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平成３０年度第１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１８日（水）１３：３０～１６：００                場所 札幌高等技術専門学院会議室 

 

 

１ 開 会 

 

○酒井主幹  それでは皆様お揃いになりましたので、ただ今から、平成３０年度第１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。どうぞよろしく
お願いいたします。 

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  労働政策局長の堀でございます。本日はお忙しいところ、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。 

本道の雇用情勢につきましては、有効求人倍率が１倍を超えるなど、改善が進む一方で、多く
の分野で人手不足が深刻化しており、本道経済活動を支える人材の育成・確保が重要な課題とな
っているところでございます。  こうした中、高等技術専門学院におきましては、道立の公共職業能力開発施設といたしまして、
地域のものづくり産業などの人材を育成する役割を担っているところでございます。これまで、
平成２０年に策定をし、概ね１０年間を期間といたします「高等技術専門学院の新しい推進体制
に関する基本方針」いわゆる中長期ビジョンに基づきまして、訓練体制等を整備してきたところ
でございます。今般、人口減少や少子高齢化の進行、雇用情勢の変化など職業訓練を取り巻く状
況が変化していることを踏まえまして、平成３０年度中に、「今後の高等技術専門学院の運営方
針（仮称）」を策定したいと考えており、昨日開催をされました北海道労働審議会におきまして、
知事から北海道労働審議会会長に対しまして、運営方針案の策定を諮問し、本部会にその審議が
付託をされたというところでございます。 

本日は、札幌高等技術専門学院の訓練をご覧いただくとともに、運営方針案の策定に向けまし
て、これまでの経過や現状等を説明させていただき、策定にあたっての基本的な考え方等につき
まして、ご議論をいただきたいというふうに考えております。委員並びに特別委員の皆様方にお
かれましては、活発なご議論をお願いし、部会開催にあたりましてのご挨拶といたします。どう
ぞよろしくお願します。 

 

３ 出席者紹介 

 

○酒井主幹  本日の出席者につきましては、お手元の出席者名簿を配付しておりますが、委員改選後の最初
の部会であり、新任の委員の方もいらっしゃいますので、事務局から委員の皆様をご紹介させて
いただきます。部会委員名簿をご覧ください。まず、審議会会長から指名された委員の皆様です。  学識経験者として、弁護士の開本様です。 
 
○開本委員  よろしくお願いします。 
 
○酒井主幹 
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労働者代表として、連合北海道組織労働局長の山田様です。 
 
○山田委員  山田です。よろしくお願いします。 
 
○酒井主幹 
使用者代表として、北海道経済連合会労働政策局長の桑原様です。 

 
○桑原委員  桑原です。よろしくお願いします。 
 
○酒井主幹 
なお、以上の３名の方は労働審議会の委員も兼ねてございます。  続きまして、特別委員の皆様です。  学識経験者として、公益社団法人北海道私立専修学校各種学校連合会副理事長の布川様です。 

 
○布川特別委員 
布川です。よろしくお願いします。 

 
○酒井主幹  胆振地方技能訓練協会会長の藤川様です。 
 
○藤川特別委員 
藤川でございます。よろしくお願いします。 

 
○酒井主幹 
北海学園大学経営学部教授の増地様ですが、本日は所用により欠席でございます。 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部長の門馬様です。 

 
○門馬特別委員 
門馬でございます。よろしくお願いいたします。 

 
○酒井主幹 
小樽商科大学大学院商学研究科教授の李様です。 

 
○李特別委員 
李と申します。よろしくお願いします。 

 
○酒井主幹 
労働者代表として、連合北海道副事務局長の齊藤様です。 

 
○齊藤特別委員 
齊藤です。よろしくお願いします。 

 
○酒井主幹 
運輸労連北海道地方連合会書記長の森下様です。 

 
○森下特別委員  よろしくお願いいたします。 
 
○酒井主幹 
使用者代表として株式会社ダイナックス執行役員管理本部長の川合様でございますが、本日は

所用により欠席でございます。 
キャリアバンク株式会社人材開発事業部部長の田中様です。 

 
○田中特別委員 
田中と申します。よろしくお願いいたします。 

 
○酒井主幹 
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続きまして、道からの出席者をご紹介させていただきます。 
労働政策局長の堀です。 

 
○堀労働政策局長  よろしくお願いします。 
 
○酒井主幹 
職業能力担当局長の土屋です。 

 
○土屋職業能力担当局長  よろしくお願いいたします。 
 
○酒井主幹 
人材育成課長の山口です。 

 
○山口人材育成課長  よろしくお願いいたします。 
 
○酒井主幹 
職業訓練担当課長の内藤です。 

 
○内藤職業訓練担当課長  どうぞよろしくお願いいたします。 
 
○酒井主幹 
事務局職員の紹介は省略させていただきます。 

 
４ 訓練視察 
 
○酒井主幹 
それでは、本日は、議事に先立ちまして、札幌高等技術専門学院の訓練内容の視察を行います。 

最初に札幌高等技術専門学院学院長の今井より札幌高等技術専門学院の訓練概要をご説明いたし
ます。 
 
○今井学院長  当学院の学院長の今井でございます。よろしくお願いいたします。  お時間も限られているようですので、私のほうから簡単にお手元にお配りしていますこのパン
フレットを使いまして、学院の概要を説明させていただきます。こちらに札幌高等技術専門学院
スクールガイドというパンフレットがございます。ページを１ページめくっていただきたいと思
います。こちらに当学院の全景と、そして訓練科の５つの名称がございます。当学院、設立は昭
和の２１年ということで西暦１９４６年ですから、ちょうど先の大戦が終戦になった翌年に設置
されます。そしてこの建物は昭和６２年で３０年ちょっとという建物でございます。この建物の
中で、このパンフレットの右手に記載してございます精密機械科、金属加工科、電子印刷科、建
築技術科、建築設備科、この５つの訓練科がございます。その他に議論の中にも出てくると思う
のですが、施設の外でやっております、いわゆる委託訓練、例えばこちらの特別委員のキャリア
バンクさんなどにお願いして、施設外で訓練をやっているものがございます。この２つが当学院
の訓練の大まかなものでございます。  それではページをめくってください。こちらに精密機械科というのがございます。こちらは写
真を見ていただくと分かるように旋盤を使ったり数値制御の機械、ＮＣ旋盤とかって言いますけ
ども、そういったものを使って、金属を削りだしたり、穴を開けたりという工程を学びます。パ
ンフレットの右上にございます機械設計・製図実習とございますけど、この機関車は訓練生が昔
作ったものでございます。こういったものを作るようなことをやっているということでございま
す。  次にもう１枚めくってください。こちら金属加工科となってございます。先ほどの精密機械科
もこの金属加工科も金属を取り扱う、対象に行うのですけれども、先ほどの精密機械の場合は、
どちらかというと小さいもの、金属の中でも小さいもの、機械部品とかですね、そういったもの
をイメージしていただけたらと思います。そして、こちらの金属加工科のほうは、鉄塔とか、橋、
鉄の部分ですね、あとはトラックの荷台ということをちょっとイメージしていただくと分かるか
なと、どちらかというと、曲げたり、切ったり、溶接したりと、ということを学ぶ科でございま
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す。  次にもう１枚めくってください。電子印刷科、こちら電子印刷となっておりますけども、パソ
コンを使って版を作り出すというかたちで、まずそれをやった後、実際に印刷機で印刷をして製
本までというかたちで一連の工程を学ぶ科でございます。写真を見ていただきますとおり、パソ
コンを使いながら版を作って、左手のほうはインクを機械に入れているところですね、全て一連
の工程を学びます。 
もう１ページめくってください。こちらは、建築技術科になります。見てのとおり大工さんを

育てる科になります。実際に、実習風景、右ページの上のほうに、こちらは模擬家屋を作るとい
うことを２年生がやりまして、１か月くらい前まであったのですけれども、壊してしまって、も
う無くなってございますが、日本古来の在来工法、そして外国のほうから入ってきたツーバイフ
ォー、壁で家をつくるといった両方を学ぶといったかたちになってございます。 
次にもう１ページお願いします。最後の科になります。建築設備科でございます。こちらのほ

うは先ほどの建築技術科が家をつくる、外側をつくるのですけれども、ここはその中の配管です
ね、水道管、ガス管、電気も含めて家の中のライフラインを施工することを学ぶ科となってござ
います。こちらの科は右手の下のほう見ていただくと分かるのですが、他の科よりも在学中に取
れる資格が多い科でございます。 
こういった５つの科を施設の中で訓練しているのですけども、最後のページを見てください。

こちらに能力開発総合センターとございます。こちらのほうが施設外で訓練を行っているもので
ございます。委託訓練ということで、離転職者の再就職の支援、これを専修学校、各種学校、Ｎ
ＰＯ法人、こういったところに訓練の実施を委託しているというものでございます。これがだい
たい年間のコース、本数ですと、訓練は百十数本あるというもので、近年、大変こちらの仕事も
増えてきているというところでございます。 
それでは、私の説明はこれで終わりにいたしまして、訓練管理課長から施設のご案内をさせて

