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令和元年度香川県職業能力開発審議会議事録 

 

１ 会議の日程及び場所 

 

 日時：令和元年 12月 19日（木）14時 30分～16時 05分 

場所：県庁本館 12階 大会議室 

 

２ 出席委員 

学識経験者委員 

清國祐二会長、池田弘子委員、相良和伸委員、鳥取美穂委員 

事業主代表委員 

天野裕子委員、香川英子委員、曽根誠委員 

労働者代表委員 

大島幹敏委員、瀧菜穂子委員、森重麻理奈委員、渡辺康雄委員 

 

以上 15人中 11人の出席につき、香川県職業能力開発審議会条例（以下「条例」という。）第５条

第２項に定める「委員の２分の１以上」の出席の会議開催要件を充足。 

 

議事録署名人に曽根委員、大島委員を指名した。 

 

３ 議題 

（1）高等技術学校における公共職業訓練の取組状況について 

（2）第 10次香川県職業能力開発計画の進行管理について 

 

 

〈議事録〉 

議題（1）高等技術学校における公共職業訓練の取組状況について 

 

●議長から、事務局に説明を指示した。 

（事務局） 

●配付資料に基づき説明 

 ・職業訓練の概要 

 ・職業訓練の実績 

●議長が、委員に事務局の説明に対する質疑を求めた。 

（委員） 

施設内訓練のデザイン科について、どういう職種が就職先になるのか。 

 

（事務局） 

求人倍率は低いが、印刷関係などの一般事務の職種になる。 
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（委員） 

ホームページを作成するような仕事ではないのか。デザインなので美術的な感じのイメージは 

あるが。 

 

（事務局） 

 どちらかと言うと、商業デザイン的なもので、ポスターやパンフレットの作成などが中心であ

る。 

 

（事務局） 

 企業のなかでウェブデザインに携わったりする方もいる。 

 

（委員） 

 毎年応募者数が２倍以上いるので、今後もデザイン関係は重要かと思う。 

 

（委員） 

 技術専門コースの就職率は 100 パーセントで良いことだと思うが、各年度毎の入校者数と修了

者数に差が出ている。訓練期間が２年ということで新卒者がメインだと思うが、最後まで訓練を

受ければ必ず就職できる環境であるにも関わらず、途中で退校してしまうのはどういう理由なの

か。 

 

（事務局） 

 技術専門コースについては、退校者の大半が進路変更である。入校しても、自分のイメージと

違うという理由が多い。 

 求職者向けコースについては、訓練の途中で就職が決まり、退校するケースが多い。 

 

（委員） 

 高等技術学校と四国職業能力開発大学校の違いや棲み分けなどについてご教示いただきたい。

また、訓練内容が競合しているようなところは調整しているのか。 

 

（事務局） 

 四国職業能力開発大学校は、より高度な分野の技能習得を目指して大学に近い訓練内容が設定

されている。高等技術学校は、技能だけではなく就職に必要な資格の取得にも力を入れている。 

従って、双方の目指す方向性の違いがあるが、県内には他に国の機関としてポリテクセンター

香川において職業訓練を実施しているので、こちらとは訓練コースや内容について調整をしてい

る。 

 

（委員） 

 全体の就職率は大変好調だが、就職先とのマッチングについてはどうか。 
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（事務局） 

 技術専門コースについては、就職率 100パーセントで、平成 30年度は関連職種で 100パーセン

ト就職している。 

 求職者向けコースについては、介護・機械・電気関係では、関連職種の就職率が 80パーセント

位となっており、事務系については、委託訓練でも OA系のコースがあるが、一般事務の求人倍率

が低いので、関連職種での就職率が低くなっている。 

 

（委員） 

 高等技術学校の委託訓練について、人手不足と言われる建設や介護の分野などでは定員を相当

割っていて、事務系分野の応募者が多い。特に建設や介護の分野に対して、応募者数を増やして

いく対策やその検討はされているか。 

 

（事務局） 

 応募者を確保するという意味では、やはり広報になるかと思う。施設内訓練については、学校

見学会を毎回実施しているので、その回数を増やすといった対策はできる。求職者関係について

は、各ハローワーク経由の応募になり、ハローワーク内で訓練についての説明会を実施している

ので、そこへ出向いてＰＲ活動をしている。 

説明会に参加したから即応募者増に繋がるわけではないが、できる限りハローワークへ出向い

ての広報は行っている。 

 

