っており、現状や課題が共通しておりますので、一括で評価しておりますが、いずれも応

募者の減少傾向が続いており、道では、建設業団体、職業訓練機関、関係行政機関等と「北海

道建設産業担い手確保・育成推進協議会」を設置し、担い手の確保に向けて、業界ＰＲ等に取

り組んでいるところであり、業界の人材ニーズに応えるため、引き続き業界と連携して、入促
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進策などに取り組むことが必要、としております。こうした方向性のもとに、特に訓練内容の

改善や見直し等の検討を行うこととする訓練科目については、地域や関係団体等のニーズを踏

まえて、技専とともに、具体的な改善や見直し等の方策について、検討を深めていきたいと考
えているところであります。 

以上、「施設内訓練における訓練科目の評価」についてご説明させていただきましたが、た

だ今ご説明させていただきました中で、特に、資料２－１の２ページ目にお示しをいたしまし

た、新たな評価実施の考え方（案）につきましてと、６ページと７ページにお示しをしました、

Ｃ評価となった訓練科目の評価と今後の見直しの方向性について、ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

○開本部会長 

それでは、ただいまの説明に対して、ご意見ご質問お願いいたします。 

 

○藤川特別委員 

  応募倍率とその後の就職率、就職率は非常に高いというのがあるけれども、応募倍率なんで

すけど、定員２０名に対して、まあ５０とか７０とか、逆をいうとですね、定員１０名だった
ら応募倍率は上がりますよね。問題は、定員というのはどこまでが限界なのかというのを。や

っぱり１０名ぐらいが限界なのか、運営全体のことを考えると。その辺のところ、皆さんに逆
に御意見を聞きたいなと、どこまでなら許されるんだろうかという。 

 建築関係、かなり苦戦しているんですけれども、じゃあ、僕ら正直なところ、業界でこう話し
てるんですけども、２名、３名でもいいからやって欲しいという意見が結構あるんですから。

まあ、そうは言っても学院の運営ですから、１人２人のために先生５人１０人も配置できない
という問題もございましょうし、その辺の定員数というものの考え方をですね、聞かせていた

だけないかと。 

 

○開本部会長 

ありがとうございます。まず、事務局から定員数の限界をですね、どのように考えられるか

と思うんですけど。如何でしょうか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

まず、入校定員につきましては、前回の第１回の時にもご説明いたしましたが、入校定員の

半分を下回る入校数の状況が３年間続いたら、入校定員の見直しを含めて検討しております。
実際に、２０名定員のところを１５名定員にする、あるいは１０名定員にするといった見直し

をこれまで行っているところでして、そういう意味では今回の評価の中でも、地元の求人数が
なかなか上がってこないという中で、帯広技専の造形デザイン科の方では、入校定員数をもう

少し減らした形でもいいんではないかということを現地の方から言っているということでござ
います。 

   現状におきまして、入校定員につきましては、一番最少が１０名ということでやってござい
ます。これにつきましては、従来２０名をもともと基本としていったところを見直している中

で、１０名という所もできてきたということでございますが、さらに、それ以降どうしていく
のかということにつきましては、まさしく、今後の運営の方針にも関わるところでもございま

すので、部会の各委員のご意見を是非承りたいと思っております。 

 

○土屋職業能力担当局長 

    追加しますけれども、技専の運営には交付金として国からもいただいているところでござい

ますが、定員が１０名を下回ると、交付金の対象にならないということがございまして、１５
名とか２０名というのはあるのですが、１０名になった後に３年間、過半数を超えない場合は、

存廃を含めた検討をするというような形に今はなっています。 

 

○開本部会長 

今のは１０名以下、それとも１０名未満ですか。定員が１０名の時は交付金はまだ出るので

しょうか。 
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○土屋職業能力担当局長 

  ９名だと出ません。 

 

○開本部会長 

  今は出ている状態で、これよりも下げるということになると、きちんとした議論が必要にな

ってくるという、そういう状況ということでよろしいでしょうか。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  はい。 

 

○開本部会長 

  ありがとうございます。 

 

○山田委員 

  実際の入校人数ではなくて、定員ベースでということですね。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  はい。 

 

○開本部会長 

  他にご意見ご質問ありましたらどうぞ。 

 

○山田委員 

  今、藤川委員の発言にも関連していくんですが、やはり地元、それぞれの地域で、かつ関係
の概ね求人数が非常に多い格好にはなっているということですから、やはり問題はやっぱり入

校者の方なんだろうというように思います。ですから、地元に残っていただけているという考
え方も前回示されましたけれども、地元及び管内に残る方が非常に多い割合を考えると、Ｃ評

価が３年連続等々と言っても、すぐ廃科なり何なりというのは、ちょっと乱暴過ぎることじゃ
ないかな、というような気がします。ですから、もっとＰＲ方法をどうしていくべきかという

ところにちょっと力点を置いた方がいいのかなというように思います。 

 

○開本部会長 

  事務局から何かございますか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  入校促進につきましては、まさしく、重要な課題であり、科目の評価も、全て、就職率は基
準を満たしているけれども応募倍率が下回っているということでありますので、そこが最も大

きなポイントであり、そういった観点から、次の２つ目の議題の方で、入校促進につきまして、
改めてご説明をして、ご議論いただきたいというように考えています。 

 

○開本部会長 

  その他、ご意見ご質問等はございますか。 

 

○門馬特別委員 

  関連で、以前のですかね、審議会の中で新たな評価指標の検討をするということで、経済状

況に応じた係数を導入というようなご意見があって、まあ、適当な係数がないということで、
という結論を出されているんですが、先ほど藤川委員の方からもお話があったように、係数と

いうのはなかなか難しいと思います。定員数を見直して、私ども機構でも、やはり今好景気に
なりますので、離職者訓練というと、景気が良くなると、就職が黙っていても良くなってきて、

有効求人倍率も上がってきてという状況だと、私どもも受講者の方を集めるというのは難しい
ということもありまして、全国的に全体の計画数を減らしていくっていうような手法を厚労省
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の方と協議しながら進めていっている状況もありますので、極端に２０を１５という訳にはな
かなか行かないとは思いますが、これを１８とか１７とか、やはり分母に対して１名の割合っ

ていうのは、率でいくと大きな割合で跳ね返ってくると思いますので、そういった細かい入校
定員の見直しという方法はひとつあるのかなというように考えています。 

 

○開本部会長 

  事務局から何かございますか。とりあえずご意見として承るというような。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  今、現状は、１０名、１５名、２０名なんですが、今、ご意見をいただいたというように承

っていきたいと。 

 

○田中特別委員 

  ひとつお聞きしたいんですけれども、例えば、１０名の定員っていった時に、応募者がいた

ので、１２名入れるとか１５名入れるということは可能なんですか。定員が１０名だったら応
募者がいたとしてももうそれ以上は受け入れられないってことなんですか。 

 

○開本部会長 

  事務局、いかがでしょうか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  例えば、平成３０年度におきましても、応募が定員を上回ったところはございますが、そこ

は定員以内にというようにしております。 

 

○大竹主幹 

  定員を削減した経緯の科というようなところについては、施設であるとか訓練体制が、もと

もと設備があるからといった場合には、協議の上でやったこともございます。ただ、全体とし
て、過去に減らした経緯というのは入校実績がなかったということでもありますので、なかな