いただきます。 
 

４ 訓練視察 
 
○酒井主幹 
それでは、札幌高等技術専門学院 訓練管理課長の佐藤より、視察のご案内をいたします。 

 
（説明/視察案内） 
 
○酒井主幹 
それでは、ただいまご覧いただきました札幌高等技術専門学院の訓練等につきまして、あらた

めて何かご質問等はございませんでしょうか。  
よろしいでしょうか。それでは、今井学院長はここで退席させていただきます。 

 

５ 議題 

 

（１）部会長の選出 
○酒井主幹 

これより議事に入らせていただきますが、委員改選後、最初の部会でありますことから、部会
長が選出されるまでは、堀労働政策局長が議事を進行いたします。 

 

○堀労働政策局長 

それでは進行させていただきます。議題１は、まず部会長の選出についてということでござい
ます。部会長につきましては、北海道労働審議会条例施行規則第６条第２項によりまして、学識
経験者の委員の中から部会において選挙すると定められております。本部会におきましては、委
員３名と特別委員９名で構成されておりますけれども、委員３名のうち学識経験者は開本委員の
みとなっておりますことから、部会長につきましては、開本委員にお願いしたいと考えておりま
すけれども、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」） 

 

ありがとうございます。それでは、開本委員に、部会長をお願いしたいと存じます。部会長に
おかれましては、部会長席にお移りいただきまして、ご挨拶をお願いいたします。 

 

○開本部会長 
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 弁護士の開本でございます。新任ということで、選任していただき、そして部会長という重責
を担うこととなりました。進行について拙いところ、不手際があるかもしれませんが、ご協力い
ただければと思います。皆様のご意見を色々お伺いして、問題点あるいは今後の進め方にとって
有益な部分について審議会として北海道にお伝えできればというふうに思います。何卒、ご協力
どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○堀労働政策局長 

ありがとうございました。それでは、これからの議事進行は、開本部会長にお願いいたします。 
 

（２）「今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）」について 

○開本部会長 
それでは、本日の議題でありますが、「『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、お手元に写しをお配りしておりますとおり、
知事より北海道労働審議会会長に諮問され、昨日開催された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。 
まず『今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）』の策定の背景や今後のスケジュール、労

働審議会での意見などについて、事務局から説明願います。 
 

○内藤職業訓練担当課長 

事務局を務めております北海道庁人材育成課の職業訓練担当課長の内藤と申します。私のほう
から説明をさせていただきます。 

ただいま、部会長からご紹介いただきましたとおり、「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、昨日、知事より北海道労働審議会に諮問をさせていただき、労働
審議会より職業能力開発部会に付託をされました。まず、昨日の労働審議会でご説明をいたしま
したこの方針の策定の目的や背景、これまでの経過、今後の検討の進め方、さらには、昨日の審
議会でいただいたご意見につきまして、ご説明をさせていただきます。 

資料として１から１３までお配りしてございますが、そのうち資料の１から８までが、昨日の
審議会でお配りをし、ご説明をした資料です。まず資料の１をご覧いただきたいと思います。ま
ず、策定の目的についてでございますが、道では、職業能力開発施設として、道立の高等技術専
門学院（略称：技専）を設置・運営し、地域や産業界のニーズを踏まえた人材の育成に取り組ん
できておりますが、人口減少や少子高齢化等に伴う人手不足の進行、働き方改革の推進など、職
業訓練を取り巻く状況や雇用情勢の変化に対応し、今後とも技専が、地域のものづくり産業など
を支える人材育成機関としての役割を果たし、全員参加型社会の実現に貢献していくため、新た
に中長期的な運営方針を策定することとしたものでございます。 

策定の背景といたしましては、平成２０年３月に、概ね１０年間を期間とする「高等技術専門
学院の新しい推進体制に関する基本方針」いわゆる「中長期ビジョン」を策定し、若手技能者の
育成、多様な職業能力開発の機会の提供、民間との役割分担と連携といった基本方向に沿いまし
て、取組の概要にございますとおり、技専の配置をそれまでの１０校体制から連携地域を基本と
した８校体制に見直しますとともに、企業の中核を担う技能者育成を図るため、施設内訓練を２
年制へ移行いたしますほか、地域の人材ニーズに応じた訓練科目の見直し、委託訓練や在職者訓
練など、多様な能力開発サービスの推進などに取り組んできたところでございます。 

一方、技専の現状といたしましては、修了生の就職率は上昇し、高い水準を維持してございま
すが、施設の配置や訓練科目の見直しなどにより入校定員数は減少し、さらに、定員に対する入
校生の充足率が低下している状況にございます。また、人手不足の進行や、働き方改革の推進、
雇用情勢の変化といった、技専を取り巻く状況の変化への対応が必要となっております。 

こうした技専の現状と取り巻く状況の変化を踏まえ、今後の技専の訓練体制や訓練内容、訓練
科目など、運営に関わる基本的な方針となる「今後の高等技術専門学院の運営方針」を本年度中
に策定いたしたく、その案の策定について、労働審議会に諮問させていただき、本日この職業能
力開発部会に付託し審議を始めていただいたところでございます。 

資料２をご覧いただきたいと思います。技専の概要とこれまでの経過でございます。１の概要
ですが、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として、現在、札幌・函館
・旭川・北見・室蘭・苫小牧・帯広・釧路の８校を設置、運営しています。旭川校には、施設外
訓練を行っている稚内分校もございます。施設内訓練といたしまして、若年者を主な対象として、
機械・金属・木工・建築などのものづくり分野に特化して、２年制の職業訓練を実施し、企業の
中核を担う質の高い若手技能者を育成する体制となっております。 入校定員は８校合わせて５７
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５名、総定員は１，１６０名で、本年５月末現在の在校生は６３６名、うち女性が６５名となっ
ております。 

２の訓練体制等の見直しに係るこれまでの経過でございますが、まず、名称につきましては、
昭和６３年に、それまでの「職業訓練校」から「高等技術専門学院」に現在の名称になってござ
います。技専の設置数は、最大で２０校ございましたが、地方の小規模校８校の廃止、札幌女子
校の廃止、稚内校の旭川校への分校化により、平成１９年度までに１０校体制となりました。 

そうした中、平成２０年３月に「中長期ビジョン」を策定し、３の中長期ビジョンに基づく訓
練体制の整備にございますとおり、地方校である網走校と滝川校を、拠点校である北見校と札幌
校に統廃合し、技専の配置を現在の連携地域を基本とした８校体制に見直しをしましたほか、民
間教育訓練機関との役割分担を踏まえ、事務系やＩＴ系の訓練科目の廃止や転換、訓練生の就職
支援や委託訓練、在職者訓練などを担う能力開発総合センターの設置、また札幌、室蘭、苫小牧
の道央３校につきましては、「道央３校訓練体制の再編方針」に基づき、ものづくりに特化した
訓練科目に改編するなど、社会経済情勢の変化や地域・産業界の人材ニーズに対応した見直しを
行い、効率的、効果的な組織運営を行ってきたところでございます。 

この資料２の２ページ目に「中長期ビジョン」の概要、さらに３ページ目に中長期ビジョンの
主な実績を取りまとめてございます。資料２の参考の３ページ目の頭のほうにございますが、中
長期ビジョンの推進管理を行うためにアクションプランといたしまして、概ね３年程度の中期構
想を策定し、期間中の取組実績や地域の人材ニーズなどを踏まえましてローリングを行い、具体
的な展開方向を示しながら取組を進めてきたところでございます。 

資料の３をご覧いただきたいと思います。高等技術専門学院の入校・就職状況の推移でござい
ます。まず、入校状況でございます。平成３０年度の入校定員は５７５名に対し、応募者数は３
７０名、応募倍率は０．６４倍となっており、平成２５年度以降、応募倍率が１倍を切る状況に
なっております。また、入校者数は、３２７名で、定員に対する入校者の割合を示す定員充足率
は５６．９％となっており、平成２１年度の９６．７％をピークに、近年、低下傾向となってお
ります。 

一方、就職状況でございますが、平成２９年度の修了生３１７名のうち、就職希望者数は３１
１名、本年５月末現在で就職した者が２９８名、就職率は９５．８％となっております。就職率
につきましては、平成２１年度の８３．１％を底にいたしまして上昇傾向が続き、９０％台後半
を維持して、推移しております。 

２ページ目が過去３年間の訓練科別の入校状況となっております。入校定員に対して入校者数
が１／２以下の科目につきましては、網掛けをしております。道では、入校者数が定員の１／２
以下の状態が３年間続いた場合は、入校定員の削減などの見直しを行ってきているところでござ
います。 

３ページ目が平成３０年度の訓練科別の応募・入校状況となっております。こちら札幌校の建
築設備や建築技術、また帯広校の自動車整備などは応募が１倍を超えている状況にはなっており
ますが、総じて低調な状況となってございます。応募・入校状況の欄の内訳のところに「学び直
し」という欄がございます。こちらにつきましては、道内５校の自動車整備科と室蘭、苫小牧の
全科で行っている若年の既卒者を対象とした自己推薦制度による応募者、入校者を示したもので
ございます。こちらの学び直し自己推薦制度については、平成２７年度から実施をしているもの
でございます。 

