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A県の求職者向け公的職業訓練の到達点
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要 旨

本稿は，ある代表的な自治体であるA県に焦点を当て，県内にある求職者向け公的職業訓練

の到達点を明らかにすることを目的にしている。筆者は，訓練行政への聞き取り調査による情

報や内部資料に基づき，全種類の求職者向け公的職業訓練の取り組みの現状を主に訓練生の受

け入れ，訓練内容，訓練の実績，問題点といった点から分析した。その上で，各種訓練をトー

タルで見た場合，訓練の取り組みがどこまで到達したかを考察し，A県の訓練の到達点を以下

のように指摘した。A県の求職者向け公的職業訓練は，大規模な定員を設け，幅広い年齢層の

求職者に対して訓練を提供し，多くの訓練生を雇用に結びつけたことに評価できるが，訓練内

容の設定，訓練生の確保や就職者の雇用の安定性などの面から見ると，十分に成熟したものと

なっているわけではなく，改良され続け，変化していくものであると考えられる。

はじめに

本稿は全国的に見て大規模な定員で求職者向け公的職業訓練 1）を実施しているA県に注目

し，訓練生の受け入れ・訓練内容・訓練の実績・問題点を論じることで，A県の訓練の到達

点を示したい。

自治体の公的職業訓練に関する実態調査がいくつかあったが，A県という大規模な定員で

訓練を実施している自治体に対する学術目的の調査研究がここ約10年間で，筆者以外ではほ

ぼ行われていない2）。A県の到達点が全国の平均的な取り組みの到達点をどの程度代表できる

かがより厳密な議論が必要であるが 3），他の自治体の取り組みを考察する際のよい参照になる
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＊本稿は，匿名査読者の審査を経た査読付き研究ノートである。

1） 陸（2017）は，無料あるいはほぼ無料で提供されている公的職業訓練を求職者向け公的職業訓練と

定義した。本稿もこの定義を用いる。つまり，年間約39万円の授業料が徴収される職業能力開発短

期大学校・大学校の訓練（専門・応用課程）と在職者訓練を除いた公的職業訓練を求職者向け公的職

業訓練とした。公的職業訓練の構成の細かい説明については陸（2017）を参照されたい。

2） A県の求職者支援訓練に関する研究は1件あった。

3） 訓練規模・入校生の属性・訓練種類の充実さにおいては，各都道府県が一様ではない。しかし， →



と考えられる。

また，多くの先行研究はいくつかの都道府県立訓練校の取り組みを明らかにしたが，それ以

外の公的職業訓練を主な分析対象としなかった。本稿は，A県にあるあらゆる求職者向け公

的職業訓練を取り上げ，訓練部局から入手した資料と聞き取り調査 4）から得た情報をもとに

議論を展開した。それらの資料・情報の大部分は公開されておらず，公的職業訓練を研究する

上で基礎情報として価値があると考えられる。

本稿の構成を述べよう。1では，他の自治体の公的職業訓練を調査した比較的に最近の先行

研究を整理する。2では，A県の訓練の特徴を紹介した上で，各種訓練の取り組み実態（訓練

生の受け入れ・訓練内容・訓練の実績など）を明らかにする。3では，各種訓練の取り組み実

態のまとめと今後の取り組み予定を述べた上で，A県の求職者向け公的職業訓練の到達点を

指摘してみたい。最後に，訓練希望者の立場に立ち，この到達点分析から見出した知見を述べ

ておきたい。

1 先行研究

他の都道府県の訓練の取り組みを調査した比較的に近年の先行研究を整理しよう5）。永田

（2011）は北海道と福岡県の道・県立訓練校の取り組み実態を明らかにした。北海道は訓練校

の統廃合を進めた結果，90年度の定員数 6）が2050人であったのが，09年度に1440人へと大

幅に減少した。定員数がもっとも多いのが建築系の訓練で，次に多いのが自動車整備系であっ

た（2008年度）。2008年度の全訓練校平均の応募率（訓練応募者数/定員数）は約1であった
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→ 委託訓練・求職者支援訓練の運営が全国共通の実施要領・施行規則の下で実施され，ポリテクセンター