かそういうパターンは多くはないという認識でおります。 

 

○田中特別委員 

  例えばですね、応募倍率を上げるには定員は少ない方がいいわけですよね。１０人は下回れ

ないので、１０人にしておいて、１５人来たときに１５人入れるとかっていうようにする方が、
倍率としては絶対に高まりますよね。２０人の定員よりも１０人定員の方が。ただ、１０人の

定員の場合に１５人来たからといっても入れられないっていうのであればちょっと困るんです
けれど、入れられるのであれば、応募倍率のことだけを考えたら、定員は少なければ少ない方

が計算上はいいですよね。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  そこの仕組みについては、今、田中委員からご指摘のありましたものが可能かどうかという

のは、改めて調べさせていただきたいと思います。 

 

○布川特別委員 

  定員の話があったんですけれども、専門学校、私の学校はちょうど美容師養成施設で、厚労

省管轄なんですけれども、かなり定員については厳しくチェックされています。特に養成施設
の場合には、美容師も調理師もそうなんですけれども、一人でも超えたら駄目だと。かなり厳

しいチェックを受けていることがありますので、この訓練機関において、そういったことが、
もし許されるのであれば、ちょっとどうなんだろうと、社会常識からするとどうなんだろうと、

私の立場からの意見です。 

 

○李特別委員 

  定員以外のところで少し。さっき満足度調査のところであったと思うんですけれど、例えば、
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トイレとか冷房の施設がないよと、施設の問題も一つあるのかなと。前も少しお話をさせてい
ただいた時に、やっぱり施設がどんどん老朽化する中で、いい学生を募集するためにも、やっ 

ぱり、ある程度、ウオッシュレットはともかくとして、和式ではなく洋式のトイレにするとか
ってくらいはやってあげないと。たぶん、これを見ていると、特定の、例えば北見とかいくつ

かの機関でそういった声が出ていると。そういうのが、一つ定員を安定的に維持するためにも
必要な、お金がどれくらい掛かるかわからないんですけども、そういうのはやっぱり酌み取っ

てあげて欲しいなと思いました。 

 

○開本部会長 

  事務局から何かございますか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  技専全体の予算の状況等につきましては、次回の、第３回の部会で改めてご説明と思うんで
すけれども、ただいまご指摘いただいた件につきましては、施設・設備の改修についての予算

が必要になってくるということでございまして、現状、道有施設の施設改修については、技専
だけでなく道庁全体で道有施設の必要な維持補修を建設部サイドでやっている中で、どうやっ

て優先順位を高めて予算を取ってくるか、訓練生の満足度を高めるために施設なり設備を改善
すべきであることは確かに認識しておりまして、計画的な改修、修繕を図りますとともに、予

算については緊急性の方も勘案して対応していこうと思っています。現時点で北見技専のトイ
レの改修についてはまだ予定としてはございません。また、空調設備の関係も書いてございま

したが、ちなみに冷房に関しては、北見技専に限らずコンピュータ室以外の教室には入ってい
ないという状況ということです。 

 

 

○開本部会長 

 その他、ご意見等ございますか。 

 

○李特別委員 

  これに限らないので発言しようかどうか迷っているんですけども、やっぱり、北海道だけの
話ではないのかなと思うんですね。こういった、倍率が低くなって、なかなか運営に跳ね返っ

たりする状況というのは、たぶん全国的な傾向なのかなと。その原因というのは、やっぱり人
口減少や少子化というのは圧倒的な状況というのが大きいのかなと思っているので。そうなっ

てくると、やっぱりこうやって定員をその都度少しずつ削減するだけでは、なにか抜本的な対
策にはなってない気がするんですね。なので、少子化対策はどうするかっていうのはもちろん

あるんですけども、例えば、今、国の中でも、結構、移民ではないんですけれども、いろんな
分野で外国人の研修生受け入れを５年に延長するとかっていうのをやってきている中で、例え

ば、本当に高等技専のありようをちゃんと考えるんだったら、やっぱり、その日本のものづく
りをいかに維持するのかっていうこと、あるいは、それをいかに保持するかっていう、そのた

めの人材育成のための訓練校だと思ってますので、そのための、例えば、北海道だけでできる
かとはわからないんですけれども、例えば、留学生を入れるとか、外国人にもっと訓練の門戸

を増やすとか、何か抜本的な対策を講じるべきなのかなという気がするんですけどいかがでし
ょうか｡ 

 

○開本部会長 

  事務局の方で、今、答えられることございますか。ご意見としていただきますか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  まさしく、今後の中長期を見据えた中での方針というところに関わるところで、改めてご議

論いただいたものを整理して、今後の方向性としていきたいと考えます。ただ、実際、全国的
な動きと言いますか、国の動きということも十分把握した上で整理をしていきたいと思います

ので、引き続き他県の動向、国の動向を含めて情報収集しまして、ご議論の参考になるように
お示ししていきたいと考えています。 
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○開本部会長 

  その他、ご意見等ございますか。 

 今時点のご意見等を伺って確認したい事柄を再度お話しいたしますと、資料２－１の２ページ

の、こちらの審議会提言を踏まえた新たな評価項目の設定というものがございます。この向か
って右側の（案）というものがございまして、本日、この場では、この案で「よろしい」か、

「概ねよろしい」かという確認をさせていただきたいというところが１点目でございます。 

 もう１点が、先ほど内藤課長の方からもご説明がありましたとおり、「Ｃ評価となった訓練科

の評価」、資料２－１の６ページ、７ページについて、やや具体的なお話になっておりますけ
れども、この点について、この内容でよろしいかということをこの段階の一つの結論として確

認させていただきたいというふうに思っております。これは改めての確認でございます。ただ
いま、定員等や入校促進のあり方についてのご意見等いただきましてありがとうございます。

それを踏まえまして、現時点においては、この２点、資料２－１の２ページと６ページ、７ペ
ージ目については事務局の考え方のとおりということで進めてよろしいでしょうか。 

