職業訓練に関するアンケート調査票（企業用）
岩手県地域訓練協議会では、企業の皆様や求職者の皆様から、公的職業訓練に求めるニーズをお伺いし、訓練内容
の充実を図って参りたいと考えております。ご多用のところ誠に恐れ入りますが、本調査の趣旨をご理解いただき、
アンケート調査へのご協力をお願い申し上げます。（岩手県地域訓練協議会は、有識者、労使団体、教育・訓練機関、行政の構成により、地域ニーズに対応した公的職業訓練の実施に係る企画・検討等を行っています。）
※御社の業種・従業員数について該当する番号に○を付けてください。

主

た

る

業

種

①農林水産業 ②建設業 ③電気・ガス・水道業 ④情報通信業 ⑤運輸・郵便業 ⑥卸・小売業 ⑦金融・保険業
⑧不動産・物品賃貸業 ⑨飲食店・宿泊業 ⑩医療・福祉 ⑪教育・学習支援 ⑫サービス業 ⑬労働者派遣・請負業
㋐食品・飲食 ㋑繊維・衣服 ㋒プラスチック製品 ㋓鉄鋼業・金属製品 ㋔機械器具 ㋕電気・情報通信器具
⑭製造業
㋖電子部品・デバイス ㋗輸送用機械器具 ㋘精密機械器具 ㋙その他製造（
）
⑮その他業種（
）

従

業

員

数

①10 人以下 ②11～30 人 ③31～100 人 ④101～300 人 ⑤301～500 人 ⑥501～1,000 人 ⑦1,001 人以上
※以下の質問について、あてはまる番号を回答欄にご記入ください。
（質問３、６－２、７は具体的にご記入ください。
）

質問１

採用時に重視する点について

採用時に重視する点を３つまで選び、最も重視する点から順にご記入ください。
①技能・資格
②知識・経験
⑤積極性・行動力
⑥協調性
⑨根気
⑩その他（

質問２

③一般常識・ビジネスマナー ④熱意・意欲
⑦コミュニケーション能力
⑧健康・体力

1.

3.

）

パソコン技能について

入社までに習得してほしいパソコン技能をご記入ください。
①特になし
②文書作成
③表計算
④ソフトウェアを使用したデータ処理
⑤プレゼンテーション資料作成
⑥ホームページの作成
⑦CAD
⑧その他のパソコン技能（
）

質問３

回答欄
2.

回答欄（複数回答可）

その他の技能等について

パソコン技能以外で、入社までに習得又は取得してほしい技能・資格がありましたらご記入ください。

質問４

公的職業訓練について

回答欄

【４-１】公的職業訓練を知っていましたか？
①知っている
②知らない
【４-２】４-１で「①知っている」を選択された方にお伺いします。
どのような方法・経路で知りましたか？
①ハローワーク
②職場の同僚・知人・家族
③インターネット
④求人・就職情報誌
⑤新聞の折り込みチラシ
⑥その他（

回答欄（複数回答可）

）

【４-３】４-１で「①知っている」を選択された方にお伺いします。

回答欄

職業訓練の受講者を採用したことがありますか？
①採用したことがある
②採用したことがない
③わからない

【４-４】４-３で「①採用したことがある」を選択された方にお伺いします。
職業訓練の受講者を採用した結果はいかがでしたか？（退職している場合は※印も記入してください。）
①即戦力となった
②基本的なことが身についていたので良かった
③必要とする知識や技能が不足していた
（何が不足していましたか：
④わからない
⑤その他（
※退職理由：自己都合・その他 （在職期間：概ね

年

）
）

回答欄

ヶ月）

該当理由に○を付けて、在職期間をご記入ください。
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（裏面へ続く）

質問５ 公的職業訓練のイメージについて
公的職業訓練についてどのようなイメージをお持ちですか？
①即戦力となる人材の養成
③資格の取得
⑤その他（

質問 6

回答欄

②基本的な能力の付与
④わからない、特にイメージは無い

公的職業訓練の設定コースについて

【６-１】御社において役に立つと思う職業訓練コースを３つまで選び、最も役に立つと思うものから順にご記入ください。
①パソコン基礎コース
（パソコン操作・文書作成・表計算などの基本操作の習得）

②パソコンスキルコース
1.

（データ処理・パワーポイント等プレゼンテーション資料作成など応用操作の習得）

回答欄
2.

3.

