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令和４年度第１回愛媛県地域職業能力開発促進協議会議事録 

 

日時：令和４年 10 月 26（水）14：00～15：30  

場所：松山若草合同庁舎 ７階 共用大会議室 

 

１ 開会挨拶     

（瀧原愛媛労働局長） 

愛媛労働局長の瀧原でございます。 

各委員の皆様には、お忙しい中、「第１回愛媛県地域職業能力開発促進協議会」にご          

出席いただき、誠に有難うございます。 

また、日頃より、労働行政の推進につきまして、格別のご理解とご協力を賜っており   

ますことに、この場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。 

さて、本年３月に改正された職業能力開発促進法において、国及び都道府県は、地域 

の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施さ

れるようにするため、地域の関係機関等を構成員とする協議会を設置することができる

と規定され、本年 10 月１日に施行されたところです。 

職業訓練につきましては、平成 23 年から「愛媛県地域訓練協議会」を設置し、協議

を行ってまいりましたが、これを改め、加えて、職業訓練に地域のニーズを適切に反映

させること等により、効果的な人材育成につなげるため、訓練コースの設定や検証等に

ついて関係者間で協議する仕組みを設けることとしております。 

さらには、急速かつ広範な経済・社会環境の変化に加え、人口減少に伴う労働力不足

の課題がある中で、一人ひとりが持つ潜在力を十分に発揮できるようにすることが重要

であり、年齢や性別、雇用形態等多様な方々に対し、適切な職業能力開発の機会を提供

する必要があります。 

このため、成長分野等で求められる人材ニーズを的確に把握しつつ、求職者・労働者

の多様な属性等も踏まえた精度の高い職業訓練を提供していくため、関係機関・関係者

が参集し、公的職業訓練計画を策定するとともに、キャリアコンサルティング等の職業

能力の開発・向上に資する方策等に関する情報を共有する場として、本協議会を開催す

るものであります。 

各委員の皆様方には、愛媛県において働く方々一人ひとりの職業能力の開発・向上、

そして地域の発展に向けて、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

本日は、限られた時間の中ではありますが、活発なご議論いただくことをお願い申し  

上げ、会議冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

２ 議題 

（１）「協議会の設置について」 

資料１「愛媛県地域職業能力開発促進協議会設置要綱（案）」により説明 

（愛媛労働局 三原職業安定部長） 
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それでは、議題（１）「協議会の設置について」として、愛媛県地域職業能力開発促

進協議会の設置要綱（案）についてご説明いたします。 

資料１をご覧ください。 

岸田政権においては、「新しい資本主義」として、成長と分配の好循環が重要なテー

マとなっており、分配政策として、賃上げや「人への投資」が喫緊の課題となっており

ます。 

この「人への投資」の方針を受け、本年３月に改正された職業能力開発促進法におい

て、国及び都道府県は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進が図られる

よう、地域の関係機関等を構成員とする協議会を設置することができると新たに規定

されたところであり、それが本協議会となります。 

この協議会では、「１ 目的」の下から３行目に記載のありますとおり、地域におけ

る人材ニーズを適切に反映した訓練コースの設定を促進するとともに、訓練効果の把

握・検証を通じた訓練内容の改善等の協議を行うことを目的としています。 

名称は「愛媛県地域職業能力開発促進協議会」としています。 

本協議会では、次ページの「７ 協議事項」にありますとおり、まずは公的職業訓練

に関することとして、（１）地域の人材ニーズの把握や訓練の実施状況、コース設定に

ついて、（２）訓練効果の把握・検証等について、（４）年度計画の策定についてご議論

いただくとともに、公的職業訓練にとどまらず、在職中の方の能力開発や学び直しを含

む広い意味での人材育成に関することとして、（３）キャリアコンサルティング機会の

確保やその他の職業能力開発促進に関することも含め幅広くご議論いただく枠組みと

なっております。 

また、（２）の訓練効果の把握・検証等を詳細に行う実務機関として、前のページの

４に記載のある「ワーキンググループ」を設置することができることとされており、本

協議会においては、今後、ワーキンググループで検証すべきテーマや分野をご議論いた

だく予定としています。 

事務局からは以上です。 

 

【意見等】 

議題（１）「協議会の設置について」質問・意見等なし。 

 

（事務局） 

ご意見がなければ、承認いただいたものとさせていただきます。 

 

【会長選任】 

（事務局） 

事務局といたしましては、昨年度まで実施していた訓練協議会の会長、松山大学教授 

村田委員にお願いしたいと考えておりますが、ご賛同いただけますでしょうか。 
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（各委員） 

異議なし。 

 

（２）「地域の人材ニーズの把握について」 

（村田会長：松山大学教授） 

松山大学の村田です。よろしくお願いします。 

それでは、早速ですが、次第に沿って議事を進めてまいります。本協議会の協議事項と

して、「地域の人材ニーズを踏まえた訓練コースの設定に関すること」とあります。議題

（２）は、「地域の人材ニーズの把握について」です。まずは、事務局 三原職業安定部

長から「愛媛県の雇用失業情勢等について」ご説明をお願いします。 

 