（一同、異議なし） 

  それでは、特にご異議がないということで、ここでは事務局の考え方のとおりとしたいと思

います。 

  そして、先ほどＣ評価となった訓練科目の今後の方向性につきましては、委員の意見を踏ま

えまして、次回の部会で事務局より具体策を提出いただき、審議したいと思います。 

  それでは、続いて、「これまでの審議会提言の確認と今後の考え方について」の議論に移り

ます。 

  前回の部会においても、各委員からこれまでの提言に関連した発言が多くありましたので、

その点を議論しておきたいと思います。 

  まず、事務局から、指定管理者制度について説明願います。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

引き続き説明させていただきます。これまでの労働審議会からの提言といたしまして、平成

２５年６月と平成２９年１月の提言を合わせて、６項目の提言をいただいております。 

  そのうち、平成２９年１月の第２回提言にありました「新たな評価項目」につきましては、

ただいまご説明をし、ご了承いただいたところです。 

  残りの５項目につきまして、提言を踏まえた、今後の運営方針の策定に向けた考え方を 

 ご審議いただきたいと考えておりますが、時間の都合上、「授業料の水準」につきましては、 

 前回の第１回部会でご質問のありました予算の状況と合わせて、次回の第３回部会でご説明し、

ご審議いただきたいと思いますので、ご理解を願います。 

  本日は、それ以外の４項目について、ご審議をお願いしたいと思っております。 

そのうちの 1点目で、平成２９年１月の提言にありました「指定管理者制度について」 

 でございます。資料の３－１をご覧いただきたいと思います。提言におきまして「高等技術専

門学院における指定管理者制度の導入は行わない。」とされておりますが、現状における状況

変化を確認したいと思います。 

まず、提言では、「これからも職業訓練を取り巻く情勢や法律改正等の状況変化を見極めて

いくが、道として継続的なものづくり人材育成が必要なことから、高等技術専門学院における

指定管理者制度の導入は行わない。」とされました。 

 指定管理者制度の現状ですが、道では、提言を踏まえ、技専の管理運営について、指定管理

者制度は導入しておりません。また、提言をいただいた平成２９年１月以降、技専に関係する

国及び道の指定管理者制度の改正等はないことを確認しております。 

なお、他都府県の状況でございますが、平成３０年４月に島根県が全都道府県に対して調査

を行いましたが、その結果を島根県からいただきましたが、現在、指定管理者制度を導入して

いる都府県はなく、過去に、職業能力開発校の中で管理運営について指定管理者制度を導入し
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た例といたしましては、大阪府の１例のみであったところでございます。 

大阪府の例でございますが、平成２５年度に府立夕陽丘高等職業技術専門校において、母子

家庭の母を対象とした経理ビジネス科・会計実務科、中高年齢者を対象とした開業支援科・総

務ビジネス科、若年無業者を対象としたショップマネジメント科・ＩＴプロモート科に指定管

理者制度を導入し、半年間の無料の職業訓練を実施しておりましたが、平成２９年度末で５年

間の指定管理期間が満了し、指定管理は終了しているとのことであります。 

  その理由ですが、平成２９年度で府内の別の職業能力開発校である芦原高等職業技術専門校

を廃止し、夕陽丘高等技術専門校へ統合することとなり、夕陽丘高等技術専門校の施設内訓練

として行っていたビジネス系訓練科目をすべて廃止し、平成３０年度からは、外部の民間訓練

機関への委託訓練に切り替えたとのことでございます。 

今後の運営方針の策定に向けた考え方でございますが、技専の管理運営については、引き続

き指定管理者制度の導入を行わないこととし、道の直営により、継続的なものづくり人材等の

育成を行っていくこととする、今後も、職業訓練を取り巻く情勢や、国の動き、他都府県の状

況等を注視しながら、技専の効率的・効果的な運営を図っていく、このようにしたいと考えて

おります。参考までに２ページに、指定管理者制度の概要等をつけてございます。 

指定管理者制度については、以上のとおりでございます。ご審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

 

○開本部会長 

  はい、ただいまの説明に対して、ご意見ご質問お願いします。 

 

○森下特別委員 

  もっと具体的に、どうして導入しないのか、駄目なのか、分かり易く説明してもらうことは

できますか。なぜ駄目なのかというのがわからないのですが。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  これにつきましては、前回、平成２９年の時にも十分ご議論していただいて、指定管理者制

度によるメリットやデメリット等を検討した中で、道の直営により運営していくことが適当で

あるという結論になったと承知しています。 

  大阪府で実際に導入した事例があるということ。また、その当時の国の見解としても、都道

府県の直営でなければ、指定管理者制度を導入して運営することが可能であるという見解もあ

って、この議論を行ったところで、他府県においても同様に導入しようとしている動きもある

ということもあり、実際、大阪府の方で導入した結果としては、サービス系科目で、直接、公

的なところがどうしてもやらなければならないということではなく、民間の教育機関でもでき

るだろうということで、委託訓練に切り替えたところです。 

  部会で議論した当時、指定管理者制度であっても、継続的な指導を行っていくための体制を

しっかりとした形で持っていくことが出来るのかどうか、ということも大きな論点であったと

聞いております。 

  特に訓練生に対して、安定的に継続的に指導していく指導体制というところで、道の直営で

実施するのが適当であろうということになったというように聞いているところであります。 

 

○森下特別委員 

  私も委員だったのですけども、これには出ていないです。 
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○開本部会長 

  今の説明内容としましては、何年かおきに指定管理者が変わることによって、よろしくない

結果が出る可能性があるので。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  継続的かつ安定的なものづくりの人材育成の体制を取っていくべきではないかという議論で

結論を出したということです。 

 

○藤川委員 

  過去において、道ではやったことがないんですもんね。学院に関して。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  学院に関してはございません。道で実施しておりますのは、公の施設の管理でございますが、

先ほど申しましたように、職業能力開発校について、道として実施しておりませんし、他県の

例としても、大阪府がかつてあっただけということです。 

 

○藤川委員 

  指定管理者制度というのは、民間の発想を入れてというのが根本の理念。僕ら民間からする

と、採算に合わないものは切ってしまうということをせざるを得ないですよね。そう考えると、

道がやっていただいている学院が直営というのが、少ない数でもフォローして貰えるというメ

リットというか、大きな命題があるわけですから。 

  ものによっては、指定管理者制度というのがいい事例もあるのかもしれない。こと教育、訓

練機関として運営していくとなると、民間ではたぶん受けない、できないと思う。そもそもこ

のテーマが議題になることも疑問です。ぜひとも道で頑張ってください。 

 

○山田委員 

  指定管理者制度を入れて、２年か１年か分かりませんけども、入札で業者が変わって、先生

達が続ければ１年同じような指導ができるのでしょうけれども、企業の考え方ですから、自分

達の中で賄っていくと、例えば１年学んだ先生が途中で変わってしまうという事態を避けるた

めにも、指定管理者制度はやるべきじゃないなと思います。 

 

○開本部会長 

  それでは、他に特段のご意見がないようですので、事務局からの提言のとおり指定管理者制

度については導入しないということを確認したいと思います。 

 

○開本部会長 

  それでは、続きまして、「専門学校等との科目の重複」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 

続きまして、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いて」で

ございます。資料３－２をご覧ください。提言において、「科目等の重複は、現状においてみ

られないと判断すべきであるが、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。」とされておりますことから、現状における民間との競合を確認します。 

まず、提言におきしては、「医療、ＩＴ等様々な分野で教育を行う専門学校と、ものづくり
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を中心に訓練を行う技専とでは、訓練科目の重複は、自動車整備科以外にはほぼ見られないと

の意見が多かった。また、重複を判断する地域については、６つの圏域が妥当とする趣旨の意

見が多かった一方で、それよりも広く全道で捉えるべきとする意見や、より狭くても差し支え

ないとの意見が多かった。こうした意見を総合的に判断すれば、科目等の重複は、現状におい

てみられないと判断すべきであるが、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。」とされたところであります。 