の離職者訓練の運営も全国同一の方針の下で行われており（黒澤・佛石2012，33頁），A県県立訓練

校が他の自治体立訓練校と同様に財政難や民間教育訓練機関との競合の回避といった課題を抱えてい

る。また，A県の諸訓練の訓練実績（就職率）が全国平均と概ね一致している。したがって，A県の

訓練運営の仕組みと実態はすべてA県の独特なものではなく，他の自治体のそれらをある程度表し

ていると言える。

4） 各種訓練の担当者への聞き取り調査は，ポリテクセンターを除き，複数回実施した。最終回の調査

は，2014年12月-2015年3月の間に実施した。ただし，県立訓練校の担当者には，調査後もメール

などで連絡を取り，訓練校の資料収集を行っている。なお，担当者たちは，いずれも訓練業務を管理

する立場の職員（課長補佐，班長）である。詳細な調査時期・調査回数などについては，陸（2017）

を参照されたい。

5） ここでは，訓練の取り組み実態についての調査・研究のみ取り上げる。計量分析でなされた研究に

ついては，研究の主な目的が訓練の効果検証や訓練効果を高めるための方策の提案などである。陸

（2014）と陸（2017）では，詳細な紹介が行われた。

6） 永田（2011）は2年制訓練の場合にクラス定員を2でかけ，計上している。本稿は，この計算方法

にしたがい，A県県立訓練校の定員数を計算した。



が，エクステリア技術科や金属加工科などの0.40.7程度の応募率の訓練科目も一定数あった。

科目の見直しに際しては，応募率と就職率のほかに，「民間との棲み分け」も考慮されるため，

札幌校の事務系の販売システム科が専門学校との競合関係にあるとして廃止の対象となった。

入校生の年齢については，85％が30歳未満の若者である（0709年度平均）。就職状況につい

ては，普通課程 7）1年制および2年制の就職率は概ね80％以上で，90％台の科目も少なくな

い（0105年度平均）。福岡県では，定員数が2007年から始まった訓練科目の見直しの中で減

少した。応募率・就職状況や「民間との棲み分け」が見直しの基準になっている。しかし，

「民間との棲み分け」が必ずしも厳格に守られておらず，専門学校との競合関係にありながら，

存続している科目もあった。定員数の削減だけではなく，指導員数も8人が削減された。永田

は福岡県の財政状況の悪化が指導員のリストラの一因であると指摘した。定員数がもっとも多

いのが，機械・メカトロニクス系，電気・電子系，電力系の訓練であった（2009年度）。入校

生の属性については，30歳未満の訓練生が全入校者の約半数しかいなかったが，普通課程に

おいて，訓練生のほとんどが30歳未満であった（20062008年度平均）。就職状況については，

普通課程の就職率が短期課程より高く，多くの普通課程の訓練科目が100％の就職率（2008年

度）を達成しており，就職者の約9割（2006年度）が中小企業に就職した。以上の調査結果

をもとに，永田は，公共職業訓練を新規高卒者の重要な進学先，地域のものづくり系企業の有

力な人材育成機関などとして位置付けた。

木村（2013b）は東京都立訓練校の取り組み実態をあきらかにした。東京都立訓練校の定員

が2004年より，減少が加速し，2010年度に5910人になった。定員のうち，短期課程の定員

が約8割を占めていた。また，東京都が都立訓練校に50歳以上を対象とした訓練（2010年度

定員1720人）を設けており，それが他府県で見られない取り組みである。木村は都立訓練校

訓練の応募率，入校生属性，就職状況を示した上で，6ヶ月訓練と3ヶ月・2ヶ月訓練の間に

大きな就職率の差が生じており，就職率を高めるために，すべての訓練を最低で6ヶ月とする

ことで，訓練生の職業能力を高める必要があるなどの課題を指摘した。

木村は東京圏に位置する東京都以外の2つの自治体の県立訓練校の取り組みも調査し，木村

（2014）において，東京圏と北海道との比較を行った。木村は，東京圏と北海道の学卒者訓練

の定員がそれぞれ全定員に占めた割合の違い，学卒者訓練入校生の学歴構成の違いや時系列で

見た施設内訓練定員の減り方の違いなどを示した。論文の最後に施設内訓練が崩壊していくの

ではないかという心配を示すとともに，学卒者訓練の重要性を指摘した。それは①学卒者訓練

はものづくり産業の重要な人材育成機関であり，地域の中小零細企業へ技能者を養成・供給し

ている。学卒者訓練の縮小が中小零細企業に影響に及ぼす②若者を中心に非正規労働者が増加

しており，彼らの多くが正規労働者のように企業内教育が受けられず，本格的な教育訓練が必
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7）「職業能力開発促進法施行規則」上の訓練区分で，訓練期間が1－2年である。



要であるということである。

以上で整理したように，県立訓練校の取り組み実態の研究は，ほかの種類の公的職業訓練に

比べ，比較的に多く，主に永田と木村の両氏によってなされている8）。両氏の関心が主に学卒

者訓練であり，就労支援の一手段として県立訓練校を位置付けることを目的としていない9）。

しかし，県立訓練校の抱えている課題，すなわち，財政難や訓練科目の民間教育訓練機関との

競合の回避などの課題を提示した。

高齢・障害・求職者雇用支援機構（旧雇用能力開発機構）が管轄しているポリテクセンター

の離職者訓練の実態に関する学術的な研究（震災関連の訓練の取り組みを除く）は，筆者が把

握した限り，ここの10数年，ほとんどなされていない。ここで，木村（2016）を取り上げる。

木村はポリテクセンターが実施している震災復興施設内訓練の取り組みを調査したが，震災前

のポリテクセンターの離職者訓練の訓練実績もあわせて記述した。木村によると，ポリテクセ

ンター宮城の200810年度の平均の訓練生年齢構成が39歳以下が約70％であったということ

である。また，2008 10年度の平均の就職者の就職状況については，常用雇用 10）についた人

が約7割で，約6割の就職者が100人未満の企業に就職した。

都道府県が管轄している委託訓練の実態に関する研究については，同様に極めて少ない。木

村（2012）は北海道の委託訓練の取り組み実態をあきらかにした。木村は委託訓練の課題とし

て訓練期間が短く，基礎的な訓練内容の習得にとどまることなどを指摘した。陸（2017）は

6年分のA県委託訓練の訓練科目に関する資料の分析や担当者への聞き取り調査を通して，

より多くの求職者の訓練ニーズをつかみ，それを訓練科目の設定に反映させることにおいて，

A県の訓練部局が工夫の余地があるのではないかを指摘した。

2011年に新設された国が管轄している求職者支援訓練の先行研究として，富田（2013）を

取り上げることができる。富田は求職者支援訓練の実施体制や訓練の実績を独自の調査資料と

厚生労働省の公開資料で論じた。また，訓練定員の適正規模を論じ，長期失業者120万人程度

をカバーする定員規模とすべきであると述べた。さらに，訓練対象者に多様な類型があり，地

域ごとにどのような性格の離職者がいるのかを十分に把握した上で訓練カリキュラムと訓練支

援・就職支援体制を作らなければならないと指摘した。

本稿は，他の自治体に関する先行研究で明らかにされた実態・課題（財政難，民間との競合

の回避など）についてある程度触れるが，求職者に深くかかわっている訓練生の受け入れ（訓

練へのアクセスの機会の保障），訓練の内容と雇用の安定性について重点的に見ていきたい。
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8） ほかに陸（2012）と陸（2017）がある。