４ページ目が平成２９年度、昨年度の修了生の就職状況でございます。本年３月に修了した修
了生の就職状況の５月末現在の状況でございます。数字が細かい表で誠に恐縮でございますが、
中程に「就職決定率」とございまして、これは先ほど申し上げました学院全体で９５．８％にな
っているということでございます。「就職決定率」の横に「関連就職者数」という欄がございま
すが、こちらは訓練科の関連業界に就職した者を示しておりまして、技専を修了して就職した者
が２９年度では２９８名ございますが、そのうち９割以上の２７８名が技専で取得した技能を活
かす関連業界に就職をしております。  また、その隣の欄に「就職地域」とございますが、これはどの地域にある企業に就職したかを
示したものでございまして、その内訳は、技専のある「市内」が１８１名、技専のある連携地域
内を示す「管轄内」が４７名、その他の「道内」が４０名、「道外」が３０名となっており、就
職した者のうち、８割近くが技専のある市を含む連携地域内に、いわゆる地元に就職をしている
という状況でございます。 

なお、室蘭と苫小牧につきましては、「道央３校の再編方針」に基づきまして、平成２８年度
に１年制の訓練科を廃止して、平成２９年度はまだ２年制になっての修了生が出ておりませんの
で、「該当者なし」となってございます。室蘭と苫小牧の２年制の修了生は３０年度、今年度末
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に初めての２年制の修了生が出るという状況でございます。 

続きまして、資料の４でございます。職業能力開発を取り巻く状況でございます。まず、人口
の推移等でございますが、本道の総人口はご承知のとおり、平成９年をピークに減少を続けて、
平成２９年には５３２万人となっており、本道は、全国を上回るペースで人口減少や高齢化が進
行してございます。 

また、国立社会保障・人口問題研究所が本年３月に発表しました「将来推計人口」によります
と、本道の総人口は、平成２７年に比べ、３０年後の平成５７年（２０４５年）には約４００万
人となり、２７年に比べ、約１３８万人が減少するとされてございます。また年少人口は約２５
万人、生産年齢人口は約１２８万人減少すると推計をされてございます。 

その下に労働力人口の推移等も書いてございます。就業者と完全失業者を合計した労働力人口
は、平成２９年は２６６万人となってございますが、厚生労働省が「平成２７年雇用政策研究会
報告書」で示した都道府県別の労働力需給推計によりますと、本道の労働力人口は、経済成長と
労働参加が適切に進むケースであっても、平成２６年と比べ平成４２年（２０３０年）には、約
２８万人減少するとされております。 

２ページ目に雇用・就業の動向等を表してございます。本道の有効求人倍率、新規求人倍率は、
平成２１年度を底といたしまして、上昇傾向に転じ、平成２９年度は有効求人倍率が１．１１倍、
新規求人倍率が１．７１倍とそれぞれ過去最高となっており、人手不足が顕著になってきてござ
います。 

また新規学卒者の就職状況も掲げてございますが、就職状況の上の欄にあります新規高校卒業
者の就職内定率は、平成３０年３月卒業生で９８．４％と高水準となってございます。 

このように、人口減少や少子高齢化が進行し、将来的にも生産年齢人口や、労働力人口の減少
が見込まれる中で、昨今の雇用情勢の改善と人手不足の深刻化といった状況の変化なども踏まえ
ながら、今後の技専の運営方針を検討していく必要があると考えるところでございます。 

続きまして、資料５でございます。道立高等技術専門学院のあり方につきましては、これまで
も職業能力開発部会においてご議論いただき、労働審議会での議論を経て、平成２５年と２９年
の２度にわたりまして審議会会長より知事あてにご提言をいただいているところでございます。 

まず、平成２５年の提言でございますが、２ページ目の提言書〔１〕のとおりでございます。
そのなかで３点、ご提言をいただいてございます。まず、授業料の水準については、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で、授業料をより引き上げるべきとの意見もあ
り、こうした意見を踏まえて、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、とされております。 

次に、専門学校等との科目の重複につきましては、技専の訓練科目との重複は、自動車整備科
以外にはほぼ見られないとの意見が多く、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く、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、とされております。 

また、新規高卒者の募集につきましては、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、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り、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、 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。 

続きまして、平成２９年の提言におきましては、３ページ目にございます提言書〔２〕のとお
り、大きく３つの提言をいただいております。まず、入校促進に向けた取組につきましては、も
のづくり産業の人材育成として、技専の果たすべき役割は大きく、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、とされております。 

次に、指定管理者制度については、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、
技専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。 

次に、新たな評価項目につきましては、現状の評価項目を見直すとともに、新たな評価項目を
付け加えるべきであり、これまでの「応募倍率」と「就職率」は、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、経済状況に応じた係数等を導入すべきとの意見が
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」を追加すべきとされております。 

これまでいただいた提言を踏まえまして、今後の運営方針の検討を進めていく必要がございま
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すので、次回の部会から、具体的な個別検討に入るにあたりまして、あらためてこれら提言の内
容について、次回の部会におきまして、ご検討・ご確認をいただき、今後の運営方針に反映をし
ていきたいとこのように考えているところでございます。 

続いて、資料の６でございます。今後の運営方針の策定に向けたスケジュール（案）でござい
ます。昨日、知事から「今後の運営方針」の案の策定について、労働審議会に諮問をさせていた
だき、労働審議会より、職業能力開発部会に審議を付託されたところでございます。 

この職業能力開発部会におかれましては、本日から審議に入っていただき、「今後の運営方針」
策定に係る基本的な考え方や、個別事項の審議などを経まして、答申（案）を審議いただき、１
２月までに、部会長から労働審議会にご報告していただく予定で考えております。 

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、道におきましては、いただいた答申を基に、「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。  続いて、資料７でございます。これから審議をいただいて取りまとめてまいります運営方針の
現段階での項目イメージをお示ししたものでございます。  １の運営方針の概要の（２）の対象期間についてでございますが、平成３１年度（２０１９年
度）から、平成３７年度（２０２５年度）までの７年間を想定しております。終了年度を平成３
７年度（２０２５年度）までとしましたのは、現在の北海道総合計画が平成３７年度までを計画
期間としていること、また、国の職業能力開発基本計画に基づき、道が策定をしております北海
道職業能力開発計画において、現在の第１０次計画に次ぐ第１１次計画が平成３３年度から３７
年度までの５年間の計画となる見込みでございますことから、これらの計画の終了年度と合わせ
ることを想定したものです。  続いて、資料８をご覧いただきたいと思います。運営方針の案の策定に向けまして、これから
部会でご議論をいただくところでございますが、昨日の労働審議会におきまして、策定に当たり
ましての基本的な考え方についてお示しをし、ご議論いただき、様々なご意見をいただきました。
審議会からは、これらの意見も踏まえて、職業能力開発部会において審議を進めていただきたい
とのことでございます。 

昨日の労働審議会にお示ししました基本的な考え方の３点を、まず改めてご説明したいと思い
ます。１点目は、「地域産業を支える人材の育成」です。本道は全国を上回るペースで人口減少
や少子高齢化が進行しており、地域経済を持続的に発展させていくためには、技専は、今後一層、
道内各地域の産業を支える人材を育成する役割を果たしていくべきではないか、ということです。 
２点目は、「全員参加型社会の実現への貢献」です。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、学び直しなどの既卒者、女性、障がい者など多
様な人材の職業能力開発により、労働力市場への参加を促進し、全員参加型社会の実現に貢献し
ていくべきではないか、ということです。 

３点目は、「官民の効果的な連携」です。本道において産業人材の育成を一層促進していくた
めに、技専は、官民の職業教育訓練機関と効果的に連携をして、それぞれの強みを活かした職業
教育訓練を行っていくべきではないか、ということでございます。 

このような基本的な考え方をお示しした上で、昨日の労働審議会におきまして、ご議論いただ
き、その際に各委員からいただいたご意見を取りまとめましたのが、お手元にお配りしました「北
海道労働審議会（７月１７日開催）における意見要旨」という当日配布資料を配らせていただき
ましたが、こちらが昨日の労働審議会における意見の要旨でございます。 

いただいたご意見をご紹介いたしますと、まず総論につきましては、「地域の職業教育はこれ
から重要であり、企業に余裕がなくなってくれば、公共サービスとして支えてほしいというニー
ズはある。」、「地域産業を支えるために、新卒に限らず広く間口を設定するというのも議論し
た方が良い。学び直しのニーズもあると思うので、総合的にそのようなサービスになる運営をし
てもらいたい。」、「担い手不足、人口減少、官民の役割分担がある中で、技専の存在意義はど
こにあるのかをしっかりと見据えた上で、今後の運営方針を定める必要がある。」、「「基本的
な考え方」にある地域の問題、全員参加型を目指してどこにターゲットを置くかという問題、官
民の役割分担や連携の問題、これらが技専の存在意義に関わっているので、しっかり整理して議
論していただきたい。」。 

