
令和 4 年度第２回石川県地域職業能力開発促進協議会 議事概要 

令和５年３月２日（木）14 時～16 時 

金沢駅西合同庁舎 6 階 共用第 1 会議室 

 

１．開会   

 

２．石川労働局長挨拶 

 

３ 議 題 

（１）令和４年度の公的職業訓練の実施状況等について 

  資料に基づき、石川県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が説明 

  

（2）令和 5 年度石川県地域職業訓練実施計画（案）について 

＜事務局＞ 

・令和５年度の公的職業訓練は、全体で 6,168 人の計画であり、令和 4 年度と比べると、

約 1％減（70 人減）と、令和４年度とほぼ同程度の規模としている。 

・特に、デジタル分野の重点化を推進するため、離職者向け訓練については、デジタル分

野の訓練規模を６２２人の計画と、令和 4 年度の 2 倍程度としている。 

・本県における離職者向け公的職業訓練の主な課題として、①デジタル人材が不足してい

ること、②就職率が高く、応募倍率が低い分野（「介護・医療・福祉分野」）があること、

③実績が低調なコース（「求職者支援訓練 基礎コース」）があること、④全体的に定員充

足率が低いこと、が挙げられる。 

 

① デジタル人材不足への対応 

＜事務局＞ 

・デジタル人材を育成するため、令和 5 年度は、デジタル分野の訓練規模を拡大すること

としている。 

・公的職業訓練で実施するレベルは、ITSS レベル 1～２程度であり、最低限求められる基

礎知識習得を目標として設定している。これより上のレベルを育成する支援としては、

企業が雇用した労働者をさらに育成する際に人材開発支援助成金を活用する方法や、労

働者個人が自ら学ぶ際に教育訓練給付を活用する方法がある。 

 

○構成員 

 ・デジタル分野の職業訓練を増やすことは、地域の人材ニーズにマッチしている。 

デジタル分野の訓練受講者は、IT 業界に就職する方が多いのだが、今日の DX 推進によ

り、全ての業種で IT 人材が必要となっている。 

・IT 人材が必要な分野は、大きく分けて三つある。一つ目は、製造部門における生産性向

上。二つ目は、全ての業種共通のバックオフィスにおける業務効率化。最近では、電子帳

簿保存法やインボイスへの対応。三つ目は、販売関係で、Web や EC を使った販路拡大。

この三つの分野での人材育成にあたり、職業訓練の内容は、非常に手厚くなっている。 



・これまであまり必要としていなかった製造業において、工場で発生するデータの分析や

解析をするために Python などのプログラミング言語が必要なのだが、分かる人がいな

いので、このような職業訓練があるとよい。言語だけではなく工場のことも知る必要は

あるが、基礎として Python を教育して頂けると、IOT や高度な AI につながっていくの

で非常によい。 

 

○構成員 

 ・さまざまなプログラミング言語を 6 ヶ月間で勉強するということだが、それでも、ITSS

レベルでいうと一番下のレベルになる。だから、訓練で学んだことを土台として、更に

深く勉強していくという理解でよいか。 

 

○構成員 

 ・実践は現場に行ってからになる。デジタルとは基本的にはツールなので、道具の使い方

を知ってもらい、実際には、就職してから、個々の企業の要求に応じて学んでいくこと

になる。 

 

○構成員 

 ・IT スキルの資料は、基礎資料としてとても良い。企業では、IT 化を進めないといけない

と思っているが、どこのポジションでどうすればよいのかが分からないと思う。その一

助になりうるベースとして、この資料の製造業バージョンなどを作って、このレベルで

あればこういう事が出来るという基礎を示し、企業向けに発信すると良いと思う。 

 

②介護分野訓練の受講者確保への対応 

＜事務局＞ 

・介護分野においては、訓練を受講した方のほとんどが介護の仕事に就いている。 

このため、介護分野の人材確保対策としても、介護の職業訓練は有効である。 

しかしながら、なかなか訓練受講者が集まらない。 

・介護の仕事を知ってもらうところから始めてもらうため、リーフレット作成と、介護の

セミナーを県内全てのハローワークで毎月開催している。 

 