○「愛媛県の雇用失業情勢等について」 

資料２「管内の雇用失業情勢（令和４年８月分）について」により説明 

（愛媛労働局 三原職業安定部長） 

地域の人材ニーズの把握を議論する前提としまして、足元の県内の雇用失業情勢に 

ついて概要を説明いたします。 

この資料は毎月愛媛労働局が公表している雇用失業情勢の資料となっております。 

令和４年８月の有効求人倍率は、1.48 倍となっており、求人が求職を大きく上回っ

ている状況です。令和２年度以降コロナ禍で非常に厳しい状況が続いていましたが、リ

ーマンショックと比較されることがあるので、その点をご説明します。 

資料２の折れ線、棒グラフの折れ線については、赤い線が愛媛県の有効求人倍率で、

青い線が 全国の値を示しています。棒グラフについては、短い方と長い方があります

が、求人と求職者を表していまして、左から２番目に平成 21 年度平均とありますのが

リーマンショックの頃の状況です。長い方が求職者数、短い方が求人者数を表してい

て、大体２人に１つくらいの求人しかありませんでした。愛媛県では、一番厳しい時で

0.52 倍という数字を記録しています。その後、求人と求職の数が逆転し、コロナ前の

平成 30 年、令和元年度あたりを見ると 1.6 倍台で推移していたという状況です。その

後、令和２年度に入りコロナの影響を大きく受け、県内で 1.26 倍という数字を記録し

ていますが、急激に雇用情勢が悪化したという状況です。しかしながら、リーマンショ

ックの頃のように求人求職が逆転することはなく、求人が上回って引き続き推移して

きた状況です。令和３年度に入ると、1.31 倍と令和２年度と比べると回復した形にな

ってきました。令和４年度に入ってからは更に求人者数が大きく伸びてきている状況

が右半分の折れ線、棒グラフを見て頂ければ分かると思います。左側の棒グラフは求職

者数に大きな増減はなく、比較的横ばいが続いている中で、求人については、令和２年

度から上昇している状況です。そして、1.5 倍に近い数字になったのが足元の状況とな

っています。求職者については、県内では１割程度増加した状況が続いていて、数値上

は求職者の増加が見られますが、一方で事業主都合離職者は抑えられているのが現状

です。雇用不安というところでは、リーマンショックと比べるとかなり抑えられている
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状況にあります。もちろん、求職者によっては一刻も早く就職をしなければ収入の道が

途絶えるという方もいらっしゃいますが、一方で長期間かけて落ち着いて仕事を探し

たいという層の方も一定割合いらっしゃいます。雇用調整助成金等があり、労働移動が

比較的停滞している要因もあります。再就職活動が活発化しているとは必ずしも言い

切れない状況が続いており、そうした中で雇用のミスマッチが拡大しているのが足元

の状況です。 

最近では、働き方改革とか賃上げ、さらには社会保険適用拡大ということがあり、扶    

養の範囲内で働きたい方については、労働時間が実質的に減ってきています。もともと

コロナ前から続く人手不足があり、それがまた顕在化してきている状況です。そうした

中で、１人あたりの実質的な労働時間が減ると生産が落ちてしまうので、生産性の向上

が大きな課題となっています。 

令和３年度以降、労働局では訓練受講促進のキャンペーン「あなたをパワーアップ大

作戦」と題して、ハローワークの窓口で、訓練の存在を知らずに訓練受講に至らないと

いうケースを撲滅しようと、必ず職業訓練窓口で職業訓練制度内容の説明をしたうえ

で、積極的に訓練受講者を増やす取組を行ってきました。訓練受講の勧誘要請が増す中

で、岸田政権になり「人への投資」というキーワードの元に職業訓練をはじめとする人

材育成全般という政策が日本政府の喫緊の課題となっているのが今の状況と言えると

思います。 

 

（村田会長） 

ありがとうございます。 

続きまして、古藤委員から「ハローワークを利用しない求職者や求人者の動向等につ

いて」ご説明をお願いします。 

 

〇「ハローワークを利用しない求職者や求人者の動向等について」 

別添資料「求職者動向」により説明 

（古藤委員：アビリティセンター株式会社松山オフィス マネージャー） 

弊社が把握している派遣登録者がメインになります。元々の数字自体はすごく小さ

くなってしまいますが、先ほどもお話があったように、コロナ前後で求職者の数という

のは、本日言っているような状況が続いています。 

弊社の場合、コロナ前の 2019 年までは、年間 709 名ということで、毎月 60 人程度の 

求職者の方が派遣登録に来てくれている状況で、割合多い数の方が来られていました。 

昨年が 507 名ということで、約 200 名、３分の１までとはいきませんが、かなりの数

の方が減ってきています。 

求職者の方が全体で減ってはいますが、その中でも特に女性がコロナ禍で仕事を控   

える方が結構いて、今まで働いていた方がストップしまったというケースも増えてい

ます。 

２ページ目は、登録に来ている方々の登録媒体の比較をしています。 
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コロナ前の 2019 年はハローワークやホームページ、WEB という媒体はもちろんだっ 

たのですが、自宅に配布されるポスティングや以前登録をされていた方がまた仕事を

探すのでと、登録者の方のほうから働きかけがあって登録に来てくれるというような

動きもありましたが、大きく変わったところは、2021 年を見ていただくと分かると思

いますが、ほとんどの方が非接触型の WEB での求人探し、就職活動というのが多くな

ってきています。 

2019 年、弊社に登録された方の中に、ハローワークの WEB を見られて登録に来られ 

たという方は、1 名もいらっしゃらなかったのですが、2021 年には少しですが、３％と

いうことで、少しずつここが今後も増えてくるのではないかと感じています。 

先ほど社会保険の適用拡大の話もありましたが、派遣の登録者の方も同じように社 

会保険加入を希望される方の割合がずっと増えてきています。 

2018 年は全体の 39％程度だった社会保険加入希望の方が 2021 年には 70％を超えて 

きています。 

登録者数が減っているので、希望者数としてはそんなに増えていませんが、求職者で

の割合としては増えてきているので、働き方を考えないといけないという意識が求職

者の方の中に増えてきているのかと思われます。 

ただ、変えられない、家庭の事情や自身の事情で変えられない、という方がいて、そ

の方たちがお仕事を探すこと自体をためらわれているという声はかなり聞くので、そ

のあたりにアプローチできる方法を、いま弊社も取り組みをしています。 

最後のページがまとめになりますが、新規派遣登録者は新型コロナウイルスの流行  

を境に減少傾向にあり、特に女性は大幅減少。 

求人数は増加傾向にあるので、求人はあるが求職者がいない、だから焦って要件に合 

わない人を派遣してみますが、やはり間違っていたということがあり、求職者の方にと

ってもしんどい状況が続いています。 

求職者の希望は派遣やパートなどの非正規雇用よりも正社員雇用、直接雇用の希望

が強くなっており、派遣登録には来てくれるが、その中でも紹介予定派遣や正社員にな

れる仕事を是非紹介して下さいという声も多くなってきています。 

WEB 媒体からの問い合わせについては、以前 20％だったものが、60％以上になって

いるので、求職者の方にアプローチするには、やはり WEB 媒体を使っていかなければ

いけないということと、弊社で独自に行っているパソコンコードレスや、プログラミン

グ体験の「体験 IT スキルアップ講座」が求職者の方に非常に人気がありますが、その

方が受けていただいてすぐに職に繋がるというレベルになるには難しく、その辺りの

就職に直結できるような講座を作っていくことも、社内でも検討しているところです。 

 