また、現状把握・分析などにつきましては、「入校状況の現状をどう分析しているのかを「見
える化」して、議論に参照できるようにしていただきたい。」、「定員充足率等を考えると入校
促進に向けた取組をどう推進、具体化するのかを明らかにしていただきたい。」「他県の状況を
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把握すべきである。他県の良い取組を参考に、道の方針に活かすよう取り組んでいただきたい。」、
「定員充足率が下がっているが、少子化等の構造的要因なのか、好景気によるものなのか、また
広報の問題なのか、色々な要因が絡み合っているはずであるが、整理して議論していただきた
い。」。 

審議会の提言につきましては、「これまでの労働審議会の２回の提言を踏まえて、議論をして
いただきたい。」、「平成２９年１月に提言した新たな評価項目である「訓練生の満足度」や「企
業の評価」を把握した上で、運営方針に反映させていくべきである。」。 

訓練科目や内容等に関しましては、「今後、ＡＩ、ＩｏＴ、自動運転といった専門学校とは違
ったＩＴ分野の教育訓練が必要である。プログラマーが非常に不足しているので、技専でもそう
いった訓練科目があれば良いのではないか。」、「人手不足が深刻な業種（宿泊、ＩＴ、貨物運
送）に関して、就職の受け皿となる業界と、技専での教育訓練を結びつけることはできないか。」、
「「学び直し」については、若年者だけでなく、もう少し年齢層の高い方々にも対象を広げると
良いのではないか。」。 

全体の議論といたしまして、執行体制等の部分でございますが、「訓練に使用する資材が値上
がりしており、昨年４月に技専の授業料が上がったのに、予算が増額されず、現場は資材の確保
に苦労している。訓練の質が低下しないように、道として、必要な予算を確保すべきである。」、
「指導員不足の状態が続き、未だ欠員や兼務など現場にしわ寄せが生じている。新規採用職員の
指導育成を２年目の指導員が行うなど、質の問題が懸念される。道として、指導員の確保と育成
について、しっかりと取り組むべきである。」。 

このようなご意見をいただいたところでございます。本日あらためてこの部会のほうでご紹介
をさせていただきましたが、以上ご紹介した審議会の各委員から出された意見も踏まえまして、
これからの部会での議論を進めていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま
す。  この資料の１から８までが昨日の審議会でお配りした資料であり、ただいまご紹介したような
ご意見をいただいたところでございますが、これから部会において具体的な審議に入っていただ
くに当たりまして、改めて技専の位置付けや、これまでの取組に対する評価などにつきましての
資料も用意してございますので、概要をご説明させていただきます。  まず、資料９でございます。高等技術専門学院は、道が設置・運営する公共職業能力開発施設
であり、その根拠は、職業能力開発促進法の第１５条の７から第２３条の規定によるものとなっ
てございます。北海道内の職業能力開発に関わる公共と民間の主な機関につきまして、めくって
いただきました資料９の２ページ目のほうで示してございます。道が設置・運営する高等技術専
門学院のほか、公共職業訓練施設として、国の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で
は、北海道職業能力開発大学校（ポリテクカレッジ）を小樽市に設置をし、専門課程、応用課程
で最大４年間の高度職業訓練を実施されており、また、職業能力開発促進センター(ポリテクセン
ター）を道内４か所に設置し、求職者を対象に標準６か月の職業訓練を実施されています。また、
国立北海道障害者職業能力開発校が砂川市にあり、道が受託して運営をしているところでござい
ます。  また、民間における職業能力開発施設として、地域の事業主により構成された公益法人等が運
営する「地域職業訓練センター」や「地域人材開発センター」、また中小企業事業主や事業主団
体による「認定職業訓練校」において、主に中小企業の在職者向け訓練などが行われております。  ３ページ目に、道内の各職業能力開発施設の位置図を示しております。公共と民間の職業能力
開発施設が、それぞれ役割分担をし、また、委託訓練や在職者訓練などで連携しながら、多様な
職業能力開発を進めているところでございます。  資料１０でございます。こちらは技専に関連する計画の関係を図示したものでございます。「今
後の技専の運営方針」、これから策定いたしますが、その運営方針の上位に当たる計画といたし
まして、道の長期計画であります「北海道総合計画」や、地方創生総合戦略である「北海道創生
総合戦略」、また国の職業能力開発基本計画に基づいて策定した「第１０次北海道職業能力開発
計画」がございます。これらの計画に掲げる「職業訓練の実施」や「産業人材の育成」といった
施策の方向性と整合性を取りながら、今後の運営方針を策定していく必要がございます。この資
料１０の２ページ目と３ページ目に、これら上位計画での技専に関わる施策の方向性の部分を抜
粋しております。 

資料の１１でございます。今後の技専の運営方針の策定に当たりまして、本年２月から６月に
かけまして、各技専ごとに関係業界団体などと技専の取組への評価や今後の運営に向けての要望、
提案などについて意見交換を行いました。その意見交換の中で、技専修了生を採用した企業の皆
様方から、修了生に対する評価をお聞きいたしましたところ、２（１）にございますとおり、「技
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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」、「技専修了生は２級整備士の資
格を取得できるので、即戦力となる」、「技専の修了生は基礎的なスキルが身についている」、
「技専の修了生は簡単に辞めないので助かっている」といった良い評価をいただき、また、技専
全般に対する評価でも、「技専は、技能の基礎を習得させる唯一の機関であり、企業内で新人を
育てる仕組みが壊れてしまっている中で、技専が最後の砦になっている」、「地元としては、技
専が絶対必要な施設であり、もっと宣伝をしてほしい」といったような評価をいただきました。  さらに、２ページ目から５ページ目にかけまして、各技専の取組等への評価や、改善等への意
見をお聞きし、職系ごとに取りまとめたものを整理してお配りしてございます。内容につきまし
ては、また改めてご確認いただいたうえで、今後の具体の個別事項の検討の中でご議論をいただ
ければとは考えてございますが、大まかなお話といたしまして、自動車整備科のように、２年制
訓練によって２級整備士の資格が取得できることを評価いただいている一方で、離転職者には２
年間の訓練機関は長く、１年制を検討すべきではないかという意見もございます。また学び直し
自己推薦制度の対象の拡大や、入校時期を４月以外にも検討してはどうか、訓練カリキュラムに
新技術の訓練を入れる、どの技専で受験しても希望する技専に入校できる仕組みを導入してはど
うか、ＳＮＳなどでの情報発信をさらに進めるべきではないか、といった要望やご提案をいただ
いているところでございます。  続きまして、資料１２－１でございます。 今後の技専の運営方針を検討していくに当たりまし
て、これまで１０年間の中長期ビジョンに基づく取組について、実績や成果を点検・評価するこ
とにより、今後の運営方針に向けての課題と方向性を見いだしていくことが必要であると考えて
おります。そこで当人材育成課といたしまして、中長期ビジョンの点検と自己評価を行っており、
まだ案の段階ではございますが、本編として資料１２－２に付けました「中長期ビジョンの点検
・評価（案）」を取りまとめ、そのうち、自己評価の部分を抜粋いたしましたのが、資料１２－
１でございます。  この評価の中で、技専の配置、施設内訓練の入校・就職状況、訓練科目や訓練課程の見直し、
全員参加型社会の実現に向けた取組、国や民間等との役割分担など、それぞれ重要なテーマがご
ざいます。次回からの個別事項の検討の中で、ご議論いただければと考えております。  この自己評価につきまして、本日は時間の関係もあり、ポイントだけをお話させていただきま
すと、技専の配置については、これまでの見直しにより現在６つの連携地域を基本に、現行の８
校体制にして、地域に密着した地域の産業を支える技能者を育成する体制を整備いたしました。
そうした体制が現在できているというところについて、まず取組を自己評価したところでござい
ます。 

また、施設内訓練の応募や入校状況、また就職状況につきまして、先ほど資料に基づいて、ご
説明させていただきましたが、この資料１２－１の２ページの上のほうに若干触れてございます
が、少子化、雇用環境の改善、若者のものづくり離れといった環境の変化などにより、応募者数
や入校者数が減少傾向にあり、入校促進に向けて、関係機関と連携して、情報発信などに取り組
むとともに、訓練科目や入校定員など不断の見直しを行っていくことが必要としてございます。  また、就職状況につきましては、昨今の雇用情勢の改善や、人手不足の進行といった環境変化
の中で、地域の産業界の人材ニーズを踏まえた訓練科目の見直し等行ってきていることもあり、
技専の修了生の就職率は高い水準で推移しており、地域の産業界や企業が必要とする人材を育成
する機能を果たしているとしております。  訓練科目につきましては、「ものづくり」関連に特化して、民間の教育訓練機関の教育科目と
重複している科目については廃止又は転換をしてきてございます。 

訓練課程につきましては平成２９年度より、全技専の全訓練科を２年制普通課程に統一をし、
企業の中核を担う質の高い若手技能者を育成する体制としており、即戦力となり得る技能や職業
意識を身に付けた修了生に対する評価や期待を地域の産業界や企業から受けているとしておりま
す。これら中長期ビジョンに基づきます取組の評価につきましては、改めて次回からの個別の検
討課題の中でご説明をし、またご議論をいただきたいと考えてございます。  最後に資料１３でございます。施設内訓練における訓練科目の評価ということで、先ほどご説
明いたしました平成２９年にいただいた提言におきまして、新しい評価項目を含めて検討すべき
というご提言をいただいていたところでございます。今般、中長期ビジョンに基づいた取組を評
価する中で施設内訓練の訓練科目の評価にあたりまして、部会でご提言いただきましたものも踏
まえまして新たな評価項目を加えた評価により実施をしてみたところでございます。 