○構成員 

・私どもは民間の職業紹介事業者ですが、介護の仕事の紹介実績というのは殆どない。実

際に、どの仕事を選んだらよいか分からないという相談もあるが、そのような時に、私

ども自身が、介護という仕事を思い浮かべることはないという状況である。 

・介護の訓練は、受講者を確保すれば就職率が上がるので、事業としては、成果が出てい 

る分野である。 

・介護の仕事を啓蒙するビデオを作って YouTube で流すなど、工夫をして介護に興味を持

ってくれる人を増やすと良いのではないか。介護の仕事について、啓蒙に力を入れると

よいと思う。 

 



○構成員 

・職業訓練を受ける方は、まず前段としてその仕事がしたいというファーストステップが

ある。そういう意味では、やはりその仕事の啓蒙が必要だと思う。特に、仕事のやりがい

や魅力を知ってもらうことが一番だと思う。 

・介護の仕事では、実際に働いている方に伺ったところ、介護の仕事ほど利用者と心が触

れ合える仕事は無いと話していた。これが大きな魅力の一つだと思う。このような魅力

を感じてもらえるようなリーフレットとか広報があるとよいと思う。 

 

○構成員 

・先ほど事務局の説明で、介護の訓練を受けるとスムーズに職場に入ることができるとい

う説明があったが、実際に訓練を受けた方と受けずに介護の仕事に就いた方との定着率

についてのデータはあるのか。もしあれば、そのデータを示してはどうか。啓蒙に加え

て、定着率のデータを示すことで訓練を促すことが出来ると思う。 

 

＜事務局＞ 

・実際に訓練を受けた方と受けずに介護の仕事に就いた方の定着率についてのデータがあ

るのか分からないが、介護の訓練については、訓練受講後に就職した方が、本人にとっ

ても、介護施設にとっても、お互いに良いことが多いのかなと思っている。 

また、訓練受講者の確保については、訓練という狭い範囲での対応ではなく、もっと広い

意味で介護の仕事の魅力という切り口で対応する必要があると理解した。 

 

 

③求職者支援訓練基礎コースの活用促進 

＜事務局＞ 

・就労経験が少ない方などに対して、社会人としての基礎的な能力であるコミュニケーシ

ョンやビジネスマナーを 1 か月間学ぶことは、就職すること、そして長く働き続けるこ

とにもつながり、とても有効だが、受講希望者が少なく、このコースを実施する訓練施

設も少なくなっている。 

・「社会人スキル」を身につけられ、就職につながるという基礎コースのメリットを伝える

ために、リーフレットを作成して、周知を図っている。 

 

○構成員 

・求職支援訓練は、雇用保険を受給できない方をメインターゲットとしているが、雇用保

険を受給出来ない方は、ハローワークにも来ない方が少なからずいるので、そのような

方への受講勧奨をどのようにしていくかというのが課題である。 

・基礎コースでは、職業能力開発講習を１ヶ月間程度、訓練の初期段階で設定しなければ

ならないルールとなっている。ここは、求職者によっては必要性あるいは実施の可否な

どの面で二の足を踏む面もあるのかなと考えている。 

 

 



○構成員 

 ・訓練の内容がパソコンの基礎の「き」、誰もが知っているような内容なので、敬遠されて

いるのかなと思う。また、訓練生の目線で考えると、この内容で３ヶ月間というのも二

の足を踏んでいるのではないかと想像している。 

・職業能力開発講習は、最初の１ヶ月間で 100 時間近く設定することになっているが、訓

練生からすると、この講習が就職に役立つものであるとの理解がなされていないと思わ

れる。実践コースでも、就職支援（応募書類の作成や面接対策）という時間を設けている

が、反応は良くないと感じている。それが基礎コースでは 100 時間もあるということで、

その良さが訓練生の方には十分伝わっていないのかなと思う。 このため、この必要性の

告知をもっと周知していただくとよいと思う。 

・基礎コースと実践コースを続けて受講することが出来ることを、更に周知すると、受講

者が増えるのではないかと思う。 

 

○構成員 

 ・基礎コースだけだと、次にどう繋がるのかが見えないということであれば、実践コース

にオプションという形で基礎コースをつけたらどうか。基礎コースがオプションであれ

ば、もう少し選びやすいかと思う。 

 

＜事務局＞ 

 ・現行の制度では、自動的に次の訓練に行くことが出来ない仕組みになっているので、再

度訓練に申し込みして選考を受けて次を受講することになる。基礎コースを受け終わっ

たら次の訓練に自動的に行けるシステムにはなっていない。ただ、この提案は、確かに

良い手法だと思うので、今後本省にも意見を伝えていきたい。 

 