この提言を基に、まず、重複を判断する地域につきましては、６つの連携地域ごとに、技専

の訓練科目と専門学校等の科目との重複の有無を判断することとして考えております。 

提言をいただいた後の取組といたしまして、この提言に書いてございますが、苫小牧技専に

自動車整備科がありましたが、同じ道央広域連携地域内に、自動車整備科を有する専門学校等

がありますことから、平成２５年度末に廃止いたしました。また、札幌技専に電子工学科があ

りましたが、同じ道央広域連携地域内に、情報システム系の科目を有する専門学校等がありま

すことから、平成２８年度末に廃止をいたしました。 

なお、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

を確認いたしました。２ページ目に、連携地域ごとの技専の訓練科目と専門学校の現状を示し

ておりますが、科目等の重複は見られなかったところでございます。   

今後の運営方針の策定に向けた考え方といたしましては、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、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する、技専は、地域の産業を支える「ものづくり関連」に係

る産業人材の育成を一層促進していく、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、常に留意していく、こう

いった考え方で今後の運営方針の策定に臨んでいきたいというふうに考えております。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

○開本部会長 

  ただいまのご説明に関し、ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○齊藤特別委員  

  資料３－２の第１回提言の中を検証しないとならないと私は思っているんですよね。という

のは、重複云々とありますけれど、「科目等の重複は、現状においては見られないと判断すべ

き」と、ただ、提言後の取組、平成 25年度から 29年の中で、苫小牧技専と札幌技専でこれ２

つ科目を廃止しておりますけれども、その後、専門学校の入学者数がどうなったか、これは検

証されているのでしょうか。基本的に自動車整備工そのものが不足しているという話も聞いて

おりますし、単なる科目の重複だけなのか、そして専門学校の生徒数がどう推移しているのか、

ここについても私も判断したいので、分かる範囲で教えていただきたいという点。そして、最

後の「今後の運営方針の策定に向けた考え方（案）」、かっこ書きで案とありますけれども、

この考え方と資料１の「今後の高等技術専門学院の運営方針」と若干違うと思うんですが、資

料３－２の「今後の考え方」の４ポツ目については、私はいらないと思います。 

 

○開本部会長 

  今のご意見、ご質問というものは、まず一つは特に入学者数は、これは私立の専門学校の入

学者数がどうなったのか、それを知ってそういった検証をしたいという、検証すべきではない

かという点と、もう一点が、この資料３－２の下の案の一番下のポツですね、「民間ができる

ことは民間に」云々というこのくだりはいらないのではないかと。それは資料１の基本的な考

え方と合致しないのではないか、というご意見というふうに整理してよろしいでしょうか。 
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  そういたしますと、まず一点目の入学者数はどうなったのかという、そういった検証の点で

すけれども、それは事務局の方では把握しているものなのでしょうか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  訓練科目につきましては、民間との科目の重複ということで見直しを行い、今申し上げたよ

うな結果になっているところでございます。苫小牧技専におきましては、自動車整備科の技専

の訓練科を廃止した後に、地域の自動車整備の業界が中心となりまして、民間主体の訓練を一

部続けてやっていただいているところでございます。 

  ただ、今、齊藤委員の方からお話のありました専門学校さんの方の入校状況や応募状況がど

うなっているかというところにつきましては、私どもの事務局の方では正確には持ち合わせて

いない状況でございます。 

 

○布川特別委員 

  入学の状況については、調べていただければ、関係庁から入学者数というのは出てくるはず

です。 

  あと、私のあくまでも個人的な実感値ですが、毎年、実は入学者は変わります。昨年あたり、

かなり少なかったのが、今年、若干自動車整備は少し戻しているというような噂も聞いてはお

ります。 

  ただ各校ごとに、今、私は把握していないので、その点については、ちょっと明確なお答え

にはならないというのが現状です。 

  今、齊藤委員からこういう話がありまして、私は全く逆のことを考えておりまして、厚労省

からの文書でも、この「民間にできることは民間に」このとおりの表現ではなかったと思いま

すが、同じような趣旨の確か文書が来ていたはずですよね。ですから、これは残していただき

たいと思います。 

  それと、もう一つ、「今後の運営方針の策定に向けた考え方」のところで、最初のポツのと

ころ、「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」って

断言されているんですが、その上のちょうど２番目の四角のところですね、「H30 における民

間の専門学校等との重複状況の確認」のところでは、「連携地域ごとに技専の訓練科目と」と

いうことが書いているんですね。これは、前から私どもの団体でも申し上げていることですし、

専門学校の中では常識なんですが、全道一円から専門学校は学生募集をしているということが

あります。私個人の学校ももちろんそうです。道のこの６つの地域に分けるという考え方と、

もともとそのあたりがちょっと相容れないところがあるんですけれども、ただ、この１番目を

削除しろというところまでは申し上げませんが、１番目というのは、最後の、「今後の運営方

針の策定に向けた考え方(案)」のところで、「技専の訓練科目と専門学校の重複は現状におい

て見られないと判断する」というところ、ここは、その上の文章表現と合わせて、「連携地域

ごとにおける技専の訓練科目と専門学校との重複は現状においてほぼ見られないと判断する」

という表現に変えていただけないかと思います。現実的に私ども専門学校の常識からすると、

このあたりというのが非常にどうだろうということ、おそらく 100人いれば 100人、これは全

くそうじゃないだろうということをいうはずですので、あくまでも、正確を期す意味でも「連

携地域ごとにおける」という表現を最初に入れていただければ、正確な表現になるのかなとい

う気がしておりますので、それをお願いしたいと思います。 

 

○開本部会長 

  少し争点と言いますか、ポイントを整理する必要があろうかと思いますが、まず、齊藤特別

委員の入学者数がどうなったのかとか、そういった検証が必要なのではないかという点につき
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ましては、科目の重複が今あるのではないかというよりも、科目の重複について平成 25年に提

言があって、それからいろいろ対応したのだから、それが妥当だったのかということについて

きちんと確認をしたい、そういう趣旨からのご意見ということでまずよろしいですよね。 

  それについて、布川特別委員の方から、そういった入学者数についてはこちらの方で、事務

局になるのかどうか、広く道の方で把握しているのではないかと。 

 

○布川特別委員 

  事務局といいますか、関係の学事課といったところで聞けるのではないのかと。 

 

○開本部会長 

  監督官庁ということですかね。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  入学定員の方については公表されているかと思うのですけれども、実際にどのくらいの応募

があったか、実際どのくらい入っているかというのは、公表されているものはないような気が

するので確認させていただきたいです。 

 

○布川特別委員 

  わかりました。それは私もちょっと確認します。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  統計的な数字としてはあると思うのですけれども、個別の専門学校さんごとに、実際何人入

っているかとか、どのぐらいの応募が、特に応募があったかは、公表されていないのではない

かと思います。 

 

○布川特別委員 

  応募はないですね。あくまでも入学者の数字を公表しているものはあります。 

  ただ、ちょっと、今、出所について、ここで申し上げるほど正確な確認ができてないので、

それは後ほどお知らせします。 

 

○土屋職業能力担当局長 

  当方でも確認をさせていただきます。 

 