この資料１３の２ページ目のほうに一覧で書いてございます。審議会のほうからいただきまし
たご提言の中で、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、客観的
な数値であり、引き続き評価項目として入れるべきであるというご提言をいただいてございます
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ので、それは引き続き採用してございます。ただし、経済状況に応じた係数等の導入につきまし
ては、現状適当な係数がございませんことから、今回は従前同様の算定方法としていたところで
ございます。また新たな評価項目につきましては、まず「訓練生の満足度」につきましては、先
月全在校生を対象にアンケート調査を行い、その中で訓練カリキュラムや施設整備に係る「満足」
あるいは「やや満足」の割合を評価しています。また「関連業界の就職率」につきましては、国
への定期業務報告等により過去３年間の修了生の就職希望者のうち関連業界への就職率を評価し
ています。また「雇用の質」につきましては、過去３年間の修了生の就職者のうち正規雇用の割
合を評価しています。 

最後の「企業の評価」につきましては、企業から修了生が即戦力になる等の定性的な評価がご
ざいますが、アンケート調査による定量的なデータ収集等につきましては、引き続きその収集方
法も含めて検討が必要と考えてございまして、今回はこの「企業の評価」につきましては、定量
的な評価には至っていないということでございます。  このような内容で３ページ目にございます第Ⅲ期中期構想期間中の対象訓練科につきまして、
現在の３３科でございますが、これらにつきまして、まず従来どおりの「応募倍率」と「就職率」
による評価を行いましたところ、Ｃ評価となりました科目が１６科ございましたもので、この１
６科につきまして、ただいま申し上げました新たな評価項目「訓練生の満足度」、「関連業界就
職率」、「雇用の質」のこの３つの項目を追加して、評価を実施いたしました。その結果が４ペ
ージ目から６ページ目の各１６科目の評価内容でございます。それぞれの新たな評価項目も含め
た数値を記載してございます。  この評価を踏まえた、今後の訓練科目の方向性につきましては、次回からの個別事項の検討の
中で、ご議論いただければと考えておりますので、本日は詳しい説明は省略をさせていただきま
すが、訓練科目の現状の評価を踏まえて、入校促進策や、入校定員、訓練内容の見直しなどの方
向性について、今後の運営方針の中で、示すことができればと考えております。  以上で、「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、よろしくお願いいたします。 

 

○開本部会長 

はい、どうもありがとうございました。ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問があれば、お
願いいたします。いかがでしょうか。はい、山田委員お願いします。 

 

○山田委員 

  まず、提言の中にも入っていたんですけれども、働き方改革に関連してきてるんでしょうけれ
ど、全員参加型社会の実現というところで、資料８の２つ目にも謳っているんですけれども、こ
れに関連するんじゃないかということで、資料１２－１の２ページ目の「①応募・入校状況」の
一番下段に、「授業料等の負担の軽減、厚生労働省の奨学金制度に対する制度改善要望など、誰
もが入校しやすい環境づくりに努めることが必要」とあるんですが、今現在で、無償というか、
貸与型の奨学金であるとか、授業料の免除制度であるとか、生活困窮者等に対しての措置は、今
現在進んでいるのがあるのかどうか、一つお伺いしたい。 

 

○内藤職業訓練担当課長  今、ご質問のありました授業料の関係で、経済的事情のある方への配慮という部分でございま
すが、現在、技専の授業料につきましては、免除制度を設けているところであります。様々な経
済的事情のある方ということで、生活保護を受給している世帯や、市町村民税が非課税の世帯、
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、また、東日本大震災など大規模災害の被災者の方々に対しましては、授業料を免除
させていただいているところです。  概ね、在籍訓練生のうち３割弱の訓練生が、授業料の全額免除とさせていただいているところ
です。この免除制度につきましては、他都府県と比べてみましても、減免対象率が比較的高いと
いうこともあり、道といたしましては、引き続き、このまま減免制度を続けていこうと考えてご
ざいます。  授業料につきましては、改めて平成２９年度に増額をしたところでございますが、４年に一度
の見直しというのを通常行ってございますので、現状からいいますと、平成３２年の条例改正に
向けた検討をしていくことになろうかなと思います。実際の適用は３３年度からになろうかと思
いますが、それに合わせて授業料水準、また減免制度につきましても検討を進めていく考えでご
ざいます。 
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 また、奨学金制度につきましては､技専向けの道独自の奨学金制度は現在はございません。一方
で、国の方で、職業訓練、職業能力開発施設に行く訓練生に対する制度はございますが、なかな
かまだ使いづらいというところもございますし、また利率も３％と高いということもございます
ので、この制度の改善につきましては、道としても、引き続き国に要請をしているところでござ
います。国におきましても、人づくり革命といった動きの中で、いろいろと奨学金の制度拡充な
どの動きもございますものですから、そのあたりの情報も踏まえつつ、国に要請をしていきたい
と思います。 

 

○山田委員  今の説明の中で、給付型の奨学金なんですけども、貸与型になるのかな、年３％の。道として
給付型の奨学金、例えば国の制度が見直しになるまでの間を作るとか、工夫することが大事じゃ
ないかなというふうに思っております。  中には学び直しの方ももちろんいらっしゃれば、その間無収入、無給状態にほぼ陥るんじゃな
いかと考え合わせれば、そういったことも十分必要になるのではないかと思いますので、是非検
討をお願いしたいというふうに思います。 

 

○開本部会長  ありがとうございます。では、それはご意見として承知いたしました。他にご意見、ご質問ご
ざいますか。 

 

○李特別委員  確認だったんですけれども、たぶん配付資料の中にあった気がするんですけれど、一昨年、授
業料が上がったんですけれども、にもかかわらず、あまりそれが予算に反映されていないという
指摘があったと思うんですけど。具体的には、上がった授業料はどういうふうに学校運営に使わ
れていったのかというのをお聞きしたい。 

 

○内藤職業訓練担当課長  授業料につきましては、平成２９年度の入校生から、それまでの１５４，８００円から３０，
０００円上乗せされたということでございます。  一方で、入校生自体の数が減少しているということもありまして、道の収入として大幅な改善
があったということではございません。授業料の水準につきましても、もともとフルコスト計算
という計算方式でしてございますが、当然、全てのコストを授業料で賄うということではなく、
その中で必要な経費に対してどこまで授業料で見ていくかということでございますが、実際、授
業料でいただいたものにつきまして、全体の金額として収入増につながっていないということも
ありまして、予算面での現場への還元とか、実習経費への増というところにつきましては、十分
な反映、うまく全体として支出の増額の方につなげることができなかったという状況でございま
す。 

 

○李特別委員  前回フルコストの議論をした時に、私も委員だったんですけれども、いろんな意見があった中
で増額が行われた気がするんですけど。私は委員として反対の意見を言わせてもらった立場から
すると、今の説明だと入校率が下がったから増額した分が相殺して無くなったという説明だった
と思うんですけど、これから入校率が確実に上がるようにするというのをテーマにしてるのか、
あるいはそれが叶わなかったら、今後また増額をする、更に授業料を上げて、次回の議論にそう
いうテーマで出てくるのかどうかというのを教えていただきたい。 

 

○土屋職業能力担当局長  授業料につきましては、今お話ましたように、機械だとか実習に、できるだけ訓練生に還元す
る考えのもとにやってきてはいるのですけれども、やはり定員の５６％しか入ってきていないと
いうこともありまして、値上げ分が吸収されているというか、予算要求している額の範囲の中に
なっておりまして、そこの実績を言われるとですね、なかなか予算の増額っていうのは難しいよ
うな状況の中で、今進んでいるということです。  私どもとしましては、予算のこともありますけれども、技専を維持して、産業人材を育てて、
地域のニーズに応えながらやっていくということを、重視していきたいと考えています。  人手不足のところもありますし、そういう方々を数多く出していくようにするためには、やっ
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ぱり入校促進というのは、絶対必要なことだと思っておりますので、それに対して制度を直した
りしていくことで、入校生を増やしたり、ＰＲできたりということを、今回は議論していかなけ
ればならないかなと思っております。 

 

○李特別委員  そこに書いてあったので質問させてもらったんですけれども。質の担保のために、あるいは、
今日機材を見せてもらったんですけど、多分２年前、３年前に見せてもらったものとほとんど変
わらなかったような気がするんですけど、新たな技術革新が年々目まぐるしく変化する中で、や
っぱりそれに対応するような技術をちゃんと教えないと、いい人材が育たない。  そのために、授業料だけでなく、本当の意味での人材育成の別予算を取るというのを考えてい
かなければいけないかなと思って。どこまで本気で議論できるかお聞きしたかったので。 

 