9） 両氏の関心について，陸（2017）はより詳細な議論を行った。

10） 木村（2016，134頁）は「常用」の定義を与えなかった。A県では，「常用」がフルタイムで4ヶ

月以上の雇用期間の雇用であると定義されている。



2 A県の各種訓練の訓練生受け入れ・訓練内容・訓練実績

A県の県立訓練校は2015年度に約1100人定員の訓練を提供しており，全国的に見て規模

が大きい11）。永田（2011）は普通課程の訓練の定員数の割合を基準に，各都道府県立訓練校

のタイプを定義した。例えば，普通課程の訓練を多く実施している北海道（2009年度普通課

程の定員数が道立訓練校定員全体の9割以上）が学卒者訓練重視型とされ，東京のような短期

課程の訓練を大量に実施している自治体（2009年度普通課程の定員数が都立訓練校定員全体

の4割未満）が短期訓練重視型と定義された。永田の基準にしたがえば，A県県立訓練校は，

普通課程の訓練の定員数が全体の約5割であるため，学卒者訓練・短期訓練両立型と言えよう。

ちなみに，普通課程の訓練の定員数が少なくないとはいえ，普通課程の訓練の入校者の約85％

（2014年度，2015年度）が新規高卒者ではない一般的な求職者であった。A県の県立訓練校

は新規高卒者の進学先として役割を果たしているとはいえず，求職者に対する就労支援の一手

段として活用されているという性格が色濃い。

民間教育訓練機関に委託され実施されているA県の委託訓練については，リーマンショッ

クを機に，定員 12）が2008年度の数百人から，2010年度の約7000人に増加した。2015年度は

約5000人という大規模な定員を維持しており，全国の委託訓練の総定員の約4.6％を占めて

いる13）。自治体訓練部局の管轄外で，2011年に設立された国の求職者支援訓練（認定を受け

た民間教育訓練機関による訓練実施）については，2015年度のA県の定員上限（設けられる

最大の定員数）が約1万人で全国の上位に位置している。A県にあるポリテクセンターは2015

年度に約500人の離職者訓練の実施を予定している。このように，A県が他の自治体に比べ

て先進的な取り組みをしているかどうかは判断できないが，民間教育訓練機関により実施され

る公的職業訓練のほかに，県立訓練校も大規模な定員で訓練を行っていることから，A県は

求職者向け公的職業訓練において，存在感のある自治体の一つであると言える。また，普通課

程の訓練科目が多く設けられているが，新規高卒の入校者が非常に少なく，公的職業訓練が就
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11） 木村（2013b，101頁）の資料によると，2011年度にA県以外に都道府県立訓練校の定員数（県立

短期大学校の定員を含む）が1000人を超えた自治体が5つしかないという。なお，木村氏が用いた

この資料（『職業安定行政組織・職業能力開発行政組織及び施設一覧』）は，厚生労働省が作ったもの

であるが，市販されておらず，国立国会図書館にもない。

12） 委託訓練と求職者支援訓練の場合は，訓練生が集まらないため，計画通りに開講できない訓練科目

がある。本稿ではすべての種類の訓練の定員を，開講された訓練の定員ではなく，計画上の定員を指

している。

13） 2008年度と2010年度のA県委託訓練定員数は，委託訓練のうち，主な種類の訓練である知識等習

得コースと日本版デュアルシステムの合計定員である。2015年度の定員数は全種類の委託訓練の合計

定員である。



労支援の一手段としての性格が強いというような自治体であると言える。

次にA県の各種訓練を取り上げ，訓練生の受け入れ・訓練内容・訓練の実績・問題点を中

心に見ていこう。

2.1 県立訓練校

A県は，陸（2017）で述べたように，ものづくり系訓練と第三次産業関係の訓練が実施

されている。若者就労支援・中小企業への人材供給のためのものづくり系訓練が重要視され

ているが，失業者・就職困難者のための第三次産業関係の科目が引き続き県の責任の下で実

施されている。だたし，2013年10月より失業者・就職困難者のための訓練を実施している

Z校の運営は，指定管理者制度の導入により，ある民間教育訓練会社に委託されるようになっ

た。

A県の県立訓練校は，他の自治体に関する先行研究で指摘されたように，財政難などの課

題を抱えている。県立訓練校の予算が年々カットされた時期があった。訓練用の備品の購入が，

訓練校の要望通りに行われておらず，年々先送りされていると各訓練校を管轄する担当者が述

べた。また，非正規の指導員（例えば3年契約）の採用を行っている。そのほか，陸（2017）

で示したように，ものづくり系訓練が定員割れに陥っており，訓練生の確保に訓練部局が悩ま

されている。そして，訓練希望者の訓練機会にかかわることであるが，A県は，就職率の向

上という狙いもあり，多くのものづくり系訓練科目に34歳以下という訓練生年齢制限をかけ

ている。しかし，外見上は，まだ元気なように見える。なぜなら，2011年度から2015年度ま

での5年間で，定員の削減が見られず，民間教育訓練機関との競合の回避という理由で，事務

系の訓練科目の廃止も見られないからである。そして，雇用形態が不明であるが，ほとんどの

科目の就職率（2014年度）が80％以上であったからである。

県立訓練校の現状を大まかに述べたが，ここで指定管理者により運営されているZ校に焦

点を当て，訓練の実態を見ていこう。Z校は，就職困難者支援と位置づけられた訓練校である。

就労経験の少ない若者（39歳以下）・母子家庭の母親・40歳以上の中高年に対し，事務系・販

売系の訓練を提供している。訓練内容は後に述べる委託訓練と重なっている部分が大きいが，

訓練期間が半年で比較的に長い。

図表1は，2011年度のZ校の入校生の属性である。高校中退・中卒者という比較的に学歴

の低い入校生が決して多くなかったが，学歴の不明の人が大勢いたため，入校生の正確な学歴

の構成が把握できない。図表1の右半分は入校試験の成績である。国語と数学はそれぞれ100

点満点で，中学校卒業程度の内容が出題される。点数は中位数ではなく，平均値であるため，

学力の低い入校生の割合が判断できないが，平均点が高くなく，点数が極端に低い訓練生がい

たことが分かる。2011年度の入校生の属性をまとめると，次のようになる。入校生の多くが

低学歴ないし低学力ということが確認できないが，深刻な学歴ないし学力の問題を抱えている
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訓練生がいたことが言える14）。