○構成員 

 ・基礎コースの対象になるような方に働きかけをすることが必要ではないか。 

パソコンの基礎ということであれば、ターゲットとして今までパソコン操作をしていな

い、高齢の方を対象にしてはどうか。昨今は、70 歳までの継続雇用という話にもなって

きているので、そのような方に対する働きかけがあると良いのではないかと思う。 

 

○構成員 

 ・就労経験の少ない者に対して、社会人としての基礎知識をつける訓練は、一回就職した

けれども短期間でリタイヤした方を対象にして考えるのか。また、子育てが一段落し、

再び就職をしようという方を対象と考えるのか。どのような人たちを対象と考えている

のか見えない。 

・高齢者を対象とするとなると、職業能力の基礎となるコミュニケーションやビジネスマ

ナーを身につけるとしても、ビジネスマナーは既に卒業した方々に、訓練で学ぶという

ことにはならない。基礎コースの内容は、新入社員研修で学ぶことが多い。就職した人

の多くは 4 月の段階で学んでいるのではないか。 

・どのような人をターゲットにするのか、対象者を絞り込みするとよいのではないか。 



 

＜事務局＞ 

・確かに私どもは、なるべく対象者の範囲を広げて、受講者の募集をしてきたわけですが、

むしろターゲットを絞って新卒で就職したけれども早期に退職した方や、育児から復帰

する方、高齢者など、ターゲットを絞った方がより良いのではないかということで、来

年度から実施できないか検討していきたい。 

 

○構成員 

 ・基礎コースについては、キャリアマップがあると良いと思う。 基礎コース終了後は、こ

のように繋がっていくということを示すことで、基礎コースの次の段階には自信がない

という人が、一つ手前の基礎コースを受講するという動きになるのかなと思う。 

 

○構成員 

 ・基礎コースでは、職業能力開発講習を一通り設定いただくルールになっている。それは

対象が暫く仕事を離れていた方という前提である。ただ、この講習全部までは必要無い

方も少なからずいる。 

・私どもポリテクセンターのように専門的な技術の職業訓練を受ける前に、ご希望の方に

は、このような職業能力開発講習を１ヶ月間受けていただくシステムとしている。割と

年齢が高い方もこの講習を受けている。その方々は、受講したことで、新たな気づきが

ある。また、コミュニケーションについては、年齢や性別を問わずグループワークで取

り組んでいるが、皆さん充実した時間を過ごしている。 

 

④職業訓練の広報（ハローワーク利用者以外向け） 

＜事務局＞ 

・ハローワークを利用している方には、ある程度広報されているが、未だに職業訓練の制

度を知らない方がいるので、今後は、いかにして、ＨＷを利用していない方に広報して

いくかが課題である。 

・訓練受講により再就職の確率が高まるというリーフレットを作成した。 

 

○構成員 

・コロナの影響もあり、求職者がハローワークに来なくなっている状況がある。このよう

なことが私どもの受講者数にも大きく関わっているのかなと感じている。この状況を踏

まえて、ハローワークを利用していない方に職業訓練を知っていただくことが大事にな

っている。 

・現状では、チラシを作成して、ショッピングモールや図書館、市役所などに置いている。

また、職業訓練の魅力だけではなく仕事の魅力そのものを知っていただくことも非常に

重要になってくると思っており、実際に私どもの職業訓練を受けて仕事に就いた方に対

するインタビュー動画などを、ホームページで配信していこうと考えている。 

・訓練の情報をメディアに取り上げていただくという取り組みも行っており、いろんなイ

ベントや行事を紹介して、記事にしていただいている。 



 

○構成員 

・学ぶ機会が多様であるということは大事である。おそらく今の人達は学ぶということよ

りも、自分を高めるとか、自分の夢を実現するということを望んでいるのであって、単

に技術力を上げるというのではないと思う。そこで、訓練という言葉と自分を高めるこ

とのギャップが大きいのではないか。訓練という言葉では、響かないのではないかと思

う。 

・受講者が集まらないから、やらないという判断もあるかもしれないが、やはり国として、

やらなければならないものもあると思う。 

・一方で利用者のニーズがどこにあるか、開催日数、実施日時、開催場所などがどうなの

か、その把握は必要だと思う。 

・ＰＲの仕方については、一つの方法で多くの人に伝わることはない。ホームページやチ

ラシはプッシュ型ではないので、多様な広告手段を使うメディアミックスでないと広く

集めることはできない。 

・介護の問題について、訓練生が集まらない理由は、国民皆が自分たちの出来ないことを

介護に携わる人達にしていただいているのに、あまりにも賃金が安いとか、待遇が悪い

ので、夢の無い仕事になってしまっているところにも問題があるのではないか。 

 