（村田会長） 

はい、ありがとうございます。 

事業主団体の委員の皆様から「人材ニーズ、スキルニーズ等に関する企業の声の紹介」

をいただきたいのですが、発言できる委員の方はいらっしゃいますか。 
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〇「人材ニーズ、スキルニーズ等に関する企業の声の紹介」 

（福井委員：愛媛県商工会議所連合会 専務理事） 

県下の商工会議所に問い合わせをした結果を紹介します。愛媛県の場合、東予地域は製

造業を中心としており、人材確保が課題となっています。 

そうしたことで、職業訓練における人材の育成も非常に重要なものであり、ニーズが結

構あると思うが、聞くところによると、若干企業が求めることと訓練校でしていることと

のミスマッチがあるようなので、既にしているかも知れませんが、組合等との意見交換も

更にして、企業が求める人材への設定に今後是非していただきたい。 

そして、若い方の定着率の問題もあるので、在職者の方に訓練をしているところが一部

あると思うが、そういったところも取り組んで頂きたい。 

さらに、南予での IT 訓練が少ないようです。人口が少ないこともありますが、県でも

デジタル化の人材育成が幅広く展開されているので、職業訓練でも IT 訓練に是非取り組

んで頂けたらと思います。 

 

（村田会長） 

ありがとうございます。 

また、吉髙委員（愛媛県労政雇用課長）から「最近の県内の産業や企業の動きについて

把握している情報等」については、次の議題（３）の中でまとめてご説明いただきます。 

続きまして、議題（３）「公的職業訓練の実施状況及び検証について」です。本協議会

の協議事項として、「訓練効果の把握・検証等に関すること」とあります。 

本日は、主に実施状況についてご説明いただき、次回以降に効果・検証についてご議論

いただくこととします。 

愛媛県、機構愛媛支部、愛媛労働局の順で説明をお願いします。 

 

（３）「公的職業訓練の実施状況及び検証について」 

資料３－１（Ｐ１～16）「愛媛県内の公共職業訓練（離職者訓練）の実施状況」によ

り説明（吉髙委員：愛媛県労政雇用課長） 

県庁労政雇用課の吉髙でございます。いつも大変お世話になっております。 

私の方からは、本県の産業技術専門校で実施しております職業訓練の昨年度の実施

結果と今年度の実施状況につきまして、資料に沿って説明させていただきます。 

まず、資料３－１ の１ページをご覧ください。 

本県に設置しております３つの産業技術専門校におきましては、就職に結びつく知

識・技能の修得を支援するため、直営によるものづくり分野の訓練に加えまして、民間

教育訓練機関に委託して、ＩＴや事務系分野などの多様な訓練を実施しておりまして、

地元企業への人材輩出や雇用のセーフティネットとしての役割を果たしているところ

です。 

全体の実績を概括的に御説明しますと、令和３年度につきましては、定員 895 名に
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対して 683 名が受講し、充足率は 76.3％、令和４年度につきましては、８月末時点で

定員 882 名に対して 288 名が受講し、充足率は、既に開講済みの定員の 409 名を分母

として算出しますと、70.4％となっております。 

なお、表の整理上、施設内の訓練に関する数値につきましては、主に学卒者を対象に

実施している２年課程の訓練等の数値を除いた数値となっていることを申し添えます。 

＜Ｒ３年度実施状況＞ 

続きまして８ページをご覧ください。こちらは、令和３年度の訓練の実施結果に関す

る記者発表資料でございます。 

まず、障がい者訓練を除く訓練の全体の実績になりますが、「就職者数」は 565 名で、

「就職率」は 79.8％と、前年度の 80.7％を若干下回りましたが、訓練修了者数が増え

た中で高水準を維持できたことで、就職者数が 46 名増えております。 

また、そのうち、537 名・95.0％が県内の企業に就職しておりまして、資料真ん中あ

たりの※１に記載のとおり、中学から大学までの新規学卒者の県内就職決定率が

63.0％でございますので、県内企業の人材確保に大きく貢献できていると考えており

ます。 

それから、その真上にある括弧枠の中の３ポツ目になりますが、なかでも施設内訓練

におけるものづくり人材を育成する「普通課程」の訓練の就職率が 96.4％となってお

りまして、前年度を 1.4 ポイント上回り、非常に高い水準を維持しております。 

要因分析につきましては９ページの真ん中少し上の括弧枠に記載させていただきま

したが、 

①まず、施設内訓練の就職率が改善した要因としましては、専門校職員による積極的な

就職先の開拓に加え、企業のニーズを踏まえた訓練コースの設定に取り組んだことが、 

②その一方で、委託訓練の就職率が微減した主な要因としては、コロナ禍によって訓練

修了生の就職活動や企業の採用活動が長期化したことが、訓練終了後３か月以内の状

況であるこの数値に影響を与えたのではないかと分析しております。 

それから、８ページにお戻りいただければと存じます。障がい者訓練の就職状況につ

いてでございますが、コロナ禍の影響はあるものの、求職活動が活発化するとともに、

障がい者が比較的応募しやすいとされる製造業等の求人が増加したこともありまして、

「就職者数」は 50 名と、前年度と比較して 14 名増となっております。 

なお、未就職者に対しましては、現在も就労支援に継続的に取り組んでいるところで

ございます。 

＜Ｒ４年度実施状況＞ 

続きまして、資料の方、さらに戻っていただきまして、５ページをご覧ください。今

年度の訓練の実施状況について御説明させていただきます。 

まず、施設内訓練の入校状況につきましては、愛媛中央校の今治タオルものづくり科

や宇和島校の介護ヘルパー科を中心にいくつかの科で定員割れが発生していますが、

オープンキャンパス、県公式 SNS やネット広告を活用した情報発信の強化に努めた成

果もありまして、８月末時点で入校率 80.0％となっており、前年度の 75.3％を上回っ
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ている状況です。 