2011年度当時に，Z校がA県の直営であったが，実態としては，県の職員が事務などを担

当し，講義を担当していた講師が全員，外部から雇用された非常勤職員であった。2013年10

月より，就職率の向上とコスト削減のために，Z校に指定管理者制度が導入され，ある民間教

育訓練会社がZ校を運営することになった。指定管理者制度の導入を伴い，Z校の運営状況を

モニタリングするための評価委員会 15）が設置された。評価委員会の意見を踏まえ，県が指定

管理者に次年度以降の改善を要求することになっている。2013年度A県の指定管理運営業務

評価票（以下評価票という）によると，指定管理者による運営がスムーズではなかったという。

例えば，講師の確保に問題が生じた。また，訓練生満足度が42％と低く，指定管理者が目標

とした就職率も実現できなかった。しかし，2014年度の評価票の内容によると，2014年度の

運営において，改善が見られ，訓練生満足度が87％にあがり，Z校全体の就職率が88％に達

した。2015年に筆者が全訓練校を管轄している県の担当者への聞き取り調査の際に，担当者

が指定管理者の就職支援の取り組み（入校時からの就職への意識付けなど）を大いに評価した。

しかし，就職状況について，安定的な職についたかどうかを示す就職者の雇用形態の集計デー

タが評価票で示されていない。筆者が入手したA県の内部資料をもとに，比較的に安定した

雇用に関する就職率を再計算すると，2014年度4月入校生で，訓練修了3ヶ月後まで，4ヶ月

以上の雇用期間の仕事についた者（内定者を含む）ないし自営業者が，2014年度4月入校生

全体の約67％であることが分かった16）。つまり，約3割弱の訓練生が，臨時的な雇用につい
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14） ちなみに，2016年現在，Z校は，開業支援課を廃止し，新たな40歳以上の人を対象とした科目を

設定しているが，他の科目は，訓練希望者がわかりやすいように科目名が少し変更されたが，訓練内

容がほぼ変わっておらず，入校対象者の条件も2011年度と同じである。

15） 大学教員などが評価委員である。評価委員による評価指標の改正が行われ，また，指定管理運営業

務評価票に委員の適切な意見が書かれていることから，今の段階では，評価委員会が形式的なもので

はないと言える。

16） A県の計算式は以下の通りである。訓練修了3ヶ月後まで雇用期間が4ヶ月以上の雇用についた就

職者（内定者を含む）あるいは自営業者/定員。筆者は定員を入校者数で代替して再計算した。

図表1 2011年度Z校入校生の学歴・学力（単位：人，点）

（出所）A県（2012a）をもとに筆者作成。



ているか無職であるということである。図表1で示したように，Z校は学力において深刻な問

題を抱えている訓練生も受け入れるため，「67％」が高いか，それとも低いかという判断がつ

きにくいが，向上する余地があることが言える。学力の低さが授業内容の理解，資格の取得や

就職に影響したと多くの指導員が感じた場合は，基礎学力（読み書き・計算の基礎能力）向上

のための補習授業の開講を検討するのがよいであろう17）。

以上で述べたように，外見上では，A県県立訓練校が安定的に運営されているように見え

るが，財政難の問題やものづくり系訓練の訓練生確保などの問題を抱えているとともに，指定

管理者の活用・モニタリングの試みが始まったばかりであると言えよう18）。

2.2 A県にあるポリテクセンターの離職者訓練 19）

A県にあるポリテクセンターの離職者訓練の定員は約500人である（2015年度）。近年の科

目構成は大きな変化がなく，ものづくり系の訓練を行っている。ものづくり系訓練は，普通旋

盤・フライス盤の操作が中心ではなく，技術進歩に合わせて，NC機械，3次元CADや制御

技術などの基本を学ぶ。訓練期間が主に6ヶ月間であり，3ヶ月ごとに1つの仕上がり像に到

達できるようにカリキュラムが編成されている20）。

図表2は2013年度のA県にあるポリテクセンターの離職者訓練の実績を表したものである。

各科の応募率が概ね2倍前後で，定員充足度が概ね100％であることから，訓練科目に対する

求職者のニーズがあると言える。訓練生の年齢構成であるが，A県県立訓練校のものづくり

系訓練科では34歳までという受講者年齢制限を設けているものが多いため，ポリテクセンター

がものづくり系に就職しようとする年齢の高い求職者の受け皿になるのが望ましい。2013年

度の各科の年齢構成を見ると，40歳以上の求職者が一定の割合で入っている。「年齢，性別等

は選考結果に影響しません」と2013年度受講者募集ガイドに明確に書かれており，年齢で訓

練希望者を選抜する可能性が低いであろう。ただ，企業が20代と30代前半の訓練生を好む傾
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17） Chiswick,B.,Lee,Y.,&Miller,P.（2003）はオーストラリアのデータを用い，リテラシーと基本