○開本部会長 

  入校促進との絡みからも、実際、技専以外ではどうなっているんですかといった資料は必要

かと私も思っているものですから、今後この後の議論も入ってきて、どういった情報が必要な

のかについて、後ほど事務局と調整しながら、適切な資料をお出しいただいて、この議論の前

提となる数値というものを確定した方がよろしいかとは思いますので、布川特別委員にもご協

力願いたいと思います。 

そして、この資料３－２の「今後の運営方針の策定に向けた考え方」に４つのポツがありま

して、その１つ目についてと４つ目についてご意見をいただいているというところで、齊藤特

別委員としては、４つ目は削除すべきだというご意見ですね。布川特別委員のご意見について

は、先ほどいただいていたとおり「連携地域ごとでほぼ現状において重複は見られない」、そ

ういった趣旨にするべきであるというふうには。 
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○布川特別委員 

  一行目ですね。それは。 

 

○開本部会長 

  一行目ですね、一行目の方をより正確にといいますかね、考え方が少し違うところがあるの

で、そういう表現をするのが正確ではないか、というように承っておりますが。 

 

○布川特別委員 

  その前にも「連携地域ごとに」という表現がありますので、四角の中に。ですから、それに

準じた形でお願いしたいというところです。 

 

○開本部会長 

  平成２５年６月５日の提言の表現の中で、この「重複を判断する地域については、６つの圏

域が妥当とする趣旨の意見」ということについては反対というご趣旨でいいんですよね。 

 

○布川特別委員 

  これは、客観的な事実として、意見が多かった一方でというふうに書いてるので、その下の

方が、たぶん私どもの意見と近いのかなと思います。「広く全道で捉えるべきとする意見」。 

 

○開本部会長 

  失礼しました。そうですね、「それよりも広く全道で捉えるべきとする意見」。これを表現

するのであれば、先ほどそれを織り込んだ上での考え方というものが、「引き続き連携地域ご

とに、ほぼ」という表現になってくると。そういうように一応理解いたします。 

 

○齊藤特別委員 

  くどいようですけど、この高等技専のそもそも論をあえていうつもりはありませんけども、

資料１の「基本的な考え方」、これをベースに物事を考えた方がいいと私は思います。 

 

○布川特別委員 

  それをいうのであれば、資料１の３の２行目、「官民の職業教育訓練機関と効果的に連携し

て」という表現がありますよね。「それぞれの強みを活かした職業教育訓練を行っていくべき

ではないか」というところが、今ここで言っている「民間ができることは民間に」ということ

に繋がっていくと私は考えています。 

 

○齊藤特別委員 

  連携と廃止とは、また別な議論だと思います。 

 

○布川特別委員 

  私、今ここで廃止ということは申し上げておりません。 

 

○開本部会長 

  すいません、廃止というのはどこから出てきたんですか。 
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○齊藤特別委員 

  廃止は第１回の提言の、平成２５年６月５日の提言を受けて、提言後の取組で廃止していま

すよね。事実として。 

  これはもう決まったことですけど、今後、「今後の運営方針の策定に向けた考え方」、資料

３－２の最後の囲みのところが生きるようだと、競合する科目が全て、こういう前例のもとに

廃止になるようだったら、本来の高等技専のそもそも論からずれてくるんじゃないですか、と

いうことを私は言っています。 

 

○布川特別委員 

  「常に留意していく」という表現が、イコール廃止という、ゼロベースになるとは考えられ

ないんですけれども。私は。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  事務局の方から補足いたしますと、この考え方をお示しいたしましたのは、これまで、この

ような取組をしてまいりましたが、現状において、連携地域ごとに判断をして、重複が見られ

ないということで確認がいただけるのであれば、少なくともそれをもって、今、現在ある科目

を、すぐに廃止しなければいけないといった議論にはならない、ということがまずは確認が取

れるのではないかと。ただ、今後とも「留意していく」というのは、今後、また情勢変化があ

って、なにか新しい科目ができた、若しくは、官民それぞれまた新たな動きができたときにも、

そこは引き続き、観点としては留意していく必要があるだろうということで挙げたということ

です。今、現状において連携地域ごとの科目の重複が見られないということが確認がされまし

たら、それをもって、現状の技専の科目の廃止ということにすぐに繋がるものではないという

ことが確認が取れるのではないか、というように考えたところです。 

 

○山田委員 

  今の話の中でいくと、まず資料３－２の一番下のところなんですが、上の二つを、これを一

つの文章にすれば何の問題もないのかなという気がします。あえて、分けているというところ

が議論を生むベースなのかなという気がします。 

  あと、一番下の訓練科目等々、「民間ができることは民間に」という表現の部分ですが、基

本的に、引き続き連携地域ごとに重複科目を検証するんですから、なくても何の問題もないの

ではないかという気がします。 

  もちろん、新しい科目等々の創設があるのであればですね、例えば技専が先にできた、民間

が先にできたと後先の問題があるんです。もしできればあるのでしょうけれども、それはその

ときに考えればいい話であって、私は要約すれば、上二つを一つにして、あと３番目を一個に

しておけば、それで事足りるかな、というようには思います。 

 

○田中特別委員 

  ４つめの文言なんですけれども、「常に留意していく」というのがものすごく曖昧な表現な

ので、この表現ではなくて、資料１の３の「官民の効果的な連携」に書かれているとおり、「民

間ができることは民間にを基本方針とし、それぞれの強みを活かした教育訓練を行っていく」

のような、そういう形にしたらいいのではないかと。「留意していく」というのは、その先に、

留意した後何があるのかというのが見えない言葉だと思いますので、ちょっとそこの文言を変

えたらいいのかなと。 

 

○開本部会長 
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  そもそもの「考え方(案)」につきましては、おそらくは平成 25年の提言を意識して、それを

分けたら概ねこうなったと。そういう理解でよろしいんでしょうかね、事務局の作成のあり方

としてはね。例えば「常に留意すること」については、既に平成 25年の提言でもう使われてい

るためにこちらでも一応使ったということであったり、あるいは、先ほど山田委員がご指摘さ

れた、２つ目のポツは一行と二行を一緒にすればいいんじゃないかということについても、平

成 25年の提言で、この重複を判断する地域の問題が別の一文で作成されているから、一応、こ

れは別々に作られているのかなというふうには理解しているところではありますが、そのよう

でよろしいんですかね、事務局の方としては。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  事務局の方で作りましたのは、そのような観点で作りましたが、ただ、今お話がありました

ように、１つ目と２つ目を続けて一文にしていくことについても、ご意見を踏まえてそのよう

に修正していくのも可能かなというように思っております。 

 

○開本部会長 

  そうですね、ある程度、過去の提言との連続性というものも大事だと思いますけれども、本

会、現時点のメンバーの意見を踏まえての柔軟な対応も十分あり得るとは思いますので、それ

は検討する必要はあろうかとは思いますが。 

 他にご意見ございますか。 

 

○桑原委員 

  私、過去の経緯、正直言ってあまり知らない中で、かつ話をあまり複雑にしてしまうかなと

考えていたのですが、第１回提言にあります、本当に最後のくだりなんですけれども、アンダ

ーラインで引っ張っている部分、これを読みますと、民間と競合してはいけないというふうに

しか読み取れないんですが、これはそういう提言になったということでいいでしょうか。 

 