○土屋職業能力担当局長  私どもも、先ほどの視察の際の説明にもあったと思いますが、いきなり素晴らしい機械ばかり
入っても、基本的な、技術の基本というのが分からない部分もあって、古い機械も多いと思いま
すけど、それをもって基本原則も分かりながら、技能、技術を学んでいるところもあるので、一
概に新しくしたらいいというものだけでもないと思っております。  ただ、技術革新なりに対応した部分は必要なことだと思っておりますので、皆様のご意見とし
てもいただければ、それについて、今度の運営方針の中にどのように反映するかということを考
えていきたいと思っております。  今、それを必ず出来るとか出来ないということではないんですけど、私どもとしても、産業人
材として良い人材を育てていきたいという思いは同じだと思います。 

 

○藤川特別委員  私は室蘭出身ですが、室蘭市がですね、学院の生徒さんに関して、最大１５万まで、教材費を
含めてですね、支援するということをやっています。  もともと、室蘭、苫小牧がですね、廃止になるかもしれないと。それでずっと動いてきた経緯
もあってですね。なるべく学院さんに対してフォローアップしようということで、市から補助を、
そういう方々に出しています。  多分、市町村、行政あるいは商工会議所さん、連合さんもそうかもしれませんけど、道が全て
やるんじゃなくってですね、各市町村、経済界含めて、どういう連携をされているかっていう事
例を、他の地区の事例を知りたいなと思いますので、もし分かればですね、調べておいてもらっ
てですね、地域としてこれだけのことを学院に対して、お手伝いなり、フォローなりしてますよ
と、それも資料になれば参考にもなりますので、できるなら調べておいてもらえたらありがたい
と思います。 

 

○土屋職業能力担当局長  室蘭市さんは、今お話いただいたように、入校生に１５万円の助成金を出していただいている
んですけれども、その他に、北見市さんも検討されていると聞いておりまして、やはり地域とし
て、技専なり産業人材の確保をしたいこともあって、そのような努力もしていただいています。  それと、先ほどお話したかもしれませんが、後援会というのがございまして、そこには企業さ
んたちが入っていただいているのですが、こちらの方もかなり汗をかいていただいたり、お金の
ご協力もしていただいて、ＰＲとか色々なことで関わっていただいているということもございま
す。資料として、次回、揃えていきたいと思います。 

 

○藤川特別委員  残してもらった地域としては、ありがたいわけですから。当然フォローするのは当たり前、と
言うか、したいんですよ。胆振地区に限らず、他の地区だって、当然のことながら、地域だとか
経済界含めて何らかのフォローをしないと。何でもかんでも道が全部やるというのは、無理があ
るだろうから、市町村も少しは考えなさいと。それくらいの主張をしてもらってもいいと思うん
ですよ。 

 

○土屋職業能力担当局長  自動車整備科などで、車のご提供をいただいたりして、そして分解したりとか、そういうのも
させていただいていると聞いています。 
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○藤川特別委員  地場の企業さんで古くなったものを提供させていただいて、部材として使ってもらったりして、
そういう協力はいくらでもしている。  ただ、先ほどもあったけれども、授業料、その他、お金にからむところはなかなかお互い出し
づらいんでしょうけれども、たまには市町村も頑張る、そういったこともあってもいいような気
がするんです。まあ、室蘭がしたからっていうわけじゃないんですけれども。それはやっぱり室
蘭も相当な運動をしました。フォローアップしてくれという。だから市も予算を出した。それく
らいのものが普通だと思うんです。そういうのを道としてアピールしてもらえれば。 

 

○土屋職業能力担当局長  今回、地域をいろいろ回らせていただきまして、地域の企業、それから業界の皆さんからは、
本当に技専を残して欲しいと、この「ものづくり」をやってくれる技専、そして地元に残ってく
れる訓練生がいるのを大事にしたい、とても役に立っているし、これからもお願いしたいという、
そのような大変有り難いお話をいただいているところです。 

 

○藤川特別委員  ただ、不満も一つある。例えば札幌を中心として室蘭、苫小牧が一つの道央ブロックとしてあ
る。それで、建設系が全部、室蘭、苫小牧からなくなったものですから、辛いです。室蘭から札
幌まで来て訓練しろというのは、それは大変です。アパートに住まなきゃだめだ、自炊しなきゃ
だめ、当然また経費もかかる。その辺のところ、今後、ニーズが少ないから、効率悪いからスパ
ッとやられると、地方自体が職人を育てるチャンスがなくなってしまう。  その辺をどういう風に考えていただけるのか、今後議論として考えていただければ。少しでも
何とかなると、受け入れできないのか、方法はないのかというふうに皆さんのお話も聞きたいと
ころはあります。 

 

○開本部会長  ありがとうございます。そうすると、地方との連携について調べるということでよろしいです
ね。 

 

○内藤職業訓練担当課長  わかりました。次回の部会の時に、地域との連携事例などを整理したものをお示ししたいと思
います。 

 

○齊藤特別委員  今の藤川さんのお話、非常に同感しております。私はこの委員になりまして数年ですけれども、
最初議論した時に、北海道が地域経済を強化する、ものづくり産業の人を創るのだと、盛んにお
っしゃられて、この部会の委員になったつもりだったのですけれども。その時に、盛んに予算を
含めて裏付けがほしいということを申し上げました。ところが蓋を開けますと、道の予算が全然
ついていないと、じゃあこの会は何なのと、机を叩いたことがあったんです。是非、今年度は様
々な意見を汲み上げて、道の予算の中にもきっちり反映してもらわないと。ただこういう話だけ
で終わりましたでは困るので、予算については具体的に示していただきたいなと。  盛んに、地域経済というが、単なる北海道全体じゃなくて、ここは今、藤川さんも含めて、各
振興局単位も含めてのことだと思うんですね。一学院という話じゃなくて、ものづくりを創る土
台の話ですから、学科も含めて、やはりここは道は一枚岩になっていただきたいなと思っており
まして、そういった思いでこの部会に参加させていただいておりますので、なにとぞ部会長よろ
しくお願いいたします。 

 

○開本部会長  今のはご意見ということで。私は今回が初めてなものですから、予算の話が出てきております
が、予算状況というのは具体的にどのようになっているのかというものが、なかなかわかりづら
い。抽象的に予算がどうなっているんですかというご指摘は、おそらく前からあった話だと思う
んですけども、その抽象論に加えて、具体的に予算を考えるにあたって、どういったファクター
や必要性があるから予算を上げる、上げなくていいといった議論になっているのか少しわかりづ
らいところがあります。これまでの予算状況と内訳とかになるでしょうか、そういったものがあ
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ると議論の整理がしやすいのかなと思いましたので、その点をご検討いただければと思います。 

 

○内藤職業訓練担当課長  実際の運営に係りまして、相当程度、厚生労働省からの補助もございます。そういった技専の
運営や施設整備等に関して全体としてどういう予算がかかっていて、内訳はどうなって、その中
で授業料はどうなっているのか、数字として整理してお見せできるように準備をしていきたい。 

 

○齊藤特別委員  人づくりとものづくりは先行投資が必要ですから。単年度ではないということだけで、道の方
にもきちんとした形で訴えていきたいというのが私たち労働側の思いです。 

 

○桑原委員  今のお話を聞いていて、技専の役割というものが、当然ありますが、札幌と地域で、それぞれ
役割が違うと思いますので、そのあたりを別に考える、もしくは重要視して考えていかなければ
ならないと思います。ただ、札幌一極集中がこれほど進んでいく中で、今、地域の技専の応募者
の数も着実に年々減っていくという状況、これはすぐ改善できるかといったら、多分、簡単には
改善できないんじゃないかと感じがします。その中で、今後もある程度応募者が減っていくとい
う状況が見込まれる中で、今の予算の話とか地域の技専の存在意義をからめたような議論を今後
していく必要があると思います。ある程度応募者が減っていっても、きっちり維持できることを
示していただいて、それを皆で共有していくことが大事ではないかなというふうに思います。も
し、参考になるようなデータとかを次回お示しいただけるのであれば、そういうのを皆で議論し
ていけばよいのかなと思います。 

 

○齊藤特別委員  関連ですけど、私たち連合もこの１０年間、各地域の経済団体だとかと学校をまわって色んな
ご意見を聞きました。実際、私も今年経験した胆振地区ですけれども、高校を卒業して新入社員
で入ったけれども、社内に教える人がいないんですと。実は、この間、人を採用していなかった
と。それで会社に採用して、会社の経費でいわゆる専門学校に通わせて、そこで技術を習得して
また戻ってきてもらうという、今までとは発想が変わってきている教育の仕方もあるのかなと。  いわゆる人材不足と言われてますけども、実は教育者不足も企業内でもあるかと思う。この技
専というのは、そういう役割も含めて、ものづくりを柔軟に発想することも時には必要な場合も
あるのかなと思っているのですけども。 

 