的な計算能力（LiteracyandNumeracy）が就業に大きく影響していることを実証した。

18） 指定管理者により運営されているZ校の訓練科目は，2018年度以後に，民間教育訓練機関に完全

に委託され，民間の施設で実施される予定である。これについては，本稿の最後で少し議論を行う。

19） ポリテクセンターの取り組み実態の記述は2015年3月まで収集していた資料と聞き取り調査から

得た情報をもとにしている。

20） 各仕上がり像が18個のユニット（カリキュラムの最小単位で，3日間の訓練カリキュラム）から構

成される。A県のポリテクセンターは，カリキュラムの修正時に，高齢・障害・求職者雇用支援機構

の基盤整備センターの開発した数千個のユニットから必要なものを選び取り，ユニットを入れ替える

作業を行うという。このように，企業のニーズに応じ迅速かつ簡単にカリキュラムを修正することが

できる。このようにしてカリキュラムを編成し実施する訓練方式はシステム・ユニット訓練と呼ばれ

ている。



向があり，通信端末システム開発科と組込み実践技術科では，実務未経験者なら35歳までが

目安になるとポリテクセンターの担当者は述べた。年齢の比較的に高い求職者の受け皿になり

つつ，就職をサポートできる訓練科目の開発・設定が求められているといえよう。

就職状況については，全科目の訓練修了3ヶ月後までの就職率が約90％で，訓練修了3ヶ

月後までの常用雇用率（フルタイムで4ヶ月以上の雇用についた就職者/就職者全員）も約90％

である。これらの数字を見ると，訓練の実績がよいといえる21）。なお，近年，就職者の約70％

が100人未満の企業に就職しているという。

訓練のほかにポリテクセンターは就職支援のノウハウを県立訓練校と民間教育訓練機関に提

供する役割も担っている。例えば，機構が作成した就職支援の流れ・内容を示した『就職支援

マップ』と，高い就職率を達成している指導員の就職支援に関する行動特性やノウハウを集約

した『就職支援行動ガイド』を民間教育訓練機関と県立訓練校に提供している。また，A県

県立訓練校は，無料職業紹介事業 22）を始めたばかりで，就職支援のノウハウが十分ではない

ため，指導員の研修をポリテクセンターに依頼している。2012年から，ポリテクセンターは

毎年，A県県立訓練校の指導員を数人ずつ受け入れ，就職支援の仕方についての研修を行っ

ている。ノウハウをどんどん外に出していくとポリテクセンターの担当者は述べた。
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21） 関連就職率（関連就職者/就職者）も約90％である。ただし，それが訓練修了3ヶ月後までの数値

であるかどうかは確認できなかった。

22） ハローワークを通さずに，訓練校が直接企業から求人を受け付け，それを訓練生に紹介できる事業

である。

図表2 2013年度A県にあるポリテクセンターの離職者訓練の実績

（出所）ポリテクセンターより入手した資料を再計算し，筆者作成。

（注1）年度内に複数回開講する訓練科がある。訓練生の年齢構成は2013年4月から2014年1月まで

入校した訓練生のものであり，「－」がデータがないことを意味する。応募率＝応募者数/定員

数，定員充足率＝入校者数/定員数，就職率＝訓練修了3ヶ月後までの全就職者/（修了者＋就職

を理由とした中退者－進学者）。

（注2）機械加工NC技術科のみ40歳未満という年齢制限を設けている。



2.3 A県の委託訓練 23）

A県の委託訓練は主に知識等習得コースと日本版デュアルシステムからなり24），訓練の費

用が全額で国庫負担になっている。リーマンショック後に定員数が急拡大され，2015年度の

定員数は約5000人である。A県は国の「委託訓練実施要領」にしたがって，委託先機関の選

定，委託費の支給，委託先機関に対する監督・助言などを行っているが，訓練内容の設定にお

いては，大きな裁量権を委ねられているという。次にA県の委託訓練の運営プロセスを少し

詳しく紹介しよう。

A県は国の概算要求の変化を参考した上で，国に定員数を提示し，国との調整を経て，定

員数を決める。その後，委託先の公募を始める。公募は都道府県によって行い方が異なる。A

県では，訓練科目名・訓練の大まかな内容・訓練到達度（仕上がり像）がA県により具体的

に定められた上での公募である。つまり，A県では，民間教育訓練機関が，訓練科目を提案

するのではなく，指定された訓練科目にしたがって，カリキュラムを組み，就職支援内容を計

画し，応募するのである。

2014年度の委託訓練科目の構成を見よう。知識等習得コース 25）では，介護，情報（プログ

ラマー養成科），医療事務系がコース全定員数の36％を占めており，そのほかには，パソコン

事務科，経理事務系，販売系などの訓練科目がある。特徴として，まず，パソコン事務科や介

護職員初任者養成研修科という人気科目においては，中高年齢者の受講機会を確保するために，

全求職者向けのクラスのほかに，40歳以上65歳未満の離職者に限定したクラスを設けている

ことがあげられる。また，応募者が少ない傾向にあるが，訓練ニーズがあるため，存続させて

いる訓練科（建築CADオペレーター科など）がある。ちなみに，科目の見直しに関する検討

が毎年に行われているという。筆者はA県の内部資料を用い，2013年度の開講された科目と

2011年度，2012年度のそれと比較をし，介護・IT系・医療事務系・経理事務系が大きなウェー

トを占め続けているが，いくつかの科目の廃止と新設が確認できた。

募集期間を経て，次に応募内容に対する審査が行われる。A県の審査基準では，訓練環境，

訓練実施見積額，過去の委託訓練就職率，就職支援計画の内容などの項目に配点され，配点の

点数から，就職支援計画の内容とそれの実現可能性が受託に相当影響していると考えられる。
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23） 委託訓練の実態の記述は，主に2014年12月まで収集していた資料と聞き取り調査で得た情報をも