●議長から、同じく議題１の職業訓練の見直し（令和２年度～）について、事務局に説明を指示

した。 

（事務局） 

●配付資料に基づき説明 

 ・塗装技術科について 

 ・在職者訓練について 

 

●議長が、委員に事務局の説明に対する質疑を求めた。 

（委員） 

塗装技術科について、今年度は正規職員の補充ができず、安全面で適正な訓練の実施ができな

いため休止したことは理解します。来年度は、新規採用１名とフルタイムではない再任用職員１

名の２名体制になる見込みであり、安全面を最優先した中での訓練を実施していくため、定員を

削減するという説明でした。正規職員と再任用職員で、本来安全が確保される訓練生の人数は何

人なのか。最近の応募者数は、定員に対して半数程度、多い年でも 10名である。今年度の体制で、

定員を 10名に削減したとして定員通りの応募者があったとしたら、従前の正規職員２名体制で行

われていた時よりも、安全面が最優先されているのかということを考えたとき、この定員削減の

在り方が正しいのか疑問に思う。 
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（事務局） 

今年度については、正規職員１名のみで訓練の実施が困難ということで休止したが、昨年度ま

でのように、経験豊富な正規職員２名の体制で実施するのであれば、現在の定員 15名の訓練は可

能と考えている。 

来年度、正規職員１名とフルタイムではない再任用職員１名の体制となる見込みの中で、安全

に訓練を実施するとすれば、10名程度が適切であると考える。また、正規職員１名も新規採用予

定者となる中で、10名程度であれば安全に実施できるという判断をした。 

 

（事務局） 

 職業能力開発促進法に基づいた運用のなかで、訓練生 30名につき指導員３名という国の基準が

ある。これにあてはめると、訓練生 10 名につき指導員１名という考え方になるので、定員 10 名

に対し、正規職員１名と再任用職員１名であれば実施可能であると考えている。反対に、10名を

超える訓練生がいれば、この体制では訓練の実施は難しい。 

 

（委員） 

在職者訓練の見直しについて、丸亀校の AutoCAD 講習と Jw-cad 講習は一定以上の受講者がい

て、それぞれ基礎１、基礎２の２コースがあるのに対し、高松校の AutoCAD講習と Jw-cad講習は

それぞれ１コースしか無く、受講状況がよくないので、丸亀校と同じように設定したほうが、よ

りニーズに合うのではないかという解釈でいいのか。 

 

（事務局） 

AutoCADは有償のソフトウェアで高額なので、それと直接関係しているかはわからないが、未開

講の年もあったりしてあまり受講者が集まらない講習ではあった。Jw-cadは無償のソフトウェア

で比較的取り組みやすく受講者も一定数いるので、丸亀校のように基礎１、基礎２で設定したい。 

 

●議長より、これらの見直し提案について、その方向で進めることでよいか委員に伺ったところ、

反対意見等はなかった。 

 

 

議題（2）第 10次香川県職業能力開発計画の進行管理について 

 

●議長から、事務局に説明を指示した。 

（事務局） 

●配付資料に基づき説明 

 ・第 10次香川県職業能力開発計画の概要 

 ・第 10次香川県職業能力開発計画（数値目標）の進捗状況 

 

●議長が、委員に事務局の説明に対する質疑を求めた。 
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（委員） 

地域若者サポートステーションは、具体的にどのような支援をしているのか。 

 

（事務局） 

 国と県が連携して事業を委託している。国が委託する内容としては、基礎的な相談業務（キャ

リアコンサルティング）がある。そこで基礎的な相談を受けてもらって必要な支援をしていくな

かで、県としては、コミュニケ―ション能力や就職するために必要なスキルを身に付けるための

セミナーを開催したり、人によっては職場見学や職場体験をしてもらうといったような取組みを

している。そのような過程を通じて、ハローワークなどで仕事を見つけて就職するといった流れ

になる。 

 