 

（３）公的職業訓練効果検証ワーキンググループについて 

＜事務局＞ 

 ・適切かつ効果的な職業訓練を実施していくため、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキ

ュラム等の改善を図ることを目的に実施する。 

・構成員は、石川労働局、石川県、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の 3 者とする。 

・検証方法は、検証対象の訓練分野を選定し、当該分野の訓練コースの対象者に対してヒ

アリングを行う。その結果から、訓練効果等に関して検証し、改善促進策（案）を検討す

る。対象者は、訓練の修了者、訓練修了者を採用した企業、訓練実施機関とする。 

 

○構成員 

・一番重要なことは、「就職後に感じた訓練で学んでおくべきだったスキル・技能が何か。」

を把握することである。職業訓練で学んだことが、社会に出てどれくらい使えるかとい

うところを検証するとよい。 

・雇用側からすると、デジタルの訓練を受けてきたが、もっとこのような勉強をして欲し

いとか、そのようなことをヒアリングすると、実際に職業訓練と現場とのマッチングが

深まると思う。 

 

○構成員 

 ・ヒアリングで現場の声を聞くということは非常に大事だと思うが、将来的には数量的な

分析結果もあると説得力が増すので、ヒアリングと共に量的な調査も行い、その結果が

見える資料を添えても良いかと思う。 



 

（4）意見交換 

○構成員 

 ・先ほどの訓練という言葉の印象についてのご発言で、訓練だとやらされている感がある

かもしれないと感じた。例えばリスキリングという言葉であったら響きが良いのだろう

か。 

 

○構成員 

・別に制度は訓練でよいが、利用者にＰＲするときに、訓練という言葉で利用者の心が動

くかということである。 

・リスキニングは、合うかもしれないが、自分を磨くとか、自分を高めるというワードが必

要なのではないかと思う。特に、女性活躍を国全体として取り組んでいるところで、女

性が働くことを促す声かけとして、訓練という言葉は合っていないのではないか。 

 

○構成員 

 ・言い方を変えると意外と響く。自分を磨くとか、言い方を広報の時に変えるというのも

いいのではないか。 

 

＜事務局＞ 

・名称の関係は、行政機関として、堅苦しい名称でも使わざるを得ないことはある。ただ、

キャッチーなフレーズは必要かと思う。そこで、職業訓練の親しみやすい名称というこ

とで、ハロートレーニングという愛称と、可愛らしいキャラクターも作っている。そし

て、フレーズとしては、「ハロートレーニング、急がば学べ」がある。就職まで遠回りし

ても結果は近道になるというような、少しキャッチーになるよう意識はしているところ

だが、実際は皆様に響いているかというとまだまだ努力が足りないというところも実感

している。今日のご指摘を踏まえてより刺さりやすい、より身近に感じて訓練を受けて

みようと思っていただけるよう、しっかりと受け止めて考えていきたい。 

 

○構成員 

 ・一般の人に、「ハロトレ」と言っても分からないと思う。 

 

＜事務局＞ 

・まだまだ「ハロトレ」の認知度は低いということもあるが、関心を持ってもらえるような

フレーズやいろいろな広報の仕方も含めて取り組みを進めていきたい。 

 

＜事務局＞ 

 ・「ハロトレ」と言っても分からないと思う。出先の機関では中央で決めたものを使わざる

を得ないこともあるが、今日のご意見を踏まえて、局独自に何か新しいものを考えてい

きたい。 

 



 

＜事務局＞ 

・「学び・学び直し促進のための特定支出控除における特例措置」及び「人材開発支援助成

金」について説明。 

 

 

○結論 

・令和５年度石川県地域職業訓練実施計画は、事務局案のとおり承認される。 

・公的職業訓練効果検証ワーキンググループ実施要領は、事務局案のとおり承認される。 

また、訓練効果を検証する分野は「デジタル分野」として選定される。 

 