○藤川特別委員  職種によっても違いますよね。ちょうど高度成長の頃に、私は建設屋ですが、昭和４０年代前
後に、大工なり鉄筋工なりで活躍していた人が、もうすぐ７０、８０超えるんですけど、こうし
た団塊の世代の人たちが、どんどんどんどんリタイアしていくものですから、なかなか技術の伝
承ができない。それと今、人手不足が原因で教える暇がないんです。自ら職人として働かなけれ
ばいけない。ですから、教える場面というのは、そうそう現場の中ではやりますけど、当然現場
ですから作業が優先です。事細かに教えながら、指導しながらという、そんな余裕がないという
のが現状だと思います。室蘭市内、苫小牧もそうですけど、製造業が多いですから、それぞれ町
場の工場を見てもですね、フル生産で動いている。なかなか教える機会、チャンスがない。  昔でしたら、仕事が５時、６時に終わってから、夜中に一生懸命勉強した若者が多かったんで
すけれども、今の若い方は、やっぱり、さっさと家に帰って、という傾向があって、なかなかそ
ういう機会が出来ない。じゃあ、土日といってもなかなか難しい。その辺の教育、人の問題とい
うのはあります。機会・時間が取りづらいところがあり難しいと思う。  それと、先般も、ある精密機械の技能検定に行ってきたんですが、一生懸命やっているところ
で、検定官は石狩からわざわざ室蘭まで来ていただいて、朝早くからスタートで非常に大変なん
ですけど、そういう半分ボランティアみたいなところがあって、全道を股に掛けて主任検定員と
して訪問してくれて、検定してくれて、指導してくれる。そういうスタッフを各地区に、それぞ
れの専門毎に配置する、確保しておくということが必要なのかなと。大手さんは全部自前で指導
員を持っていて、自前で検定して受けさせている。ただ、中小企業はなかなかそうはいかない、
お互いが連携して、指導者、教育者を含めて相互交流出来るようなことを技専が中心になってや
れれば面白い。その辺のところは、少し議論してもらえれば。 
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○土屋職業能力担当局長  技専の中で、施設内訓練の他に施設外訓練ということで、委託訓練、それから能力開発セミナ
ーという在職者向けの訓練とかもさせていただいて、各技専で、地域のニーズに応じた形でやら
せていただいています。その他にも、入校者が少ない時に、空いている枠を使って在職者の方に
来てもらってというのをモデルでやってみましたが、総論は皆さん賛成されるんですけれども、
やはり人を出すとなっては、とても人手不足で出せないということもあって、なかなか人が来な
くて出来なかったというのがありました。在職者訓練のニーズはあるんですけども、とにかく現
場が人手不足で、出している余裕がないという一面もあるというように聞いています。 

 

○藤川特別委員  それは長期で考えなければいけないので、今、忙しいからどうだというのではなく、１０年と
か長いスパンで考えないといけない。  学院の運営方法というのは、いろいろ規制があると思うが、例えば工業高校の実技の勉強を技
専でやるとか、そういうことは法律上できないのか。 

 

○内藤職業訓練担当課長  高校の教育課程の一部を技専で行ったものが単位に反映されるかということでしょうか。 

技専自体は、学校教育機関ではございませんので、職業体験という中で、考えられる道はあるか
と思いますが、教育課程の中に組み込まれるというのは、技専は学校教育法に基づく学校ではな
いので、例えば、単位をやり取りするといったことは馴染まないのではと考えます。いわゆるキ
ャリア教育として、実際、ものづくり教室ということで、こちらの方から学校に行ったり、学校
から来てもらって教えたりをやっていますけども。 

 

○布川特別委員  資料の８を見ますと、「【個別事項】の検討」というのがあって、３番目に「既卒者、離転職
者、学卒者の入校促進」というのがありまして、今日、配布していただいた資料、昨日の「労働
審議会における意見要旨」の中でも、「総論」の上から２番目のところに、「地域産業を支える
ために、新卒に限らず広く間口を設定するというのも議論した方が良い」という意見もあり、あ
とは下の方を見ますと、「訓練科目・内容等」のところで、中程の３番目、「「学び直し」につ
いては、若年者だけでなく、もう少し年齢層の高い方々にも対象を広げると良いのではないか」
とのご意見もあったようです。  実際、私ども専門学校も１８歳人口を対象にしていますが、今、大変な思いをしています。良
くて現状維持という形で、大部分の学校というのは、分野によっては定員割れをおこして、経営
の危機に瀕しているという部分もあります。  先ほど見させていただきましたが、技専でなければできないもの、例えば、大工さんもそうで
すし、配管工もそうですし、金属加工についてもそうなんですが、これは私たち専門学校では、
私学としては全くできないことでありますので、もし、そういった技術的な部分、教育も含めて
技専を維持していこうということを考えた場合には、ここに書いてある、もう少し年齢層の高い
方々に対象を広げるという「学び直し」の拡充ということを、是非、真剣にこの場で検討してい
きたいと思っております。現実的に学び直しについては、数値を見ますと、全入学者の確か４％
位ですよね。１３人位しかいない。もちろん、学科が限られているから、それもあるんですけれ
ども。ですから、審議会でのご意見を見て、同じご意見の方もいるのだなと思いましたので、こ
ういった部分についても、今後真剣に検討することを希望します。 

 

○開本部会長  資料８をご覧になっていただいて、本日のテーマとして、この資料８の「今後の高等技術専門
学院の運営方針（仮称）策定に当たっての基本的な考え方」というものが案として作られており
まして、この点につきましては、先ほどご説明がありましたとおり、昨日開催された労働審議会
から意見をいただいているところです。  そして、今後の当部会の流れといたしましては、具体的な事項を次回以降検討していくという
つもりではあるのですけれども、その具体的な事項を検討するに当たって、こちらの資料８の上
の部分ですね、枠に記載されている内容、これを基本的な考え方として進めて良いか、概ね良い
けれども少しこの点は、というご意見もあるでしょうし、全くこれは違うんじゃないかというご
意見があるのかもしれませんけれども、その点について、最低限、本日は確認したいというふう
に考えております。 
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 今、布川特別委員の方から学び直しなどについて議論すべきだというご意見については、この
基本的な考え方の検討の２番目の箇所に該当しているお話なのかなということですので、これは
次回以降、個別のテーマとして議論してまいりたいと思っております。  ですので、この資料８の基本的な考え方について、改めてご意見、ご質問というよりはご意見
をいただけたらというふうに思います。 

 

○齊藤特別委員  質問、いいですか。３番目の官民の効果的な連携、この「効果的」って、どうやって具体的に
示すのですか。 

 

○内藤職業訓練担当課長  こちら３番の「官民の効果的な連携」ですが、まずは、それぞれ官民の機関がある中で、役割
分担をしながら、それぞれの対象に対してしっかりと訓練を行っていくという状況が今できあが
っています。その中で、これから先、地域全体、北海道全体として人材育成をどう進めていくと
いったときに、例えば、技専におきましても、施設内訓練をやるだけではなく、委託訓練、在職
者訓練という形で官民の機関と連携していくというやり方もある。今以上に、効果的に連携をし
ていくという方向性があるのではなかろうかという考えを示したものです。 

 

○齊藤特別委員  ちょっと言葉が適切ではないかも知れませんが、「民業圧迫」という考えとは切り離してほし
いんですけれども。これは教育現場でございますので、入学だとか授業料だとか、特に懸念して
いるのは地方校についても、民間のようにやるのかと。その辺のところも含めて、「効果的な連
携」というのが、単なる経営的にいいから札幌圏中心でやりましょうかではなくて、地域のニー
ズに応える形でやってもらわなければ、教育現場として困るのかなと思ってますので。  前にもお話したように、自動車整備科は、自動車のディーラーさんで人が足りないのに廃止し
たという経緯もあるし、やはり、札幌中心に物事が起きているわけではないですから、その辺は
特に、地域の統廃合だとか、科目についてはきちんと裏付けをした上で話をしてもらいたいなと。
この辺は「効果的」という言葉がですね非常に曖昧だなと。きちんと道が軸足を固めてやってい
ただきたいなという思いがあります。  ですから、この３番目を進めるに当たっては、きちんと道の機関の中で議論して進めていただ
きたいという思いがあります。 

 

○開本部会長  ありがとうございます。この「効果的な連携」の意味合いとして、齊藤特別委員のご意見を伺
う限りは「連携の在り方」なり「連携をする目的」といったところのご意見かと思います。あと
は地域の問題からご意見をいただいておりますが、基本的には個別事項の中できちっと議論する
ことなのかなと思います。  ですから、「効果的とは何ぞや」という大問題といいますか、抽象的な考え方になろうかと思
いますが、基本的な考え方としてはこのまま使っておいて、後は個別事項の検討に当たって「や
はり効果的という言葉はふさわしくないのではないか」とか、もっと別の言葉の方がいいのでは
ないかといったことであれば、それは柔軟に対応するという形でよろしいでしょうか。 

 

○齊藤特別委員  言葉はこれでいいんですよ。「民業圧迫」という言葉が一人歩きしないでほしいということで
す。 

 

○開本部会長  私はちょっとその「民業圧迫」と「効果的」の関係があまり理解できないのですが、「民業圧
迫」には反対だというご趣旨ですか。 

 

○齊藤特別委員  反対というよりも、選択肢がきちんと入学者にあるような形にしてほしい。例えば、民間と入
試の試験日だとか、若干違いますよね。 

 

○内藤職業訓練担当課長 
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 技専は民間と競争的な募集にならないようにということで、あくまでも求職活動に合わせた時
期にということで、今やらせていただいていると思いますけれども。 

 