とにしている。

24） 知識等習得コースは訓練期間が1年以下と定められている。日本版デュアルシステム訓練（座学先

行コース）は座学訓練後に企業実習がついている訓練のことであり，標準の訓練期間が4ヶ月である。

詳細は「委託訓練実施要領」（2013年3月29日改正）の6頁に書かれている。

25） 本章は，知識等習得コースのみ取り上げる。ちなみに，A県の日本版デュアルシステム訓練は年間

約千人規模で事務系の訓練を中心に実施している。幅広い年齢層の訓練生を受け入れているが，45歳

以上訓練生の割合が少ない。



このように，A県は受託先機関の選定の際に，過去の実績や就職支援計画などを細かくチェッ

クすることによって，訓練の質を保障しようとしている。

その後，訓練の実施段階に移り，知識等習得コースの場合は，就職率の達成度によって訓練

実施の委託金に就職支援経費 26）が上積みされ支給されている。

図表3はA県の委託訓練の知識等習得コースの2013年度の実績である。応募率から見ると，

訓練に対する求職者のニーズがあったと言える。また，各科目は多くの40歳以上の訓練生を

受け入れており（ちなみに，知識等習得コースの全訓練生のうち，40歳以上の訓練生が43％），

第三次産業の訓練を中心とした委託訓練が40歳以上の求職者の受け皿にもなっていることが

A県の求職者向け公的職業訓練の到達点 103

26） 例えば，2014年度は，就職率が55％以上75％未満の場合に1万円＊受講者数＊訓練期間（最大

3か月分）の金額が，75％以上になった場合に2万円＊受講者数＊訓練期間（最大3か月分）の金額

が訓練実施委託金に上積みされ支給される。

図表3 2013年度A県委託訓練実績（知識等習得コース）

（出所）A県人材育成課から入手した資料を再計算し，筆者作成。

（注1）知識等習得コースの2013年度定員数が4920人であった。

（注2）応募率・充足率は図表2と同じ。関連就職率＝訓練内容と関連のある仕事についた就職者（関連就職者）/

就職者。ただし，関連就職率の計算に当たり，データの制約のため，就職を理由とした中退者（就職中退

者）を計算式に入れていない。

（注3）2013年度A県の委託訓練の知識等習得コース全体の就職率が80.8％であった。



わかる。入手した就職率が訓練修了3ヶ月後までの集計ではないため27），就職率の代わりに，

関連就職率（訓練内容と関連のある仕事についた就職者/就職者）を取り上げた。各科の就職

者のうちのかなりの人たちが訓練内容と関連のない仕事についたことが読み取れる。

ここで，委託訓練の問題点をいくつか指摘したい。まず，委託訓練の目的が早期の実践的な

技能の付与であるため28），保育士と介護福祉士を養成する科目を除き，訓練期間が1年間を

超えてはならないことになっている。このような訓練の目的から来た制約のためか，A県の

委託訓練がほとんど3ヶ月間の訓練である。確かに，A県県立訓練校では，相対的に長い

第三次産業の訓練が提供されており，長い訓練の希望者が県立訓練校で受講すればよい。しか

し，県立訓練校の科目も，定員数も限られている。そのため，じっくり第三次産業の技能・知

識を学ぼうとする訓練希望者に対して，委託訓練の中に比較的に長い訓練を用意するのが望ま

しい。

また，訓練定員の約4割が介護・医療事務系・情報で，求職者支援訓練の重点分野（介護系，

医療事務系，情報系など）と重なっている。これらの訓練科目は訓練ニーズと求人ニーズ（応

募率と就職率によって反映される）があれば，大いに設けても決して批判すべきではない。し

かし，多様な訓練ニーズにより応えられるような訓練科目の設定が求められる。A県は，主

にこれまでの委託訓練の実績（応募状況など），労働局やポリテクセンターとの意見交換によ

る求職者支援訓練の状況把握，委託先からの情報収集によって，訓練ニーズの把握を行ってい

るが，委託訓練の修了生に対する詳細な訓練ニーズ調査 29）やハローワークによる求人・訓練

ニーズの情報提供の強化が求められる。

さらに，陸（2017）でも指摘したが，2013年度のA県委託訓練の知識等習得コース全体の

安定雇用就職率（（常用雇用者数＋パート・アルバイト・派遣のうちの雇用期間の定めなしの

労働者＋自営業者）／（修了者数－就職状況未把握者））は約56％である。安定雇用就職率は訓

練生の属性（年齢など）に影響されるだろうが，やはり，県立訓練校のZ校と同様に，向上

の余地があると言えよう。
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27） A県の委託訓練全体の就職率（2013年度）と厚生労働省HPで公開された都道府県別委託訓練就

職率（訓練修了3ヶ月後までの集計）と同じである。そのため，A県委託訓練担当者の説明が間違っ

ており，筆者が入手した就職率が訓練修了3ヶ月後までのものである可能性が大きい。2013年度A

県の委託訓練の知識等習得コース全体の就職率は80.8％であった。

28）「委託訓練実施要領」では，保育士と介護福祉士の訓練以外の訓練科目が「職業能力開発促進法施

行規則」第9条に規定する短期課程の普通職業訓練として実施すると書かれている。同施行規則では，

短期課程の普通職業訓練の目的が早期の実践的な技能の付与であり，訓練期間が6ヶ月以下の適切な

期間で，最大で1年間であると定められている。

29） 本当はどのような内容の訓練をうけたかったか，どの程度の内容まで勉強したかったかといったよ

り詳細なアンケートをすれば，よりよく訓練ニーズがつかめるだろう。



2.4 A県の求職者支援訓練 30）

A県の求職者支援訓練の定員上限（設けられる最大の定員数）は，全国的に見て非常に大

きい（2015年度に約1万人）という特徴があるが，A労働局の求職者支援訓練担当者による

と，他の自治体に比べ，特別な取り組みを行っていないという。以下では，訓練の取り組み実

態を見ていこう。

図表4はA県の求職者支援訓練の科目構成などを示している。求職者支援訓練の訓練科目

は，パソコンなどの基礎的な訓練を行う基礎コースと一定の専門的な技能・知識が身に付く実

践コースからなる。ともに3，4ヶ月間の短期の訓練科目が中心になっている。実践コースは

一定の定員数を設けなければならない重点分野の訓練科目とその他分野の訓練科目によって構

成されている。介護系・医療事務系・情報系という重点分野においては，分野ごとに定員枠が

設けられ，同じ分野の訓練の実施を申請している訓練機関同士の間に競争が生じる。それに対

して，その他分野の訓練科目は，訓練分野を分けず，多様な訓練科目が一括してその他分野と

して扱われている。この場合は，互いに異なった種類の訓練科目の実施を申請している訓練機

関同士の競争が発生する。このようなやり方では，訓練ニーズは十分あるが，認定時の評価が

他種類の訓練より低いため，その訓練の提供ができないという可能性があると考えられるが，

A県では，多種類の訓練が開講されており，科目がある特定の分野に偏っていないため，今
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30） 求職者支援訓練の実態に関する記述は主に2015年2月まで収集していた資料と聞き取り調査から