○開本部会長 

  いかがでしょうか。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

  これにつきましては、先ほど、布川特別委員の方からお話がありましたが、もともと、平成

１０年に厚生労働省、当時の労働省と文部科学省で、公共職業能力開発施設と専修学校等との

調整という文書で、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

要であるという一文が国から通知されたため、それで競合を避ける、競合しないようにという

ことで議論をしていったという経過があるものでございます。 

  その中で、それぞれの目的や役割をしっかりと明確にして、混同されないようにしていくと

か、競合・重複しないようにしていくという考え方が、国の方からも通知として示されている

のを踏まえて、前回議論をしたという経過でございます。 

 

○開本部会長 

  他にご意見・ご質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

○山田委員 

  細かいことですがよろしいですか。資料３－２のこの策定に向けた考え方があって、資料１

もあるんですけれども、順番の話なので、このままでもいいといえばいいんですけれども、「地
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域産業を支える人材の育成」が一つ目にあるということは、たぶん資料３－２の３ポツ目です

かね、「技専は地域の産業を支える「ものづくり」に係る産業人材の育成の一層促進」、これ

が最初に来るんですね、普通。資料１の並んでいる順番からいくと。作り的には、たぶんそう

いった方がいいんじゃないかなという気はします。 

 

○開本部会長 

  それでは、現時点の整理だけいたしますと、この４つのポツがございまして、それで訓練科

目の重複については、おそらく争いがないというか、問題のないところは「引き続き連携地域

ごと」では、これは重複がない、ほぼ重複がないと言いましたでしょうかね、ここまではおそ

らく問題がないと。後は表現なのかなというふうに思っておりまして、平成 25年の提言のよう

な表現がよいのかといったところはありますけれども、方向性としてはそういう形で行きたい

と思います。 

  で、問題は、ご意見が対立している、「民間ができることは民間に」ということについては、

おそらく本日決めるべきことではないのかなというふうには思っているので、引き続き少し議

論をすべきということで、次回でよろしいでしょうか。 

 

○齊藤特別委員 

  ちょっといいですか、重複するから廃止云々というと、重複そのものがダメなのかという、

そこから議論に入りたいと思うんですよね。これ平成 25年の話ですよね、この時点の話は。そ

れで、そう考えていくと、さらに「全員参加型社会の実現への貢献」という高等技専の考え方

もありますし、重複イコール、すぐにね、判断というのが果たしていいのか、具体的、客観的

な数字を示していただいて、専門学校の入学数だとか、きちんと数字で示してもらわないと。

科目が同じだからということで、じゃあ検討に入りましょうかというのは乱暴すぎるんじゃな

いかと私は思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○布川特別委員 

  もちろん、競合というのは、高等技専が私ども専門学校と比べて学費が半額以下という部分

もあり、その中で、特に専門学校、最初に手を挙げていますから自動車整備に限りますけれど

も、その中で高等技専がどんどん出来てきて、私どもも、学生がすごく少なくなっている中で、

大変な状況になっているというのももちろんあります。だから、業界の事情というのももちろ

んあるんですが、ただ、専門学校があるのであれば、そこをもっと活用していただければとい

う考え方も実はあるんです。 

  これ、当然税金を使って高等技専を運営されているわけですから、スキームとして出来るか

どうかは別にして、私どもに対して何らかの形で、こういった教育に対してサポートいただけ

ればもっと私たちは地域貢献が出来るという考えも実はベースにあります。ただ、今この場で

それを言っても、具体策を私持っていませんので、今まで言ってきませんでしたけれども、た

だ単に、重複しているからという乱暴な考え方ではない。道の費用の有効活用ということも、

その背後にはあるんだということはご理解いただければと思います。 

 

○齊藤特別委員 

  今ので、「重複だからということでない」というお話いただきましたけれども、イコール重

複するから即廃止ということじゃないですよね。 

 

○布川特別委員 

  それもあり、更に有効活用という部分もあり、ということです。 
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○開本部会長 

  先ほど、田中特別委員が仰っていた、この資料３－２の最後のところを、資料１の３番の表

現ですか、あれと重ね合わせてはどうかということを仰っておられましたね。 

 

○田中特別委員 

  「留意」という言葉ではない言葉を、こういう曖昧な言葉ではない言葉を使っていった方が

いいのではないかと。書いてあるとおり、ここには、資料１には「強みを活かした」というよ

うに書いてありますので、それを使ってはどうかなと思います。 

 

○齊藤特別委員 

  今日、これ決めるんですか。 

 

○開本部会長 

  決められれば決めようと思ってましたが、決められないのであれば、次回以降でよろしいか

なと思っております。 

 

○齊藤特別委員 

  今日決めなくていいと思っています。その前に重複解消のために廃校になった自動車整備に

係る専門学校の入学数の状況を押さえておきたいと思います。 

 

○開本部会長 

  今までとは違う観点から何かご質問・ご意見はございますか。 

   では現時点でないようであれば、このテーマ自体、本日は何も決めないで、次回以降に議論

したいというように思います。  

  それで、先ほどお願いしたとおり、その前提としての私立の専門学校のデータ等がありまし

たら、それはご提供、あるいは整理していただいて、それを踏まえて、そもそもの 25年提言に

対する評価等について議論をするのがよろしいかと思いますので、そういった進め方にしたい

と思います。 

  ですので、本日は専門学校等との科目の重複については更に議論をするということを決めさ

せていただいて次に進めたいと思います。よろしいでしょうか、はい。 

  それでは次のテーマとして入校促進について、事務局からご説明お願いいたします。 

 

○内藤職業訓練担当課長 

続いて、「入校促進について」ご説明いたします。さきほどもご議論いただきましたとおり

入校促進につきましては、大きなテーマでありこれまでも平成２９年１月の提言にありました

「入校促進に向けた取組について」、またそれ以前の平成２５月６月の提言にありました「新

規高卒者の募集について」、これらは、ともに技専の入校促進に関わる項目ですので、まとめ

てご説明をし、ご審議いただきたいと思います。 

資料３－３をご覧ください。技専の応募倍率が低迷している現状を踏まえ、関係機関等と連

携して効果的な入校促進策を展開していくべきではないか、という論点を示しております。 

まず、平成２９年１月に提言をいただいております。この中でアンダーラインを引いてござ

いますが、「民間との棲み分けを踏まえて技専の魅力を促すための様々な取組を継続し、各技

専で実施している入校促進の取組を強化すべきである。また、インターンシップなどを活用し
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てこれまで以上に技専と企業との就職ルートを構築することも必要である」、こういった提言