○齊藤特別委員  そうは言っても、実際は新卒の方も入ってくるでしょ？ 

 

○内藤職業訓練担当課長  そうですね。もちろん、新卒者も含めて求職者として整理していますから。 

 

○齊藤特別委員  それは選択肢の一つですよね、そこについて試験日がおかしいとか、過去の議事録を見ればそ
ういう話も出ていると思うんです。試験日をもっと遅らせろとか、早めるのはおかしいんじゃな
いかという議論は連携と言わないでしょうと。過去の議事録を見ると「民業圧迫」という言葉が
出ていたと思いますが、そういうテーブルには着かないように。 

 

○布川特別委員  それは、過去に私も、官と民という話で「民業圧迫」という言葉を使ったことはあります。 

 

○開本部会長  私が伺いたかったのは、「民業圧迫」というお話よりも、齊藤特別委員としては、働く人のた
めという目的を最優先にという、そういったことですか。 

 

○齊藤特別委員 

  その目的をはき違えることのないようにということです。 

 

○開本部会長  とりあえず趣旨としては分かりました。ありがとうございます。  ほかにこの「基本的な考え方」についてご意見があれば。 

 

○李特別委員  一点だけ確認したいんですけれども、２のところの「全員参加型」、趣旨はよく理解できます
し、あとさっきの学び直しの後のところの「女性・障がい者」と書いてありますけれども、これ
も別の組織も同じような表現を使っていたと思うんですけれども、その後に「など」ってついて
いるんですけれども、どこまで入れて議論するのですかというところをお伺いしたいんですけれ
ども。 

 

○内藤職業訓練担当課長  この「など」につきましては、限定列挙したということではなく、広い意味での例示というこ
とで付けさせていただいた。 

 

○李特別委員  少子化とかね、入校率が５０パーセントになるという、かなり深刻な事態だと思うんですけれ
ども、例えばこれを外国人の研修生に門戸を開くとか、そういうところまで広げて考えていいの
かというのをちょっと。 

 

○内藤職業訓練担当課長  そこにつきましてもこれからのご議論になるでしょうが、これを提案させていただいた道側の
考え方といたしましては、ここに外国人も含めるという概念で載せたものではございません。  議論としてありましたのは、高齢者の話がございまして、これまでも技専の中では、例えば、
短期課程の中で高齢者の方の職業訓練を手がけていましたが、就職の方に結びつける観点からす
ると、なかなか高齢の方が入って技能を身につけて就職に結びつけるという率が若年の方に比べ
ると相当低いということがあって、今のビジョンに基づく取組の中では、主に若年者に向けて２
年間しっかり訓練していくということになってございます。ただ一方で、これからの少子高齢化、
労働力人口減少という中でいうと、高齢者の活躍促進というのも観点としてはあり得るのではな
いかということは議論の中では出ておりましたが、ただ、今申し上げましたような過去の経緯か
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ら見て、それが技専の求める方向として如何なものか、改めて各委員の先生方からご意見もいた
だきながら考えていきたいというふうに考えてございます。 

 

○李特別委員  今日はこれ以上深入りするのは、初回なのでやめさせていただきたいと思います。 

 

○開本部会長  ご意見ありがとうございます。 

 

○内藤職業訓練担当課長  一点補足させていただきますと、先ほど桑原委員の方からお話のあった中で、札幌一極集中で
いいのか、それに対して、どう考えるべきなのかというお話であったというふうに思いますが、
この「基本的な考え方」をご提示させていただいたこちら側の考え方としては、この１番にあり
ます「地域産業を支える人材の育成」、ここでいう「地域」のイメージとしては、オール北海道
としての地域経済ということよりは、道で決めております６つの連携地域単位、地域に根ざした
ものというようなイメージで書かせていただいております。  その背景には、現在の技専の、連携地域ごとに設置しているという体制、そうした圏域単位で
の地域経済を担う人材を育成しているという機能について、それを引き続き維持していくべきな
のか、それとも、見直すべきなのか、というところも考えてといくという意味でこのように書か
せていただいております。  ここに書きました趣旨としては、道内各地域の産業を支える人材を育成する機能を技専が果た
すべきではないかという意味合いで出させていただいているところでございます。 

 

○開本部会長  ありがとうございます。 

 

○田中特別委員  一点、私がこれを読んで思ったのは、１番の「地域産業を支える人材の育成」と３番の「官民
の効果的な連携」なんですけれども、中身を読む限り「官民の職業教育訓練機関との連携による
人材の育成」というのと、地域産業との連携によるという、先ほどの室蘭や北見の事例だと思い
ますが、地域産業と技専がどのように上手く連携をしていくのか、そういう観点があってもいい
のかなと思います。教育機関としての官民というのは、地域産業を支える人材育成の方に係って
もいいのかなという気がしたので、今後ちょっとその辺のところを議論をしたいなと思います。 

 

○開本部会長  ご指摘どうもありがとうございます。  それでは、こちらの「基本的な考え方」につきましては、意味合いであるとか趣旨であるとか、
そういったところについては、ご意見とご指摘がありますけれども、現時点では、この内容を一
応前提として進めていくということでよろしいでしょうか。承知いたしました。  それでは、今後はこの「基本的な考え方」に基づいて、次回からは個別事項の審議を進めてい
きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  これで、本日の議題にあります「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」
の審議を終えたいと思います。 

 

６ その他 

 

○開本部会長  それでは、次の「その他」に移りますけれども、あまり時間のないところではございますが、
なにか各委員から発言したいということであればお受けしたいと思いますが如何でしょうか。 

 

○齊藤特別委員  発言ではないんですけども、ＰＲなんですけど、よろしいですか。最後にお配りしましたカラ
ー刷りのフライヤーなんですけども、今ありました高等技専の策定に当たっての今後の基本方針
の考え方の２番「全員参加型社会の実現への貢献」ということで、いわゆる国連における持続可
能な社会に向けて１７の目標ＳＤＧｓも絡めてくるんですけども、まさにこの実現の貢献に関わ
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るシンポジウムが来週７月２６日、京王プラザホテルで開催いたしますので、もし可能でありま
したら、こういった視点の中で、さまざまな働き方とか生き方を示唆するようなシンポジウムに
なりますので、参加していただけるとこの高等技専の今後の基本のあり方が見えてくるんじゃな
いかなと私は思ってますので、ぜひ参加申し込みいただくとありがたいかなと、それがまず１点
でございます。 

あともう１点、補足なんですが、私毎週月曜日ラジオ番組を持っておりまして、山口さんにも
出ていただきまして、この技専の話もそうですね、ＰＲ、うまくものづくりの話もしていただい
ておりますので、報告させていただきます。以上でございます。 

 

○開本部会長  ありがとうございます。この申し込みが金曜日までと。 

 

○齊藤特別委員  まだ大丈夫です。 

 

○開本部会長  まだ大丈夫ですか。  ありがとうございます。 

 

○山田委員  次回以降、個別事項に入っていくかなというふうに思うのですけども、その中で要望でござい
ます。資料１３に施設内訓練における訓練科目の評価の中で、就職率であるとか入校率だとかい
ろいろあるのですけども、たぶん地域のニーズの表れ方として、先ほどの視察で金属加工のとこ
ろの方も話をしてましたけれども、求人率というのですか、企業からの人材の要請が非常に多い
けど、実際訓練生は少ないという状況もあるので、そういった意味ではニーズは非常に高いけど、
人がいないという状況もあるものですから、そういった評価も必要になるのかなというふうに思
います。その辺もし数字が掴めるのであれば、お願いしたい。あと個別になったらまた地元への
就職率等々、資料を参考にしながら意見を述べたいと思っておりますので、よろしくお願いいた
します。以上です。 

 

○開本部会長  ありがとうございます。 

 

○田中特別委員  その点につきまして、もしよろしければ、資料３の２８年度～３０年度の訓練科目の入校状況
の推移表の中で、札幌なのですけれども、昨年度応募が８３名で７１名の入校で、今年３０年度
は応募が１００名で７７名の入校で、特に建設設備科の応募者が倍増しております。それから、
電子印刷科は逆にすごく減っているのですけども、この辺の理由が分かれば、それを元にもう少
し入校者の促進につなげられるのかなというふうに思いますので、もし次の会までに理由が分か
ればと思います。 

 

○開本部会長  承知いたしました。それは事務局でご検討いただくと。 

 

○内藤職業訓練担当課長  はい。次回は７月３０日というふうに、２週間後に設定しておりますので、今いただいたもの、
どこまで次回に間に合うかというところはありますが、できるだけお答えできるように準備を進
めていきたいと思います。 

 

○開本部会長  ありがとうございます。それでは他に特にないようでしたら、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。 

 

７ 閉 会 
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○酒井主幹  開本部会長、ありがとうございました。今回の付託事項でございます「『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」につきましては、先ほど、ご説明させていただいた
スケジュールに基づきまして、審議を進めてまいりたいと考えてございます。  次回の職業能力開発部会は、先ほども触れましたが、７月３０日（月）の午前１０時から、道
庁本庁舎の９階の経済部会議室で開催いたします。皆様のご出席をお願い申し上げます。  また、第３回の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けれども、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年度北海道労働審議会第１回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。 

 