それから、委託訓練につきましては、本年２月に県のＤＸ推進プランが策定されたこ

とも踏まえましてＩＴ系訓練の定員（23 名分）を拡充するほか、コロナ禍での労働移

動の加速化も見据えまして、非正規雇用労働者も受講可能な「短時間・短期間」（２月・

60ｈ／３月・100ｈ）の訓練コースや、求人企業の具体ニーズに則して柔軟な訓練コー

スを設定できる「求人セット型訓練」を新設するなど、一部コースの見直しを行ったと

ころですが、予算の成立時期との兼ね合いで募集期間が限られている長期間の訓練な

どを中心に、定員に対して入校者が低調なコースもありまして、８月末現在での入校率

は 69.4％と前年同期を約 10.5 ポイント下回っている状況です。 

現在、労働局さんとも連携しつつ、県で実施している就職氷河期支援事業やニート就

労支援事業、広報紙などを活用した積極的周知に取り組んでいるところでありまして、

下期での巻き返しに努めてまいたいと考えております。 

最後に、本県における企業誘致の取組と人材育成の取組につきまして、簡単に私の方 

からご紹介させていただければと存じます。 

なお、本会議における議論への影響が不透明な部分もありましたので、本日、関係課

は出席しておりません。このため、もし質問等がございましたら会議終了後に当課にい

ただければ、関係課から後日回答させていただきます。 

＜企業誘致の取り組み＞ 

まず、資料の 13 ページをご覧ください。本県における企業誘致につきましては、企

業の営業上の利益や、県と企業の信頼関係を守る必要があるため、公表前に共有させて

いただくことは難しいところでございますが、直近では、県の取組を通じて、ＩＴ関連

企業の株式会社システナ、株式会社プラトン、ＩＢＧメディア株式会社等の誘致に成功

しております。 

こうした誘致を本県で進めていくに当たって特に重要な課題が大規模用地の確保で

ありまして、県では、令和２年度に産業用地の確保に向けて市町が実施する調査事業に

対する補助制度を創設するなどして、市町と連携した誘致活動に取り組んでおります。 

また、資料の 14 ページになりますが、コロナ禍におきまして、拠点の分散化や移転

を検討するＩＴ企業等のサテライトオフィスの誘致にも取り組んでおりまして、先ほ

どご紹介した３社の誘致につきましても、こうした取組の成果でございます。 

このほか、大都市圏の企業を対象とした立地ミーティングの開催のほか、民間主催の

マッチングイベントでのＰＲにも努めているところでありまして、速効性の高い経済

活性化策である県外企業の誘致に向けて積極的な活動を継続しております。 

＜人材育成の取り組み＞ 

続きまして、資料の 15 ページをご覧ください。本県における人材育成についてでご

ざいます。 

先程に少し触れましたが、県では本年２月にＤＸ実行プランを策定し、2030 年度ま

でにＤＸを支えるデジタル人材を１万人以上創出するとともに、一人当たりの県民所

得 265 万円を 300 万円まで引き上げていくことを目指して各種取組を進めておりまし
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て、こうした人材育成の取組の一例として「えひめの女性デジタルスキルｄｅ就職応援

プログラム」のチラシを添付しております。 

この事業は、正社員就職を目指す女性の実践的なデジタルスキルの習得を支援する

ため、100 人を対象に民間事業者が提供する e ラーニングコンテンツを活用した３か月

程度の訓練プログラムを実施するとともに、紹介予定派遣によるマッチング支援を伴

走型で一体的に実施するものでありまして、今月一杯までの募集となっております。 

この他、資料はございませんが、大学生・専門学校生・高専生の初学者 62 名を対象

とした実践的な短期プログラミング講座である「EHIME TECH 2022」の開催や、大学と

企業等の協働による大学生を対象とした「情報技術の活用」をテーマとする講座の実施、

また、障がい者の就職に向けて、セミナーや専門家派遣による「企業向け支援」と、Ｉ

Ｔスキルなどの研修を通じた「求職者向け支援」に一体的に取り組むなど、本県の産業

人材の育成に向けた各種取組を進めているところです。 

私からの説明は以上です。 

 

資料３－１（Ｐ17～19）「ハロートレーニング（離職者訓練 ）令和３年度実績および

令和４年度実施状況」により説明（富田委員：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支

援機構愛媛支部 支部長） 

高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部の富田です。 

資料３－１に沿って、ポリテクセンター愛媛で行っております離職者訓練の令和３年 

度実績及び令和４年度の実施状況について説明させていただきます。 

17 ページをご覧下さい。 

ポリテクセンター愛媛で実施しております離職者訓練は、一般コース、企業実習付コ

ース、橋渡し訓練と言われる３つの区分で構成されております。一般コースは、年齢制限

の設定の無い６カ月の訓練コース、企業実習付コースは、概ね 55 歳未満の、比較的就業

経験の浅い方を対象とした、ポリテクセンターの施設内訓練と約１カ月の企業での職場

実習とを組み合わせた６カ月の訓練コース、橋渡し訓練は、６カ月間の一般コース及び

企業実習付コースの本訓練に入る前の約１か月間、コミュニケーション能力やビジネス

マナー、パソコン操作などを習得していただき、６カ月の職業訓練へ導くための約１カ

月間の訓練です。企業実習付コースの訓練科（テクニカルエンジニア科、住環境コーディ

ネート科）と一般コースの機械 CAD/NC 科、溶接ものづくり科、ＩＣＴ生産サポート科の

本訓練の始まる前に約１カ月間、橋渡し訓練を実施しております。 

離職者訓練の令和３年度実績は、定員充足率は年間定員 459 名に対して、入所者が 367 

名で、80.0％、就職率は 91.6％という結果でございました。 

令和４年度ですが、昨年度と同様、９つの訓練科、年間 459 名の定員で実施すること

としております。９月末時点での実績ですが、９月末までの定員総数 238 名に対しまし

て入所者数 184 名で、定員充足率が 77.3％となっております。訓練科によって、定員充

足率にバラツキはありますが、７月入所として募集した５つの訓練科のうち、上から４

つ目の住宅・福祉リフォーム科が 18 名定員に対して５名しか集まらなかったことなどが
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定員充足率の低調に大きく影響しております。 