③経理・事務習得コース
（パソコン操作や簿記・ビジネスマナーの基礎知識・技能等の習得）

④ＩＴコース
（コンピューターシステム全般に関する基礎知識・C 言語・Java 等のプログラミング言語の習得等）

⑤Ｗｅｂデザインコース
（WEB サイト制作に関するプログラミングやデザインソフトの知識及び技能・技術の習得）

⑥社会人スキルコース
（職業能力の基礎となるコミュニケーション能力やビジネスマナー等の習得）

⑦介護・福祉住環境コース
（介護業務の基礎知識・技能等の習得・介護職員初任者研修終了）

⑧医療事務・介護事務コース

⑭建設機械運転コース

（医療事務の基礎知識・技能等の習得・医療事務関係資格取得）

（クレーン・フォークリフト・建設機械等の運転技術等の習得）

⑨販売士育成コース

⑮機械・金属加工コース

（販売・営業等に関する基礎知識や技能の習得）

（機械製図・普通施盤作業など機械・金属加工技術等の習得）

⑩観光おもてなしコース

⑯電気設備・電気通信施工コース

（ホスピタリティ接遇・ビジネスマナー及び観光客対応の知識・技能等の習得）

⑪フードスタッフ養成コース

（電気通信設備などの基礎知識・施工技術学の習得）

⑰ビル管理コース

（食品・栄養・食品衛生や調理に関する知識、基本技術等の習得）

（建物の給排水設備・ビル管理などの基礎知識・作業技術等の習得）

⑫大型自動車一種運転業務従事者育成コース

⑱住宅リフォームコース

（大型自動車一種免許の取得、運送業界の就労に必要な知識の習得）

（住宅図面作製技術・大工工事などの基礎知識・技術等の習得）

⑬警備・保安コース

⑲宅地建物取引士養成科

（警備業法で定められている業務の知識・技術等の習得等）

（不動産及びマンション管理に関する知識とそれに基づく経理処理等の習得）

【６-２】６-１（ ①～⑲ ）の職業訓練コース以外で必要と思われる職業訓練や、既存のコースに加えた方が良いと思われるカリ
キュラムがありましたらご記入ください。
（高齢労働力の活用に向けてのご意見等につきましては、下の括弧内にご記入ください。
）

※高齢労働力の活用に向けて必要と思われる職業訓練コースやカリキュラムがありましたらこちらにご記入ください。
《ご参考》 就労を希望する高齢者は約７割となっています。
（対象は全国 60 歳以上の男女／内閣府：平成 28 年度版高齢社会白書より）

質問 7

公的職業訓練について、ご意見・ご要望がありましたらご記入ください。

ご協力ありがとうございました。
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本アンケートに関する問い合わせ先：岩手県地域訓練協議会事務局
岩手労働局職業安定部訓練室
電話：019－604－3004

職業訓練に関するアンケート調査票（求職中の方用）
岩手県地域訓練協議会では、企業の皆様や求職者の皆様から、公的職業訓練に求めるニーズをお伺いし、訓練内容
の充実を図って参りたいと考えております。ご多用のところ誠に恐れ入りますが、本調査の趣旨をご理解いただき、
アンケート調査へのご協力をお願い申し上げます。（岩手県地域訓練協議会は、有識者、労使団体、教育・訓練機関、行政の構成により、地域ニーズに対応した公的職業訓練の実施に係る企画・検討等を行っています。）
※該当する番号に○を付けてください。

性 別
①男

年

②女

①20 歳未満

最
①中学

②高校

②20 歳代

終

学

③専修・各種学校

齢

③30 歳代

④40 歳代

⑤50 歳代

歴

卒

④短大・高専

⑤大学・大学院

⑥60 歳以上

業

①卒業・修了

等

②中退

③在学

求 職 登 録 の 期 間
①１ヶ月未満

就
①失業中

②１ヶ月～３ヶ月未満

業

状

②在職中

③３ヶ月～６ヶ月未満

④６ヶ月～１年未満

態
③その他

⑤１年以上

雇 用 保 険 の 受 給
①受給中

②受給を予定（手続き中など）

③受給していない

※以下の質問について、あてはまる番号を回答欄にご記入ください。
（質問３、７－２、８は具体的にご記入ください。
）

質問１

希望する職種について

あなたの希望する職種を選んでご記入ください。
（３つまで選択可。複数選んだ場合は希望する順にご記入ください。
）
①ＩＴ
②医療事務
③一般事務
④販売
⑤営業
⑥介護
⑦サービス ⑧建設・建築 ⑨警備・保安 ⑩農林水産 ⑪運輸通信
回答欄
⑫製造（機械・金属） ⑬製造(電気・電子) ⑭製造(自動車) ⑮製造(食品)
1.
2.
3.
⑯製造(その他)
⑰その他の職業(
)
※ ⑦サービス：飲食店ホール係、ホテル等接客係、調理、理・美容師 等