をいただいております。 

この提言への対応状況ですが、入校促進に向けた取組といたしまして、各技専において訓練

内容や行事等の情報発信、施設見学会や体験会、ものづくり教室の開催といった広報・募集活

動や、関係業界、市町村、ハローワーク等と連携して、技専の紹介や理解促進に取り組んでい

るところでございます。 

具体的に、これまでどのような取組を行ってきたのか、というところにつきまして、２ペー

ジ目と３ページ目で記載をしてございます。時間の関係もございますので簡略に説明させてい

ただきますが、主なものといたしまして、様々な媒体を通じた情報発信を行っておりますし、

さらに地元メディアへの情報発信を定期的に行って、報道していただくように依頼をしていく、

また、技専ホームページや SNS等に写真や動画を掲載するといった内容の拡充を今後も図って

いきたいということでございます。また、現地の技専だけではなく、道庁内関係部局と連携し

た技専や関係職種の情報発信ということにも取り組んでおりまして、ものづくりや建設分野、

教育庁事業での技専のＰＲや道のホームページ、ブログや広報媒体等を通じた情報発信も進め

ております。 

また、２ページの中程に書いてございますが、一般求職者や高校生、保護者、市民等を対象

とした施設見学会等や実習体験会の定期開催や随時受入も行っておりまして、これらも開催数

を増やしたり、日曜に開催をして見学機会の拡充といったものも図ってまいります。また、そ

の下に小中生体験と書いてございますが、ものづくりに興味を示していただくことが将来的な

技専への入校促進につながるだろうということで、小中学生に向けてものづくりに興味や関心

をもってもらうため、小中学生を対象とした「子供ものづくり教室」や、技能士会など業界と

連携した「技能祭」等による理解促進も行っております。 

また、３ページ目に移っていただきまして、関係機関等との連携を書いてございます。各技

専におきまして運営協議会や業界懇談会等での入校や就職促進に向けた協議を行いましたり、

後援会の協力をいただきまして地元情報誌や路線バスなどでの募集広告の掲載等も行っている

ところでございます。特に、ハローワークとは密に連携をしておりまして、連絡会議や雇用保

険者受給者説明会等での技専の紹介や募集周知活動、また、学び直し若年者自己推薦制度の周

知などを行っていただいております。 

また、ポリテクセンターとも連携をいたしまして、ポリテクセンター講師による技専訓練生

への技術指導といった取組実績もございます。  

高校に対しましては、訓練生の訓練状況や修了生の就職状況等の報告をいたしますとともに

キャリア教育での出前授業等の講師派遣や、募集活動開始にあたっての周知活動、職業理解に

向けた見学や体験の受入などといった取組を行っているところでございます。 

さらに４ページ目をご覧いただきたいと思います。先般第 1回の部会で藤川特別委員からご

紹介いただきましたように、室蘭市では、平成２９年度から室蘭技専が新校舎で２年制課程を

スタートしたことに合わせて、地元室蘭市に在住して室蘭技専に入校した訓練生を対象に、１

年次１０万円、２年次５万円、合計１５万円の給付を行う「室蘭市ものづくり人材育成給付金」

制度を創設しております。修了後３年間室蘭市に在住し、室蘭市内に事業所を有する企業に就

職した場合は、返済を免除することとしておりまして、平成２９年度で１１名、平成３０年度

で１５名の訓練生が給付を受けて、訓練に励んでいるところでございます。 

また、その下、網走市など１市４町におきまして「網走地域建築技能者等地域定着事業修学

資金」を平成２２年度から制度化してございます。こちらにつきましては、網走技専の住宅サ

ービス科が北見技専に統合されたことにより、網走地域における建築関連の人材育成を図って

いこうということで、道が網走市に補助金を交付いたしまして、網走市でそれを原資として造

成した基金を活用しているものでございます。これまでに平成２３年度以降、２２名の方が給
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付を受けているところでございます。 

このほか、現在、北見市におきまして、技能を持った人材の育成・確保を図るため、北見技

専の入校生を対象とした北見市独自の助成制度について検討中でございまして、早ければ来年

度の入校生から実施することを目指しているとお聞きしております。このように地元自治体に

よる技専入校生への支援制度といったものも取り組んでいただいている事例もございます 

資料３－３の１ページ目にお戻りいただきまして、提言の対応状況の下に、技専におけるイ

ンターンシップも書いてございます。提言にもございました技専と企業側との連携強化という

ことで、実際に技専の訓練生が地元企業に通勤をして就業体験を行うインターンシップを積極

的に行っており、円滑な就職につながっているところでございます。 

今後の運営方針の策定に向けた考え方といたしましては、ものづくり産業などの関連業界団

体や商工関係団体、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、業界や職

業の魅力や展望などの情報発信をはじめ、効果的な入校促進策を展開していく。あわせて地元

自治体との一層の連携も重要であり、技専が地域の産業振興や人材育成に役割を果たしていけ

るよう、地元自治体との連携・協力体制を構築していく、このようにしたいと考えております。 

また、続いて、資料３－４をご覧いただきたいと思います。こちらは平成２５年６月の提言

にございました「新規高卒者の募集」に関してでございます。この上に掲げております論点と

いたしまして、入校促進を図っていく上では、新規高卒者のみならず、既卒者・離転職者が入

校しやすい環境整備を図っていくべきではないか、ということを示しております。 

これに関連して、「新規高卒者の募集について」の提言をいただいているところでございま

すが、この中で、「技専への入学生について、入学割合などの制限は設けるべきではないとの

意見が多かった。一方、民間専門学校等との間で、競争的な募集となることにより、学生の募

集に当たり実質的に競合することを強く懸念する意見もあった。こうした意見等を踏まえ、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。」このように提言をされているところでございま

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、現在この提言を踏まえ、新規高卒者につきましては、入校割合に関する制限は設けて

ございません。 

また、既卒者の入校促進策といたしまして、技専が、既卒の若年無業者や非正規雇用に就く

若年者などに対して、職業訓練の機会を提供する制度といたしまして、学び直し若年者自己推

薦制度を、平成２７年度からまず「自動車整備科」、さらに平成２９年度から室蘭技専、苫小

牧技専の全科において導入をしているところでございます。 

また、新規高卒者の募集方法等に関しましては、専門学校等との間で競争的な募集とならな

いよう、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。 

この下、運営方針の策定に向けた考え方でございますが、一つは、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し、既卒者の入校しやすい環境づくりを図ってきたいと考えておりま

す。また、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

期についても併せて検討することとしたいと考えております。 

また、最後に、資料３－５として付けさせていただきましたが、これは、前回、桑原委員よ

り「地域における技専の意義はいかなるものか」というご意見をいただきましたが、道内の連

携地域ごとの技専を含めた官民の主な職業訓練機関の状況について、表にまとめたものでござ

います。 
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おおまかに申しまして、私ども道の高等技術専門学院は、高卒者・離転職者に対して２年間

の訓練によりまして専門的な技術・技能を習得し、企業の中核を担う人材育成を図ろうとして

いるものでございます。その横、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営

しておられます、小樽市にある職業能力開発大学校、いわゆるポリテクカレッジにおかれまし

ては、専門課程２年と応用課程２年の合計４年間の課程で、ものづくりに必要な理論や技能を

バランス良く学んで応用力や創造力を豊かにする、本格的な技術者養成を図っているものでご

ざいます。その横、職業能力開発促進センター、通称ポリテクセンターにおかれましては、こ

れも同じく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営しておられますが、主

に離転職者などの求職者を対象に６ヶ月又は７ヶ月の訓練を行い、基礎的な知識・技能を習得

して即戦力として早期に再就職につなげていこうということを目的に訓練を実施してございま

す。またその横、「認定職業訓練校」でございますが、こちらは民間の事業主やその団体、職

業訓練法人などが設置・運営しているものでございまして、それぞれの団体や企業に在職して

いる在職者のスキルアップを図るために、都道府県知事が認定した基準に合う訓練を実施して

いるものでございまして、それぞれの業界におきます在職者の技能者の育成・能力向上を図っ

ているところでございます。大きく申し上げまして、私ども道が設置・運営している技専にお

きましては、高卒者を含めた離転職者などの求職者に対してしっかりとした訓練を行って、地

域の産業を担っていける人材を育成するという役割を果たしているものと考えております。 

以上、まとめてご説明させていただきましたが、入校促進に向けての今後の取組、また新規

高卒者のみならず既卒者・離転職者が入校しやすい環境づくりの考え方につきまして、ご意見、

ご審議いただければと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

○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。 

 