次のページ（18 ページ）をご覧下さい。 

図１は、定員充足率の月別推移になります。令和４年度の定員充足率は、機械 CAD/NC

科 や溶接ものづくり科の４月生が定員に対して半分しか集まらなかったことなどから、

近年で最も低い実績（60.6％）からのスタートとなってしまいました。多くの訓練科に

おいて募集を行います７月、10 月、１月において、定員充足率が例年、落ちる傾向にあ

りますので、ものづくり分野の訓練受講を敬遠されがちな女性求職者等を、いかに取り

込んでいくかということも意識しながら、訓練受講のメリットを伝えながら受講勧奨を

しております。 

図２は、受講生の年齢別構成比の推移になります。令和元年度までは、30 代の受講生

が割合的には一番多かったのですが、最近の傾向として 40 代以上の方の入所割合が増

加しております。 

次のページ（19 ページ）をご覧下さい。 

図３は、女性の入所割合になります。令和２年度、令和３年度においては割合的には前

年度をそれぞれ下回りましたが、令和４年度においては女性の入所割合が増えており、

入所者全体の約１／３が女性で、子育てがひと段落し、再就職を考えている 40 代の女性

の割合が増えております。 

図４になりますが、子育て中の方でも安心して訓練を受講していただくため、託児施

設と連携し、訓練期間中、お子さんを託児施設に預けられる無料の託児サービスを用意

しておりまして、一定の訓練受講生の方に利用いただいております。制度が始まった平

成 28 年度から令和３年度までの６年間で託児サービスを利用した 33 名のうち、（他県に

引っ越され）中途退所された方や、（妊娠が判明し）就職されなかった方もおりますが、

28 名の方が就職され、そのうち 20 名の方が期間の定めのない社員として就職をしてお

ります。 

図５は、就職率の推移になります。令和３年度の愛媛県職業訓練実施計画に係る就職

率は 80.0％以上を目指すこととなっておりましたが、91.6％という結果で、目標はクリ

アできている状況です。 

令和３年度実績及び令和４年度の訓練の実施状況についての説明は以上になります。 

 

資料３－２「求職者支援訓練の実施状況」により説明 

（愛媛労働局 山岡訓練室長） 

訓練室の山岡でございます。 

日頃よりご出席の皆様方には大変お世話になっております。この場をお借りしまし  

てお礼を申し上げます。 

また、本省通知が遅れたこともあり、協議会の説明、調整不足で皆様には多大なご迷惑

をおかけしましたことを深くお詫びいたします。 

さて、資料３－２に基づき説明させていただきます。 

まず、１ページをご覧ください。「求職者支援訓練の実施状況ですが、求職者支援訓練  



- 11 - 

 

は、リーマンショック後、非正規労働者の大規模な雇用調整が社会問題となる中、雇用

保険を受給できない方を対象とした職業訓練としてスタートしました。その後、景気の

回復で受講率が低迷するようになり、今年の７月の法改正で、雇用保険を受給できる方

も受講できるように制度改正されたところです。受講者数で見ると、平成 24 年度の 762

人をピークに年々減少しておりましたが、令和２年度は 231 人と９年ぶりにその前の年

を上回り、令和３年度は 346 人（対前年度比＋49.8％増）となりました。国の予算、景

気によって変動し、リーマンショック、コロナショックの影響を大きく受けているのが

実情です。一方で、令和３年度の就職率については、基礎コースで 47.6％、実践コース

では 60.1％といずれも目標を達成していない状況です。因みに、目標値は、基礎コース

で 58％以上、実践コースで 63％以上となっております。実践コースにおいては、平成 27

年度から６年連続で目標を上回っていましたが、７年ぶりで目標を下回ることになりま

した。コロナ禍で、10 万円の生活給付金のある求職者支援訓練の受講者数は伸びました

が、就職が思うように進まなかったのが要因と思われます。 

続きまして、２ページをご覧ください。求職者支援訓練の年度別実績の推移ですが、令

和３年度は 37 コースの認定で、うち 34 コースが実施、３コースが中止となっており、

約１割弱が中止となっています。実施コースの訓練定員は 542 人、受講者数は先程も言

いましたとおり 346 人ということで、定員充足率 63.8％で前の年を 6.3P 上回りました。

定員充足率については、毎年度５～６割程度の間で推移している状況です。 

続きまして、３ページをご覧ください。訓練受講状況について、各月ごとで令和３年度

と今年度の状況を比較したものとなります。資料作成時期の関係で今年度は７月までと

なっておりますが、特に注目すべきは、今年度累計の中止率が 21.4％と言うことです。

これは、全国的に見ても高い数字です。昨年度は、年間で中止コースが、３コースだった

のに対して、今年度は、７月末現在で既に３コースが中止となっております。類似した訓

練コースが競合し、その結果として、受講申込者が分散し、定員を著しく下回ったコース

が中止となったものです。 

続きまして、４ページをご覧ください。令和４年度の求職者支援訓練の分野及び年齢

分布ですが。１の分野分布について、②の受講者で見てみますと、実践コースの受講者が

68.3％、基礎コースの受講者が 31.6％となっており、実践コースの割合が高くなってお

ります。実践コースの内訳では「営業・販売・事務分野」の割合が高く、続いて医療事務、

介護福祉の順となっています。２の年齢分布では、基礎コース、実践コースともに 50 歳

～59 歳の方が多い状況でした。昨年度は、40 歳～49 歳の方が多い状況だったので、受講

者の高齢化が進んでいます。 

５ページは省略いたします。 

続いて６ページをご覧ください。特定求職者数の年度別推移の状況です。特定求職者

は、ハローワークの新規求職者から雇用保険受給者と在職者を除いた者が対象となりま

す。求職者支援訓練の対象となり得る求職者の数と言うことになります。令和３年度の

特定求職者は、26,642 人で、東・中・南予別の人数は右側の表のとおりです。リーマン

ショック後、年々減少傾向であったのですが、令和３年度は、コロナの影響を反映して増
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加に転じました。地域別では中予が半数となっており、次いで東予・南予の順になってい

ます。 

続いて７ページをご覧ください。業種別訓練ニーズです。１の求人ニーズですが、ハロ

ーワークに提出された産業別の新規求人の月平均の件数となります。上段が令和２年度

で、下段が令和３年度の状況となります。産業別の求人割合では、ダントツで医療・福祉

分野が多くなっております。全体の求人数の約３割がこの業界からの求人です。 

８ページ以降の資料につきましては、参考までに、添付しておりますので、後程、ご覧

いただけたらと思います。 

求職者支援訓練の状況につきましては以上でございます。 

 

（村田会長） 

続きまして、議題（４）に入りたいと思います。 

協議事項にあります「キャリアコンサルティングの機会確保その他職業能力開発促進  

の取組に関すること」になります。 

今回は、第１回目の協議会となりますので、主催者側の愛媛労働局からハローワーク

で行っているキャリアコンサルティングについてご紹介をいただきたいと思います。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（４）「キャリアコンサルティングの機会確保その他職業能力開発促進の取組の共有につ