得た情報をもとにしている。

図表4 2014年度上半期のA県求職者支援訓練の実績

（出所）A労働局より入手した資料を再計算し，筆者作成。

（注1）情報分野の訓練期間構成の合計は100％にならないが，四捨五入で100％とした。

（注2）その他の分野には営業・販売・事務分野，デザイン分野などがある。

（注3）全国では，定員割れで，開始予定のコースが開講中止になる場合がよくあった。そのため，

応募率と定員充足率の定義は図表2と少し異なる。応募率＝開講コースの応募者数/開講コー

ス定員数，定員充足率＝入校者数/開講コース定員数。なお，全国の2013年度の定員充足率

（基礎と実践コース）は59.5％。

（注4）就職率が本当の就職状況を正確に捉えていない可能性があるため，ここで関連就職率を取り

上げた。データの制約で，関連就職率が2013年度のものを使っており，定義が図表2と同

じである。関連就職率の計算式に就職理由で中退した就職者（就職中退者）が含まれる。な

お，参考程度であるが，2013年度のA県求職者支援訓練（基礎と実践コース）の就職率

（訓練修了3ヶ月後まで）は89.2％である。



のところ，そのような心配がないという。ちなみに，このようなやり方はA県独自のやり方

ではなく，全国で広くとられている方法である。

このように，訓練機関を競争させ，質のよい訓練機関を認定しようとしている。認定する際

に，就職率が主な評価基準であったが，就職率だけでは，就職の質が保障できなくなった。A

労働局の担当者によると，就職率を上げるために，訓練実施機関が受講生を短期間で雇用する

という事態が起こり，就職率で訓練機関の良しあしが判断しにくくなったという。そのため，

2014年10月より，就職率のほかに，地域の訓練ニーズ，就職支援責任者のキャリアコンサル

タント資格の取得状況，受講者満足度といった項目も評価基準に入れられ，配点されている31）。

訓練の周知については，A労働局が公共機関などにおけるポスターの掲示，ラインを使っ

た情報発信をしている。また，ハローワークに訪れた求職者のうちの訓練希望者・適性者が訓

練申込の受付窓口にたどり着けるように，ハローワーク内の各窓口に対して，日常的に情報交

換をし，訓練希望者・適性者を訓練申込の受付窓口に誘導するようにと繰り返し指示している

という。ただ，ハローワークに来ないアルバイトなどの労働者にいかに効率的に訓練情報を届

けるかが悩んでいるところである。A県の求職者支援訓練は国全体と同様に，幅広い年齢層

の訓練生を受け入れている。2013年度のA県訓練生の年齢構成は，29歳以下，3039歳，40

歳以上の割合がそれぞれ，約30％，約30％，約40％であった。

就職支援については，訓練実施機関による支援のほかに，訓練期間中と訓練修了後3ヶ月ま

での間に，受講生が月に1回で指定された日（指定来所日）にハローワークに行き，就職支援

を受ける。A労働局が指定来所日を訓練分野別に指定しているため，指定来所日に合わせて，

ミニ面接会（例えば，3社くらいの介護関係の会社による面接会）を実施しているハローワー

クがある。

就職の実績であるが，2013年度のA県の求職者支援訓練（基礎と実践コース）の就職率

（訓練修了3ヶ月後まで）は89.2％であった。しかし，就職者のうち，日雇い労働なども含ま

れていた。国全体の数値であるが，就職率の計算方法の変更（2014年度より雇用保険の適用

される就職のみを就職として計上されるようになった）により32），2013年度の約80％の就職

率（実践コース）が2014年度の約60％（実践コース）にまで落ちた。年度が異なるため，単

純比較が厳密的ではないが，2013年度の就職者の中に，雇用保険に入れないような不安定雇

用が一定数存在したと言える。また，雇用保険適用の条件 33）がそもそも低いため，2014年度
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31） なお，A県では，基礎コース・実践コースのそれぞれにおいて10％程度の定員を新規参入枠とし

ており，新規参入の訓練機関に対し似たような評価基準で訓練機関の選定を行っている（2015年度）。

32） 中央訓練協議会第 15回資料によると，就職率（厚生労働省の新しい計算方法）＝雇用保険が適用さ

れる就職者/（就職理由中退者数＋修了者数）。

33） 31日以上の雇用期間で，週所定労働時間が20時間以上という条件を満たせば，雇用保険の適用さ

れる雇用となる（厚生労働省HP）。



に安定した雇用についた就職者は修了者全体 34）の6割を下回っていた可能性が極めて大きい

ことが分かる。

なお，就職率以外に注目すべき点は定員充足率の低さである。図表4で示したように，A

県求職者支援訓練の定員充足率（入校者数/開講コース定員数）が68％であった。概ね同時期

の2013年度全国平均の約60％と比べ，大きいな違いがなかった。

以上のことをまとめると，A県の求職者支援訓練は定員規模が大きいという特徴があるが，

特別な取り組みがなく，厚生労働省の方針に沿って，訓練の運営をしているといえよう。

3 A県の求職者向け公的職業訓練の到達点

個々の訓練の取り組みの現状を主に訓練生の受け入れ，訓練内容，訓練の実績，問題点といっ

た点から述べてきた。ここでは，各種訓練をトータルで見た場合に訓練の取り組みがどこまで

到達したかと，各種訓練の今後の取り組み予定を述べた上で，A県の求職者向け公的職業訓

練の到達点を指摘したい。

A県のこの訓練体制が幅広く訓練希望者を受け入れているだろうか。今までの記述は，県

立訓練校のものづくり系訓練科目の多くが34歳以下という年齢制限が設けられている中で，

ものづくり系の訓練に特化しているポリテクセンターが40歳以上の求職者の受け皿になって

いることを確認した。また，第三次産業の訓練を中心に行っている委託訓練と求職者支援訓練

が幅広い年齢層の訓練生を受け入れていることを示した。A県の訓練体制は，若年だけでは

なく，より年齢の高い求職者の受け皿にもなっているといえよう。

訓練の実績については，県立訓練校のいくつのものづくり系訓練科を除き，各種訓練の各科

の応募率が概ね1以上であり，科目に対する訓練ニーズが存在していると言える。また，県立

訓練校とポリテクセンターの多くの訓練科は80％以上の訓練修了生を雇用に結びつけた。委

託訓練と求職者支援訓練は，大規模な定員で訓練を実施し，多くの訓練生を就職に導いた。多

くの求職者を雇用に結び付けたという観点から，一定の評価をすべきであろう。しかし，既に

指摘したように，民間教育訓練会社に訓練運営が委託されたZ校，委託訓練や求職者支援訓

練においては，訓練生を安定した雇用に結びつけるさらなる工夫が問われていると考えられる。

また，図表3と図表4で示したように，訓練と関連のない仕事についた多くの就職者の存在が

無視できない。

各訓練間の関係については，訓練機会の多くが委託訓練と求職者支援訓練により提供されて

いるが，A県は，民間教育訓練機関に頼りきるのではなく，就職困難者に対して県立訓練校

が引き続き第三次産業の訓練科目を設け，就労支援の責任を果たしている。また，ポリテクセ
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34） 修了者全体＝就職理由中退者数＋修了者数



