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職業訓練をめぐる最近の流れについて

労働政策審議会
人材開発部会報告

＜地域ごとの協議会の設置＞
労使、教育訓練機関、労働局、都道府県、民間職業仲介機関等の関係者間で
次の事項を協議する場を法定化
・地域の人材ニーズに係る共通認識とそれに適した訓練コースの設定
・訓練受講者等の個別の状況を踏まえた検証、見直し
・訓練受講者に対するキャリアコンサルティングの促進や就職促進

デジタル推進人材の育成 ○ 厚労省においては、「教育訓練給付」「公的職業訓練」「人
材開発助成金」を活用し、２０２４年度末までに年13.5万人を
育成することとされている。

第３回デジタル田園都市国家構想実現会議（令和４年２月４日開催）におい
て、デジタル推進人材を５年間で２３０万人育成することを決定

必要な法的整備が検討（職業能力開発法の改正が予定）
2022年10月１日施行予定

※上記のうち、公的職業訓練の育成人数は6.5万人
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令和４年度大分県地域職業訓練実施計画の主な見直し内容

計画全体の見直し
県内の職業訓練の全体像を関係者で共有する観点から、令和３年度まで求職者支援訓練
に特化して作成していた計画を、公的職業訓練全般を盛り込んだ内容に変更

実施方針の見直し
第２回デジタル田園都市国家構想実現会議（令和３年12月28日開催）において、公的
職業訓練では、2024年度に全国でデジタル分野の受講者数65,000人を目指すこととさ
れたことを受け、デジタル分野の訓練コースの拡充を盛り込む。

関係機関との連携
の在り方の改善

委託訓練の日程及び内容について、先行して設定が行われる大分県の委託訓練の情報を
機構大分支部へ提供し、機構大分支部は大分県が設定する委託訓練との重複が少なくな
るよう調整に努めることとする。

本年10月以降、改正職業能力開発促進法に基づき設置が必要となる新たな協議会の円滑な運営につなげるため、
県内の職業訓練に関する全体像を関係者で情報共有する。
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３（１）実施方針

〇 離職者を対象とする公的職業訓練は、成長が見込まれる分野における人材育成に重点を置きつつ実施。

〇 第２回デジタル田園都市国家構想実現会議（令和３年12月28日開催）において、
・2026年度までにデジタル人材を全国で230万人確保すること
・公的職業訓練では、2024年度に全国でデジタル分野の受講者数65,000人を目指すこと
とされたことを受け、デジタル分野については、一定の要件を満たしたIT分野の資格取得を目指す公的職業
訓練のコースについて、訓練実施機関に対する訓練委託費の上乗せ等により、訓練コースの拡充を図ること
とする。

〇 国（大分労働局）、大分県をはじめとする関係地方自治体や高齢・障害・求職者支援機構大分支部のほか、
訓練実施機関・団体や労使団体等の幅広い連携・協力関係を密にし、総合的に人材育成に取り組む。

〇 人手不足分野等求人ニーズを踏まえた効果的な訓練の設定、および地域ニーズに対応した訓練の推進にも
努める。

令和４年度大分県地域職業訓練実施計画について
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３（２）公共職業訓練（離職者訓練）の対象者数（ア 施設内訓練）