い て」 

資料４－１「ハローワークにおけるキャリアコンサルティング」により説明 

（愛媛労働局 山岡訓練室長） 

本協議会における新たな協議事項として、キャリアコンサルティングの機会の確保が 

追加されておりますが、これは、本協議会が、公的職業訓練にとどまらない幅広い人材

育成を対象としており、在職中の方を含む全ての労働者のキャリア形成が必要であると

の考え方に基づいています。 

労働局からは、一例として、ハローワーク窓口の職業相談におけるキャリアコンサル

ティングの実施状況についてご紹介いたします。 

Ｐ１をご覧ください。 

ハローワークでは、求職者に対し、就職活動の進め方や職業選択・職業生活設計などの

相談（キャリアコンサルティング）を行う他、全国ネットワークを活用した職業紹介を実

施し、求職者の仕事探しを支援しています。 

ハローワークの強みは、 

①地域に根ざした経験豊富な職員による相談が受けられること 

②ハローワークシステムによる全国ネットの無料の職業紹介が受けられることなど 

求職者それぞれに悩みが異なり、希望する仕事、目指す生き方が違うが、求職者の考  

えを整理して、希望に近い職業を紹介します。 

履歴書や職務経歴書の書き方、面接の受け方等のアドバイス、就職活動に役立つセミ
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ナー（ビジネスマナー、業界研究、面接対策、適職探しのヒント等）の案内も行います。 

Ｐ２をご覧ください。 

愛媛県内のハローワークは８カ所あり、出先の機関としてハローワークプラザなどが

あります。ハローワークに来所する多種多様な求職者に、よりきめ細かな対応を行うた

めに、専門の相談窓口があります。新規学校卒業者を対象とした「新卒相談コーナー」、

生涯現役社会を実現するため 65 歳以上の高齢者の就職支援を行う「生涯現役窓口」、地

方公共団体と連携しながら生活保護受給者等の支援をおこなう「生活困窮者支援コーナ

ー」などがあります。 

「職業訓練コーナー」は、公共職業訓練、求職者支援訓練の受講斡旋から就職支援まで

を行う窓口であり、各職業相談窓口で実施したキャリアコンサルティングによりキャリ

アアップへの支援が必要な場合は、職業訓練コーナーへと誘導されます。職業能力の形

成機会に恵まれない求職者、非正規雇用労働者への職業能力開発、技術革新への進展や

職業構造の変化に対応したキャリアアップの支援は重要となっています。 

また、令和４年５月に「すまい・生活・しごとに関する総合サポート窓口」を開設して 

います。新型コロナウイルス感染症の影響、物価の高騰や離職などによりお住まいを喪

失するおそれのある方や生活に不安を抱える方の相談窓口で、住居や生活等に関する相

談に加え、月 10 万円の給付金と無料の職業訓練の受講ができる制度のご案内を行って

います。 

本日、キャリアコンサルティングの事例として、ハローワーク松山にあります「就職氷

河期サポートコーナー」をご紹介させていただきます。 

こちらの窓口は、いわゆる就職氷河期世代 35 歳～54 歳までの世代の方で、非正規雇用

の経験の長い方や正社員の経験が少ない方の専用窓口となっています。一人一人の課題

に対応するため、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練のアドバイ

ス、求人開拓等それぞれの専門担当者がチームを結成し、就職から職場定着まで一貫し

て支援を行っています。 

Ｐ３「ハローワーク松山就職氷河期世代サポートコーナーでのチーム支援事例」を読

み上げ紹介。 

 

（村田会長） 

ありがとうございます。 

続きまして、正本委員からリカレント教育を実施されている大学として、その取組内容

等についてご説明をお願いします。 

 

資料４－２「地域創生イノベーター育成プログラム（東予）」により説明 

（正本委員：愛媛大学准教授） 

１ 愛媛大学の大学院社会人専攻・リカレントプログラム 

全ての大学院及び｢医農融合公衆衛生｣｢地域レジリエンス(H5)｣の分野横断型学環 

で社会人を積極的に受入。リカレント教育プログラムは現在 11 講座を開講，昨年度
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の受講生数は 1,398 名に上る。各経済団体や雇用行政部局におかれても積極的な活

用に向けて周知をお願いしたい。 

２ 地域創生イノベーター育成プログラム(東予)(72 時間，受講者数：31 名) 

地方開催プログラムとしては極めて異例の｢ソーシャルイノベーター育成｣を掲げ  

たリカレントプログラムを開発。企画･運営に当たっては，愛媛労働局･愛媛県(産業

人材課)･西条市のほか，えひめグローバルネットワーク(中間支援 NPO)，えひめ暮ら

しネットワーク(移住支援団体)，愛媛県中小企業家同友会(経済団体)，愛媛県技術士

会(技術者団体)を事業実施委員として招聘し，正に産学民官がタッグを組んだ運営を

行っている。 

Society5.0/DX，CN/グリーンイノベーション，イノベーションマッチング，レジリ  

エンスなど最新の内外動向や合意形成技術の習得といった講義内容が評価され，文部

科学省の｢DX 等成長分野を中心とした就職･転職支援のためのリカレント教育推進事

業｣のプログラムとして採択(採択数：21/応募数 40(コースⅢ))された。企業･NPO･高

等教育機関の第一線で活躍する若手･中堅人材 22 名(FT 含む)を外部講師として招聘

した。 

今回は定員を超える受講者応募を頂いたほか，ウェブからの参加者も 31 名(9 月 24 

日現在)に達している。自分の必要な講義だけを講演のように選択できる部分受講は

講評であり，現在でも受け付けているので，ぜひ御活用いただきたい。 

また，今回のプログラムでは，愛媛労働局とも連携し，キャリアコンサルタントに  

よる相談や豊富なウェブコンテンツによるサポート(IT リテラシー･プレゼンテーシ

ョン･ビジネスマナーほか)も用意しており，講義とキャリアデザインを｢車の両輪｣と

した手厚い取組を行っていること，また受講生の相談係となるチューター(教員)を配

置しているところも大きな特色となっている。 

異なる領域の人々を結び付け，これまでとは全く違う仕事･職務をつくり出してい

くための知識・技術を学ぶ講座運営は「攻めの職業訓練」とも言える。今回の事業は

今年度限りだが，こうした取組を次につなげていきたい。 

 