○布川委員 

  前回も申し上げたのですが、ちょうどこの資料３－４でいうと、「今後の運営方針の策定に

向けた考え方」のところで、一行目後半の「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」というのがあります、これは是非導入しなければいけないと思います。先日、

リクルートの文章を見てみると、労働政策研究・研修機構(JILPT)というものがあるそうですけ

れども、そこには、我が国の労働力人口が、2014年の 6,587万人から 2030年には 5,800万人、

約 800万人減るというふうに統計を出しています。スウェーデン並みに女性や高齢者が働くと

しても 800万人が 200万人にまでしかならないということが謳われていますので、出口の企業

の方のことを考えると、当然、若年者が欲しいということがあるかもしれませんが、今、どの

企業でも人手不足で大変な状況になっておりますので、この対象科目、対象年齢の拡大という

ことについては、積極的に進めるべきではないかと思います。 

 

○田中特別委員 

  先日の技専の視察の際にいただいたのですけれど、スクールガイドはデザインが堅すぎる気

がするんですよね。縁を黒く塗っていたりとか、中身も建物ばかりとかで。もうちょっと、笑

顔の人の顔を載せて、私たちはこんなに頑張っていますとか、それから、就職率が良いわけで

すから、就職実績 100％とかということも載せて、こういうパンフレットの作り方というのも、

もう少し研究した方がよいのかなという感じがしました。 

 

○李特別委員 

  今の話に関連するんですけど、前回の視察の際に初めて知ったのですけれども、各課程でも、
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複数の国家試験が受けられるということが初めて分かったのですけれども、それは一般的にあ

まり知られていないのかなという気がする。なので、積極的にそういうことをＰＲする、ＳＮ

ＳとかいろんなところでＰＲすることも可能なのかなと思います。 

  それと別に、いろんな対策が網羅されていると思うのですが、費用対効果ではないのですが、

どこを優先的に取り組むべきかということも示唆してほしいと思う。もちろん、案のところに

も書いてありますけど、案を読んだだけでは、なかなか、新たにこれを対策として優先的に取

り組むというのが見えていないので、折角いろんなところを網羅されて記述されていますので、

そこをもう少し検証する中で、一番効果があるところを重点的に書いて欲しいと思いました。 

 

○藤川委員 

  室蘭技専の後援会の副会長も兼ねてやっていますが、先ほどＰＲのお話をいただいて、今の

若い人はスマホを使う世代ですから。子どもの「匠教室」をやっていて、毎年のようにノコギ

リとトンカチを持たせたり、時には公園のベンチのペンキを塗らせたりと色々やっているので

すが、相手は何せ、小学生、中学生です、将来を見込んでと思ってやっているが、長期的な視

野に立たないと、なかなか、明日入ってくれる子ども達ではないので。高校生は高校生で、い

ろんな現場見学会をやっていますし、室蘭も苫小牧もそうですし、工場見学したり建設現場を

見せたり。長年、ずっと継続してやって来てはいるんですけども、だんだんとマンネリ化して

きているところもあって、僕ら自体も息切れしているところもある。何かもう少し、次のステ

ップを今考えている最中です。去年も全道を回っていただいて、どういうふうにＰＲするのか

やっていると思うんですけど、大体どこもやっていますから。次のステップのことをワンラン

ク上げて考えていただきたい。子ども達、10歳程度の小学生ですと、僕らの業界、工場もそう

ですけど、10年がかりでやらないとですね。僕らが考えているのは、父兄の皆さん、親御さん

方にターゲットを絞ってやってみたり、いろんなことをやってきました。もう少し上のワンラ

ンク上げて取り組みたい。 

  それから、李先生が話していた海外の研修生、実習生、今度は在留資格もやるという話。地

元の室蘭、商工会議所も含めて、その辺のところを建設業界、製造業もそうですけれども、勉

強しませんかというところにきてですね、高等技専との関係性とか繋がりを将来的に皆さんど

のように考えたらよいのかなと。民間でいろんな日本語研修をさせたり技能訓練をさせて、各

企業に送り出してくれる機関もあるし。その中で高等技専は全くそれには触れないでね、タッ

チしませんというお考えなのか、少しでも関わりたいとおっしゃるのか、民間と連携したいと

いうふうになるのか、僕としては、逆に絡んでいただきたいという強い希望を持っているんで

すけれども。前回は遠慮して言わなかったんですけれど、今回は２回目ですのであえて言わせ

ていただきました。皆さんのご意見とかお考えを聞かせていただきたいなと。 

 

○開本部会長 

  他にご意見ございませんか。 

  それでは少しまとめさせていただきますが、資料３－４の真ん中に「提言への対応状況」と

いうのがございまして、「新規高卒者に対する入校割合などの制限について」であるとか、「学

び直し若年者「自己推薦制度」の導入について」の記載がありますが、こちらについては、特

に反対のご意見がないように思われますので、これは引き続き事務局に具体的な検討をしてい

ただくというふうに考えております。 

  また、「新規高卒者の募集方法等について」は、事務局から説明がありましたとおり、平成

26年度募集から時期を変更しているというところがございまして、その趣旨は、競争的な募集

とならないようにというところがあるものですから、先ほどの件と重複はするのですが、平成
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26年度のこの変更によって、私立の専門学校等にどういった変化が生じたのかとか、そういっ

たものを資料を踏まえながら、ここはもう少し、あり方について検討した方がよろしいなかと

思っております。先ほどの議題とともに、こちらは少し継続的に議論していきたいと思います

ので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

  ですので、次回の部会では事務局から入校促進策について、具体的な案を出していただいて、

改めて議論することにしたいと思います。 

  そのほか、次回の部会では、本日は議論しなかった授業料の水準と予算の状況、施設外訓練

の方向性などについても審議したいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

４ その他 

 

○開本部会長 

  それでは､本日予定されております議題は以上でございますが、その他何かございましたら各

議員からご発言願いたいと思います。はい、よろしいでしょうか。それでは特に無いようでし

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。 

 

５ 閉 会 

 

○酒井主幹 

  開本部会長、ありがとうございました。 

前後致しますが、ここで、前回ご欠席されました委員の方をご紹介させていただきます。学

識経験者の特別委員でございます北海学園大学経営学部教授の増地様でございます。 

 

○増地委員 

  北海学園大学経営学部の増地でございます。よろしくお願いします。 

 

○酒井主幹 

次回、第３回の職業能力開発部会の日程等につきましては、後ほど正式に通知をいたします

が、８月２４日（金）の午後３時より本日と同じこの会場でございます道庁本庁舎９階の経済

部会議室で開催を予定させていただいておりますので、お忙しい中誠に恐縮ですごいざいます

が、ご出席をお願いいたします。 

では、以上をもちまして、平成 30年度第２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。 