（委員） 

 地域若者サポートステーションでの進路決定者数について、目標数値の妥当性が実際にはよく

わからない。先ほど話にも出たが、求人状況は非常に良好なので、若い人が就職していれば、サ

ポートステーションでの進路決定者数は減っていくのは当然で、高い目標設定をする必要はない

わけだが、ここで定義されている「若者」の年齢層がどのあたりを指しているのかわからないが、

その年齢層の失業率や、どのくらいの人が働けていないかといった数値などは集計されているの

か。それに基づいた目標数値の設定だったのか、根拠があれば知りたい。 

 

（事務局） 

 地域若者サポートステーションで支援の対象としている年齢は、15 歳から 39 歳までである。

就職氷河期世代の就職支援の関係で、さらに対象年齢を引き上げる動きもあるが、現在はこの年

代をサポートの対象にしている。フリーターやニートの方の数が実際にどれ位いるのか、数字を

今持ちあわせていないが、そうした数値の推計や目標設定の段階で、過去５年間の実績が 900 人

弱であったことを踏まえて、950人という設定をした。目標数値と開きがあるのは、雇用状況がさ

らに回復したというのも要因としてあるかと考える。 

 

（委員） 

 ハローワークに求人票を出すときに、業務内容のところで事務職の場合は、コンピュータが扱

える人など具体的な条件を入れる。中小企業の場合は、事務以外の業務もしてもらいたいので、

例えば、ＰＯＰ広告のためのデザインを任せたいとかいろいろある。雇う側からすると、少しで

もそのような様々なスキルを持った方がいると非常にありがたいと考えているので、職業訓練の

中でも何時間かは色々な分野の内容を取り入れてもらえると非常に助かる。 

  

（委員） 

 外国人技能実習制度について、今後、技能実習を増やしていくといった方向性はあるのか。 

 

（事務局） 

 県として、外国人の技能実習を増やしていくといった方向性を特に持っているわけではないが、
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現実としては、人手不足が顕在化しているなかで、特に製造業や介護あるいは建設業の現場では

技能実習生の労働力が欠かせなくなっているというのが実態としてある。この流れは、本県に限

らず、他県においても一定数増え続けていくものと認識している。そういった方々が香川県に来

て生活をして、技術を身に付けて母国へ帰るといった形で次の方に来てもらうのが一番理想であ

ると考えている。 

 雇う側からすると、どのようにして人材を確保すればいいかなどの悩みがあるので、そのよう

な相談を受け付ける窓口を今年の４月から県労働政策課のなかに設けている。また、外国人の方

は、住民の一人として地域で生活していくなかで、生活面においても色々な悩み事もあると思う

ので、そのようなことをサポートする相談窓口を、「アイパル香川」に置いている。 

県としては、外国人と外国人を雇う側両方をサポートする取組みを進めていかなければならな

いと考えている。 

 

（委員） 

 海外から来た方が最初から技能を持っていればいいが、そうではない方を技術学校のような職

業訓練校で短期間でも訓練を受けて雇用に繋げるといった仕組みではないということか。 

 

（事務局） 

 そうである。 

 

（委員） 

技能を習得するという意味では、技術学校にも役目があるような気もするが。 

 

（事務局） 

外国人技能実習制度が、就業の現場の中で技能を学ぶといった仕組みになっているので、学校

に入って技能を学ぶとなるとまた別の話で、入国のために違う手続きが必要になってくる。技能

実習生という資格で技術学校で学び、日本に在留することはできないようになっている。 

 

（委員） 

 技術学校の役割があるとすれば、（外国人技能実習生に対する）在職者訓練になるのか。 

 

（事務局） 

 それも難しい。 

 

（事務局） 

 技能実習のなかで身に付けた技能については、一定の期間ごとに技能検定試験を受けてもらい、

引き続き日本で技能実習を続けられるかどうかを評価している。まだ技能が身に付いていない方

は、途中で帰国させられることになるため、継続して実習を受けることができるように必死にな

っている。しかし、この制度が適正に運用されていない場合は、外国人技能実習機構が調査に入

り、指導も行われている。 
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（委員） 

 企業内で全部訓練ができれば職業能力開発業務は必要がないわけで、日本人は職業訓練を受け

てから就職し、外国人はいきなり就職して OJT だけでいいというのは何となくつじつまが合わな

い感じがある。より高度な技能を身に付けてもらうためにも、職業訓練校のような教育機関を活

用できるような道筋ができればいいと思う。 

 