〇 県全体で１０科、４２６名の訓練定員で実施

≪県≫

・幅広い技能を持つ多
能工的な技能者を養成
・就職率目標 ９８％

≪機構≫

・「ものづくり分野」
対象
・就職率目標 ８５％

実施機関：県・機構

【参考】
県立と機構立校の違い

実施主体 実施場所 科数 科名 期間 定員

県立

佐伯高等技術専門校 1 建築科 １年 20

日田高等技術専門校 1 ガーデンエクステリア科 １年 20

機構立校 大分職業能力開発促進センター

8 機械・CADオペレーション科 ６か月 30

ものづくりアシスタント科（女性対象） ６か月 40

３DCAD活用科 ６か月 40

溶接施工技術科 ６か月 52

電気システム科 ６か月 40

電気システム科（日本版デュアルシステム） ６か月 26

建築CAD・リフォーム技術科 ６か月 68

設備技術科 ６か月 60

1 橋渡し訓練（導入講習） １か月 30

計 10 426

＊令和３年度と変更なし ＊橋渡し訓練は6ヶ月訓練との組み合わせ
５



３（２）公共職業訓練（離職者訓練）の対象者数（イ 委託訓練）

〇 令和４年度は県全体で1,664人（令和４年度定
員数1,272人、前年度繰越者392人）で実施する。

実施機関：県

〇 介護福祉士、保育士、ＩＴ人材、准看護師等の
長期の訓練コースを実施。一部氷河期世代優先枠
を引き続き設ける。

〇 託児サービス付き訓練の設定等、育児中の女性
等が職業訓練を受講しやすい環境の整備。

〇 就職率目標：７５％

〇 大分県独自の訓練について、農業科訓練を定
員20人で実施する。

訓練科種類 コース数 定員数

長期高度人材育成コース 18 (19) 98 (99)

介護福祉士養成科 3 (4) 18 (20)

保育士養成科 4 (4) 20 (20)

調理師養成科（１年課程） 1 (2) 5 (10)

栄養士養成科 2 (2) 8 (8)

美容師養成科 3 (3) 12 (12)

社会福祉士養成科 1 (1) 8 (8)

精神保健福祉士養成科 1 (1) 9 (8)

ＩＴ人材養成科 1 (1) 10 (9)

准看護師養成科（令和４年度新設） 2 (0) 8 (0)

製菓衛生師養成科（令和３年度終了） 0 (1) 0 (1)

事務系 37 (31) 845 (710)

情報系 5 (5) 109 (109)

サービス系 2 (2) 40 (40)

介護系 6 (6) 160 (180)

農業系 2 (2) 20 (20)

計 70 (65) 1,272 (1158)

＊（ ）内は令和３年度のコース数、定員数 ６



３（３）公共職業訓練（学卒者訓練）の対象者数

〇 工科短期大学校専門課程２年制：４科160人 職業能力開発校普通課程１～２年制：９科204名

実施機関：県

〇 県立工科短期大学校

〇 就職率目標 工科短期大学校 ９５% 職業能力開発校 ９８％

〇県立職業能力開発校

企業ニーズに沿ったカリ
キュラム編成を行い、産業
社会の変化に対応できる高
度な専門的知識と技能を兼
ね備えた実践技術者の育成
を図る。

技能検定をはじめとした
就職に役立つ資格の取得な
ど、幅広い技能を持つ多能
工的な技能者の養成に努め
る。

（補足）実施場所 科数 科名 期間 定員 備考

工科短期大学校 4 

機械システム系生産技術科 2年 66 33×２

機械システム系制御技術科 2年 24 12×２

電気・電子システム系電子技術科 2年 40 20×２

建築システム系住居環境科 2年 30 15×２

大分高等技術専門校 5 

メカトロニクス科 2年 40 20×２

電気設備科 1年 20 

自動車整備科 1年 20 

空調配管システム科 1年 20 

木造建築科 1年 20 

佐伯高等技術専門校 2 
機械加工科 1年 20 

オフィスビジネス科 1年 20 

日田高等技術専門校 1 オフィスビジネス科 1年 20 

竹工芸訓練センター 1 竹工芸科 2年 24 12×２

計 13 364 

＊令和３年度と変更なし ７



３（４）公共職業訓練（在職者訓練）の対象者数

〇 県全体で111コース、1,169名の訓練定員で実施する。

実施機関：県・機構

〇 地域企業へのアンケートや訪問によりニーズを的確に把握し、向上セミナーの強化を図る。

○ 機構立校においては、地域の産業ニーズに応じた真に高度な職業訓練および個々の企業ニーズに対応した
レディメイド型とオーダーメイド型の職業訓練を実施し、在職者の職業能力向上を図る。

８

実施主体 コース数 定員

県立

工科短期大学校 24 (20) 162 (157)

大分高等技術専門校 10 (9) 145 (145)

佐伯高等技術専門校 6 (6) 60 (60)

日田高等技術専門校 6 (6) 60 (90)

竹工芸訓練センター 1 (1) 12 (12)