ンターは訓練供給という役割を担いつつ，県立訓練校と民間教育訓練機関に対して，就職支援

のノウハウを提供している。

各種訓練の今後の取り組みについて簡単に述べよう。県立訓練校については，若者のものづ

くり離れという難題に直面している中で，2013年から若者産業人材育成を担う3つの県立訓

練校がそれぞれ商工会議所・高校・企業団体などをメンバーとした協議会を作り，訓練希望者

集めと訓練生の就職支援の強化に努めている。就職困難者等に対するセーフティネット機能を

担っているZ校とY校については，指定管理者により運営されているZ校の訓練科目が2018

年度以後，完全に民間教育訓練機関に委託され，民間の訓練施設で実施される予定であり，老

朽化が進んでいるY校の訓練科目がZ校に移転すると計画されている（A県，2016）。今後，

A県が就職困難者等向けの公的職業訓練に対しどの程度の責任を持つかは，今の段階で判断

できないが，A県訓練校の訓練体制が決して安定的なものではなく，訓練科目・訓練校の運

営方式が変化していくと考えられる。

ポリテクセンターは，担当者が今後100人程度の定員を増やすと計画していると述べたが，

訓練期間と訓練内容に関して県立訓練校などの他の訓練との棲み分けができているため，今後

の数年間で大きな変化が起こらないだろう。委託訓練については，A県の担当者が訓練科目

の長期化について言及しなかったが，厚生労働省が作成した「平成26年度における全国職業

訓練実施計画」に，「委託訓練については，都道府県において，介護・福祉，医療，子育て，

情報通信等の全国的に成長が見込まれる分野の職業訓練に加え，… 長期の職業訓練コースの

実施に努める」と書かれているため，今後より多くの長期の委託訓練科目の設定を期待したい。

求職者支援訓練については，訓練科目において，委託訓練との重複が見られることを述べてき

た。地域ニーズに対応するために，2015年度に女性労働力率のM字型が深刻であるというA

県の特徴に応じて，就業経験に空白期間の長い女性を主な対象とした地域ニーズ枠を設定して

いる。また，訓練実施機関選定基準（全国同一）が改良され続けている35）。しかし，定員割れ

の問題が深刻であるため，それを理由に，定員数が削減されていくと考えられる36）。

以上の分析を踏まえ，A県訓練の到達点を以下のように述べることができるだろう。A県

の求職者向け公的職業訓練は，大規模な定員を設け，幅広い年齢層の求職者に対して訓練を提

供し，多くの訓練生を雇用に結びつけたことに評価をすることができるが，訓練内容の設定，

訓練生の確保や就職者の雇用の安定性などの面から見ると，十分に成熟したものとなっている
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35） 選定基準の改良に応じ，悪質な民間教育訓練機関が対策を講じているという。A労働局求職者支援

訓練の担当者によると，2016年度から，雇用保険適用就職率（就職者を雇用保険の適用される就職者

に限る）が選定の主な評価要素になるのを見据え，どのような内容の仕事でもよく，雇用保険に入れ

るところにいくようにと就職指導をしている民間教育訓練機関が出てきたという。

36） 2012年度のA県求職者支援訓練の定員上限（設けられる最大の定員数）に比べ，2015年度のそれ

が約3分の1まで減った。



わけではなく，改良され続け，変化していくものであると考えられる。

最後に，訓練を希望している求職者の立場に立ち，この到達点分析から，見出した知見を

3点指摘したい。一つ目であるが，ものづくり系の訓練に特化したポリテクセンターを除き，

ほかの訓練はいずれも，訓練生の安定した雇用の実現において課題が残っている。安定雇用就

職率が決して高くない一因は，訓練生のうちに，一般の求職者より，困難を抱えている方が一

定程度存在していることであると考えられる。県立訓練校のZ校に精神保障福祉士などの専

門家を駐在させることといった取り組みが既に見られているが，今後もより困難の抱えている

人たちに対して，細かい就職サポートあるいは特別にアレンジした訓練のより一層の提供が望

まれる。例えば，基金訓練 37）の時に設定されたニートのための訓練が一つの例である。また，

基本的な読み書き・計算能力の不足が安定した就職の阻害要因になる場合には，職業訓練のほ

かに，それらを補う補講の提供が必要であろう。

二つ目は，35歳以上の求職者も受け入れる長期訓練の設定・拡大である。県立訓練校は，

35歳以上の訓練生の受け入れを大いに制限しているが，他の公的訓練がそれらの受け皿になっ

ていることが確認できた。しかし，他の訓練が長くても半年程度のもので，比較的に高度な技

能の習得が望みにくい。35歳以上の求職者の長期訓練ニーズを把握した上で，必要に応じて，

35歳以上の求職者も受け入れる長期訓練の設定などの対策を取る必要があろう。

三つ目であるが，厚生労働省は，定員割れの理由を訓練ニーズの減少（景気になったため）

に帰し，求職者支援訓練の定員数を著しく減少した。定員割れは，訓練ニーズの減少と関係が

あろうが，訓練希望者のニーズに対応した訓練科目の設定が十分できなかったことも原因とし

て考えうるのではないか。訓練ニーズを掘り起こして，それを訓練科目の設定につなげるさら

なる工夫が必要であると言えよう。
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