【意見等】 

議題（２）～（４）について、質問・意見等なし。 

 

（村田会長） 

続きまして、議題（５）「令和５年度愛媛県職業訓練実施計画の策定方針について」

事務局から説明をお願いします。 

 

（５）「令和５年度愛媛県職業訓練実施計画（総合計画）の策定方針について」 

 資料５－１「ハロートレーニング（公共職業訓練・求職者支援訓練）の全体像～資

料５－５「令和５年度愛媛県職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）」により説明 

（愛媛労働局 三原職業安定部長） 
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それでは、愛媛県職業訓練実施計画（総合計画）の策定に関しましてご説明いたし 

ます。 

資料５－１をご覧ください。 

訓練計画のご説明に先立ちまして、現在の公的職業訓練（ハロートレーニング）の 

全体像をご説明いたします。 

 公的職業訓練は、大きく「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の二つに分かれます。 

まず、資料左側「公共職業訓練」です。対象者は、離職者、在職者、学卒者、障害者

となっています。実施主体は国（ポリテクセンター）、県、県から委託を受けた民間教

育訓練機関となります。国及び県は、大きな施設・設備が必要なものづくり分野を中心

に訓練を実施している一方、民間教育訓練機関では、事務系、介護系、情報系の訓練を

中心に実施しています。 

 続いて資料右側「求職者支援訓練」です。これは、主に雇用保険を受給できない離職

者向けの訓練であり、実施主体は民間教育訓練機関となります。 

 この求職者支援訓練はリーマンショックの際に雇用のセーフティーネットの位置付

けとして創設された制度で、要件を満たせば、月 10 万円の給付金を受給しながら訓練

を受けることができます。コロナ禍においても非正規雇用労働者を中心に影響が出た

ことから、求職者支援訓練の活用促進に国を挙げて取り組んできた経緯があります。ま

た、雇用保険受給者の訓練機会の場を広げる観点から、今年度からは雇用保険受給者も

求職者支援訓練を受講できるよう制度改正が行われたところであり、全国的に求職者

支援訓練の受講率が上がっているところです。 

 続いて、資料５－２をご覧ください。 

 公的職業訓練（ハロートレーニング）全体の令和３年度の実績をまとめた資料となっ

ており、今回、初の試みとして作成したものです。 

 先ほど、公的職業訓練の全体像をご説明したところですが、訓練の種類、対象者、訓

練実施主体が錯綜し、複雑な制度となっています。また、従来は、各訓練実施主体が、

各々の持ち場でそれぞれの役割を果たすという面が強かったところですが、今般、「人

への投資」が政府の最優先課題の一つとして位置付けられたことにともない、愛媛県全

体の訓練実績を把握・分析することが重要となって参りました。 

 そこで、この資料では、２～３ページ目にありますとおり、公共職業訓練及び求職者

支援訓練を訓練の分野別に横串を刺し、県全体の実施状況をまとめております。同じ観

点で、国全体の数値をまとめたのが４～６ページとなります。 

 愛媛県と全国とを見比べますと、我が県は IT 分野の比率が少ないことや、特定の分

野に偏りがあることなどが読み取れます。 

 今後は、こうした統計資料のほか、個別の訓練修了者等へのヒアリング等を用いて訓

練効果の検証を行い、今後の訓練計画に活かすという PDCA サイクルで進めていくこと

としています。 

 ここまでが前置きのご説明となります。 

 続いて、資料５－３をご覧ください。 
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 こちらは、本協議会の前身となる昨年度の地域訓練協議会において策定された令和

４年度の「愛媛県職業訓練実施計画（総合計画）」です。地域の訓練ニーズを踏まえ、

各訓練実施主体が一体となって公的職業訓練を推進するために、各々の訓練規模、実施

地域、実施分野等の大枠を策定するのがこの訓練実施計画であり、次年度の計画の策定

に当たってご議論いただくことが、本協議会においても引き続き大きな目的の一つと

なっています。 

 そこで、本日は、令和５年度の訓練実施計画の策定に当たっての方針について、議論

のためのたたき台をご説明いたしますので、この後ご議論をお願いいたしたく存じま

す。 

 資料５－４をご覧ください。 

資料の左の欄には今年度の実施計画の内容を、これに対応する形で右の欄には「令和

５年度計画に向けた議論のためのたたき台」を記載しております。この「たたき台」は、

基本的には本年９月 30 日に開催された中央職業能力開発促進協議会の「令和５年度全

国職業訓練実施計画の策定に当たっての方針（案）」を引用して、事務局にて作成して

います。中央職業能力開発促進協議会の方針に変更がありました箇所については、基本

的には当該変更箇所をたたき台に盛り込む形で整理しておりますが、一部、地域の実情

を踏まえて記載すべき箇所もございますことから、こうした部分については、県、機構

及び労働局の協議の下、たたき台を作成しております。 

なお、今回の中央の協議会では、令和５年度の訓練計画は今年度と同程度の規模で実

施するとされています。 

 それでは、たたき台について要点をご説明いたします。 

まず、Ｐ１の「１ 公共職業訓練（離職者訓練）」についてです。 

「①対象者数・就職率目標」についてですが、訓練の定員数の枠は今年度より若干の

減少を予定しております。 

「②訓練内容」ですが、社会全体の急速なデジタル化を踏まえ、２ポツ目に「第４次

産業革命」や４ポツ目「非正規雇用労働者等を対象とした国家資格の取得等を目指す長

期の訓練コース」といった文言が見られます。 

続いて、Ｐ３の「２ 公共職業訓練（在職者訓練）」です。 

「①対象者数」ですが、県において定員増を予定しています。 

「②訓練内容」については、２ポツ目「第４次産業革命」や４ポツ目「「70 歳までの就

業機会の確保に向けた中高年齢者に対する訓練」という文言が見られます。 

続いて、Ｐ４の「３ 公共職業訓練（学卒者訓練）」です。 

「①対象者数」ですが、訓練の定員数については今年度と同様の 160 人を予定しており

ます。 

「③効果的な訓練実施のための取組」では、３ポツ目「低所得世帯に対し、経済的負担

を軽減する」といった文言が見られます。 

続いて、Ｐ５の「４ 公共職業訓練（障害者訓練）」です。 

障害者訓練については、来年度も今年度同様、委託訓練のみとしています。 
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訓練の定員数は今年度と同様 124 人を予定しております。 