（委員） 

 今回は第 10 次職業能力開発計画のなかの平成 30 年度実績を元に、その進捗について委員の皆

さんに意見をいただくということだったので、県には引き続き令和２年度に向けて、目標達成が

できるように取り組んでもらいたい。 

 

 

議題（3）その他 

 

●議長から、県内で実施している国の職業能力開発事業の概要について、委員に説明を求めた。 

（委員） 

●配付資料に基づき説明 

 ・四国職業能力開発大学校の概要など 

 

（協議なし） 

 

●最後に、議長がこれまでの意見に対して、感想等を委員に求めた。 

 

（委員） 

 職業能力開発について、見識を深めていきたい。 

 

（委員） 

 地域若者サポートステーションで相談などを受けて、就職に繋がった事例がどのような形で広

報されているか。保護者の方はその辺を心配しているので、そういう良い事例があるといいと思

う。高等学校でも、就職して１年くらいで辞める生徒がいるので、次の就職に向けて心配する保

護者は多い。 

 

（委員） 

 地域若者サポートステーションでの進路決定者数については、多ければよいとは一概に言えな

い面もあると思う。 

 

（委員） 

 皆さんの意見を聞いて、今後さらに見識を深めていきたい。 
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（委員） 

 人材不足はどの分野も課題だと思うが、その中で特に「全員参加型社会」の実現に向けて、女

性や中高年齢者、障害者の方々には職業能力を早く身に付けてもらう必要がある。状況はどの県

も同じだと思うが、香川県の場合、特にどの方を重要視しているのか。例えば、最初は女性を重

点的にとか。また、今後、中高年齢者が増えていくが、仕事がしたくてもなかなか見合ったもの

が無いという状況が起こっている。 

  

（事務局） 

 先ほど話題に挙がった地域若者サポートステーションでの進路決定者数については、数値とし

て減るのが理想的だとは思うが、現実は、支援が必要な方がおり、そうなっていないのが実態で

ある。高校卒業後に就職しても３年後の離職率が高いという背景から、結果的に地域若者サポー

トステーションでうまく就職に繋がっても長続きしないこともある。また、それ以外にも、引き

こもりなど地域若者サポートステーションに出てくるまでに時間が掛かる方もいるので、まずは

出てきてもらうことが大きな前進だと考える。そういう難しい状況のなかで、現場のスタッフは

苦労しているので、ある程度長い目で持続的に取り組んでいくことによって、社会の中の一員と

して活躍していく人を一人でも多く増やしていきたいと考えている。そういう意味で、成功事例

を本人やその保護者の方にしっかり伝えていくことは非常に大事だと思っている。ＰＲなどがま

だ不十分なところや、地域若者サポートステーションの認知度が低いということもあり、そのあ

たりは今後さらに力を入れて取り組んでいきたい。 

 県の職業訓練については、総じて人手不足の状況のなかで、あらゆる分野でできることはやら

ないといけないと考えている。まずは、働きたいと思っている方が女性であれ、中高年齢者であ

れ、すべて支援していくことを前提にして、それでも不足する場合は外国人へという意識はある。

現在、女性や高齢者の支援については、県が委託する形でかがわ女性・高齢者等就職支援センタ

ーにおいて取り組んでいる。子育てや介護など様々な事情で働いていない女性の方、あるいは自

分の能力を社会で活かしたいと思っている高齢者の方に、自分の能力が発揮できるライフスタイ

ルに応じた働ける場を提供していく取り組みもさせてもらっている。年間を通じてそのような相

談件数も増えていて、実際の就職実績も一定数出てきている。すべての人がフルタイムで働くわ

けではないが、こういった機関を活用して、その人が働きたいスタイルに合わせる形で仕事を紹

介していくことによって、地域全体として、働きたい人とそういった人材を求めている企業側を

うまく繋いでいくことを今後もしっかり取り組んでいく。 

  

 

以上のとおり、質疑・応答がなされ、会議を閉会した。 

 

 

 

 

 

 