質問２

パソコン技能について

就職するまでに習得したいと思うパソコン技能をご記入ください。
①特になし
②文書作成
③表計算
④ソフトウェアを使用したデータ処理
⑤プレゼンテーション資料作成
⑥ホームページの作成
⑦CAD
⑧その他のパソコン技能（
）

質問３

回答欄（複数回答可）

その他の技能等について

パソコン技能以外で、就職までに習得又は取得したい技能・資格がありましたらご記入ください。

質問４

公的職業訓練について

回答欄

公的職業訓練を知っていましたか？
①知っている
②知らない

質問５

公的職業訓練の受講について

回答欄

【５-１】今後、機会があれば公的職業訓練を受講したいと思いますか？
①希望する
②希望しない
③どちらともいえない
【５-２】５-１で「②希望しない」または「③どちらともいえない」を選択された理由は何ですか？
①すぐに就職したいから
②受講したいコースが無いから ③受講後の効果がわからないから
④その他（
）

【５-３】職業訓練を受講する場合、どのような条件・環境が備わっていれば良いと思いますか？
①生活保障
②安価な受講費用
③自宅から近い訓練場所
④託児サービス
⑤夜間・土日等の受講
⑥わからない・特にない
⑦その他（
）
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回答欄

回答欄（複数回答可）

（裏面へ続く）

質問６

公的職業訓練の受講期間について
回答欄

公的職業訓練の受講期間はどの位が適当だと思いますか？
①1 ヶ月間
②2 ヶ月間
③3 ヶ月間
④6 ヶ月間
⑦その他（

質問７

⑤1 年間

⑥2 年間
）

公的職業訓練の受講希望コースについて

【７-１】受講してみたいと思う職業訓練コースを３つまで選び、最も受講してみたいと思うものから順にご記入ください。
①パソコン基礎コース
（パソコン操作・文書作成・表計算などの基本操作の習得）

②パソコンスキルコース
1.

（データ処理・パワーポイント等プレゼンテーション資料作成など応用操作の習得）

回答欄
2.

3.

③経理・事務習得コース
（パソコン操作や簿記・ビジネスマナーの基礎知識・技能等の習得）

④ＩＴコース
（コンピューターシステム全般に関する基礎知識・C 言語・Java 等のプログラミング言語の習得等）

⑤Ｗｅｂデザインコース
（WEB サイト制作に関するプログラミングやデザインソフトの知識及び技能・技術の習得）

⑥社会人スキルコース
（職業能力の基礎となるコミュニケーション能力やビジネスマナー等の習得）

⑦介護・福祉住環境コース
（介護業務の基礎知識・技能等の習得・介護職員初任者研修終了）

⑧医療事務・介護事務コース

⑭建設機械運転コース

（医療事務の基礎知識・技能等の習得・医療事務関係資格取得）

（クレーン・フォークリフト・建設機械等の運転技術等の習得）

⑨販売士育成コース

⑮機械・金属加工コース

（販売・営業等に関する基礎知識や技能の習得）

（機械製図・普通施盤作業など機械・金属加工技術等の習得）

⑩観光おもてなしコース

⑯電気設備・電気通信施工コース

（ホスピタリティ接遇・ビジネスマナー及び観光客対応の知識・技能等の習得）

⑪フードスタッフ養成コース

（電気通信設備などの基礎知識・施工技術学の習得）

⑰ビル管理コース

（食品・栄養・食品衛生や調理に関する知識、基本技術等の習得）

（建物の給排水設備・ビル管理などの基礎知識・作業技術等の習得）

⑫大型自動車一種運転業務従事者育成コース

⑱住宅リフォームコース

（大型自動車一種免許の取得、運送業界の就労に必要な知識の習得）

（住宅図面作製技術・大工工事などの基礎知識・技術等の習得）

⑬警備・保安コース

⑲宅地建物取引士養成科

（警備業法で定められている業務の知識・技術等の習得等）

（不動産及びマンション管理に関する知識とそれに基づく経理処理等の習得）

【７-２】７-１（ ①～⑲ ）の職業訓練コース以外で必要と思われる職業訓練や、既存のコースに加えた方が良いと思われるカリ
キュラムがありましたらご記入ください。
（高齢労働力の活用に向けてのご意見等につきましては、下の括弧内にご記入ください。
）

※高齢労働力の活用に向けて必要と思われる職業訓練コースやカリキュラムがありましたらこちらにご記入ください。
《ご参考》 就労を希望する高齢者は約７割となっています。
（対象は全国 60 歳以上の男女／内閣府：平成 28 年度版高齢社会白書より）

質問８

公的職業訓練について、ご意見・ご要望がございましたらご記入ください。

ご協力ありがとうございました。
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本アンケートに関する問い合わせ先：岩手県地域訓練協議会事務局
岩手労働局職業安定部訓練室
電話：019－604－3004