続いて、Ｐ６の「５ 求職者支援訓練」です。 

「①訓練規模・就職率目標」ですが、訓練の規模としては今年度と同様 500 人程度に訓

練機会を提供するため訓練認定規模は 693 人とされています。 

就職率の目標値については、基礎コース 58％、実践コース 63％で、今年度と変更ご

ざいません。 

Ｐ８の「②基礎（コース）と実践（コース）の割合」については、今年度の基礎コー

ス 40％、実践コース 60％から、基礎コース 30％、実践コース 70％に変更の見込みとな

っています。 

「③実践コースの重点」、実践コースで重点を置くべき訓練分野についてです。 

中央協議会の方針については今年度と変わらず、地域の実情に応じ、介護系 20％程

度、医療事務系 5％程度、情報系 10％程度を下限とし、その範囲内で設定するものとし

ております。愛媛県内の求人に対する応募状況を見ますと、３分野とも求人者側のニー

ズが非常に高いことから、重点分野の割合については、介護・福祉系、医療事務系、デ

ジタル系でそれぞれ 20％に近い比率としてはいかがかと考えております。 

「④地域ニーズ枠」ですが、実践コースについて、中央の協議会の方針を踏まえ、「イ 

安定就労に向けた特定資格を取得するコースとして要件を満たした訓練期間が２か月

のコース」、「ロ 短時間・短期間特例訓練コース」及び「ハ 職業訓練の受講が困難な

地域に居住する方向けに設定されたｅラーニングコース」を優先認定することとして

はいかがか考えております。 

Ｐ８の「⑤新規参入」につきましては、今年度と同様、基礎コース・実践コースとも

に上限値は 30％となっています。 

「⑥その他」については、中央協議会の方針は今年度と変更はなく、デジタル分野等

の成長分野、新型コロナウイルス感染症の影響等により人材確保がより困難となって

いる介護等の分野・職種に重点を置くとともに、育児中の女性等で再就職を目指す方、

就職氷河期世代の不安定就労の方等の特性・訓練ニーズに応じた訓練コースの設定に

努めることとされています。 

続いて「⑧（第 1 四半期の）暫定計画の配分枠」です。暫定計画について少し補足い

たします。令和５年度の訓練計画については、来年２月頃に開催予定の第２回協議会に

おいて全体をご議論いただいた後、正式に策定する予定としておりますが、来年４月当

初から開講するコースについては、年明け早々から訓練生の募集を開始する必要があ

ることから、本年 12 月中には、第１四半期の暫定計画の配分割合を決めておく必要が

あります。そこで、その配分枠については、これまでの実績を踏まえ、年度当初の実施

割合を若干下げることとし、令和４年度第１四半期は、基礎コースを 30％程度、実践

コースを 30％程度としてはいかがかと考えております。 

最後に、足元の訓練行政の現状の課題、訓練実施計画を策定するに当たっての論点を

ご説明いたします。 

 資料５－５をご覧ください。 
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 まず、実施状況から見えてくる課題です。 

 ①「就職率が高く、応募率が低い分野」とありますが、具体的には「介護・医療・福

祉」分野が該当します。地域の人材ニーズとしては非常に高い分野であり、事業所の採

用意欲が旺盛なこともあり就職率が高い方で、受講希望者に対し多くの訓練コースが

設定されていることから、結果として応募倍率が低くなる傾向にあります。定員に達し

ないため開講できないコースも増加傾向であり、効果的な受講勧奨が喫緊の課題とな

っています。 

 次に②「応募倍率が高く、就職率が低い分野」ですが、これは「営業・販売・事務」

分野が該当します。 

 事務職を希望する求職者は多く、人手不足が著しい情勢にあっても、職種別で見ると

求人倍率が比較的低い分野です。求職者が多い分、応募倍率は高い一方で、求職者に対

して求人が不足気味である上、企業側も経験者や若年者の採用する傾向があるため、就

職率が低くなる傾向にあり、就職率の向上が課題となっています。 

 次に③「求職者支援訓練の基礎コースの認定規模について、計画の 40％に対し実績

が 28％」とあります。 

 求職者支援訓練は実践コースと基礎コースに分かれているのですが、当県は基礎コ

ースの比率が低い傾向にあります。実践コースの方が国から支給する奨励金の額が高

いといった事情もあり、基礎コースを希望する訓練機関が減っている面があります。し

かしながら、就労経験が少ない求職者等には、基礎コースの受講が有効なことも多く、

受講ニーズを踏まえ基礎・実践のバランスを取ることが課題となっています。 

 次に④「委託訓練の計画数と実績の乖離」とありますが、こちらも受講ニーズに関す

る課題です。委託訓練に限った話ではありませんが、訓練定員が拡大していることもあ

り、定員に満たずに中止となるコースが散見されるところであり、訓練内容の変更を視

野に入れた対応も必要と考えられるところです。 

 最後に⑤「デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在が課題」とありますが、全国

的にデジタル人材が不足する中でも、人材は都市部に偏在する傾向にあります。政府は

「デジタル田園都市国家構想」を掲げており、場所に縛られない働き方を見据え、移住

政策とも連携の上、訓練行政においてはデジタル分野のコースの充実が課題となって

います。 

 また、訓練の受講についても、場所に縛られない受講スタイルの導入が必要となって

います。県内の訓練施設は圧倒的に中予に多く所在しており、南予や東予に在住の方が

通学することが難しい面もあることから、今後は、e ラーニング訓練を設定していくこ

とも課題となっています。 

事務局からの説明は以上です。 

 

（村田会長） 

はい、ありがとうございます。 

議題（５）に対するご質問・ご意見・ご要望等がありましたら、挙手のうえでご発言
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をお願いします。 

 

【意見】 

（正本委員） 

議題（５）について、おそらく、もう少しするとグリーンがのってくるのではないか。 

グリーン人材も必要になるので、大学と同じリスキングの流れが雇用へもやってくる

と考えておいたほうが良いと思う。 

 

（村田会長） 

ありがとうございます。 

それでは、特に他に異議もないようですので、本日、各委員からいただいたご意見等

について、計画に反映させていただくということで、愛媛労働局には関係機関と十分調

整を図りながら、今後、総合計画の策定作業をお願いしたいと思います。 

それでは、以上をもちまして本日の議題は終了とさせていただきます。 

 