（小計） 47 (42) 439 (464)

機構立 大分職業能力開発促進センター 64 (59) 730 (684)

合計 111 (101) 1,169（1,148）

＊（ ）内は令和３年度のコース数、定員数



３（５）公共職業訓練（障害者訓練）の対象者数

〇 県全体で100名の訓練定員で実施する。

実施機関：県

○ 企業等への就職を希望している障害者に対し、知識や技能を身に付けるための集合型委託訓練を、特定非
営利活動法人や民間教育訓練機関等を活用して、求人・求職ニーズに応じ実施する。拠点校（大分高等技術
専門校）に配した障害者職業訓練コーチが、訓練開始前の準備段階から修了後の就職支援までの総合的・専
門的なパッケージ支援を行う。

実施主体 コース名 期間 定員

大分県

知識・技能習得訓練コース（集合訓練）
パソコンチャレンジコース、実践ＰＣトレーニングコース

３ヶ月 20(20)

知識・技能習得訓練コース（集合訓練）
簿記資格習得コース 介護チャレンジ科

３ヶ月 7(10)

知識・技能習得訓練コース（集合訓練）
ＰＣ・ＷＥＢコース

４ヶ月 10(7)

実践能力習得訓練コース
（就労訓練科）

１～３ヶ月 42(42)

特別支援学校早期訓練コース
（早期就労訓練科）

１～３ヶ月 21(21)

計 100（100）

＊（ ）内は令和３年度の定員数 ＊知識・技能習得訓練コースにおいては、内容が昨年度と異なる
９



３（６）求職者支援訓練の対象者数

〇 ５３５名の認定規模で実施する。

実施機関：機構（委託訓練）

〇 主に基礎的能力を習得する基礎コース１９５人分、実践コース３４０人分

〇 人材不足分野、成長分野とされている分野・職種に重点を置くとともに、訓練実施機関の開拓にも努める。

〇 IT分野にWEBデザイン分野を加えてデジタル分野とし、委託費の上乗せ等により訓練コースの拡充を図る。

コース名

実績枠
新規枠

（地域共通）
総計

中央地域 県北地域 日田地域 県南地域

基礎コース 105(120) 30(45) 30(45) 15(45) 15(15) 195(270)

実践コース 215(210) 15(15) 15(15) 15(15) 80(61) 340(316)

介護福祉分野 90(100) 15(15) 15(15) 15(15) 0(10) 135(155)

医療事務分野 30(70) 30(70)

デジタル分野

IT分野 35(36) 35(36)

WEBデザイン分野 50(0) 50(0)

営業・販売・事務分野 45(40) 30(0) 75(40)

その他の分野 15(15) 15(15)

合計 320(330) 45(60) 45(60) 30(60) 95(76) 535(586)

＊（ ）内は令和３年度の定員数 10



４ 公的職業訓練の実施に当たり留意すべき事項等

○ 関係機関が連携した適切な職業訓練機会の提供と受講生の確保。

○ 関係者の連携・協力の下、地域における求職者の動向や訓練ニーズに対応した実施分
野及び規模の設定、訓練実施機関の開拓や地域の関係機関間の連携方策等について企
画・検討を行う。

・大分県が実施する委託訓練の日程及び内容については機構大分支部へ提供することと
し、機構大分支部は求職者支援訓練との重複が少なくなるよう調整に努めることとする。

○ ハローワークにおけるキャリアコンサルティングを通じ、訓練コースの選択を支援

（１）関係機関
との連携

（２）公的職業
訓練受講者の能
力及び適正に応
じた公的職業訓

練の実施

○ 公共職業訓練及び求職者支援訓練におけるジョブ・カードを活用したキャリアコン
サルティングの着実な実施等に資するよう、効果的な周知・啓発のあり方を検討し、関
係機関を通じた周知を図る。

○ 求職者支援訓練の受講者について、個々に就職支援計画を作成するなど、ハローワーク
において訓練受講者のより早期の就職を支援。

○ 訓練実施機関とハローワークが連携し、訓練効果を活かせる求人情報の提供や訓練修了
後のフォローアップなどを実施。

11








































































































