
千葉県産業人材育成中期計画（第 10 次千葉県職業能力開発計画）の目標に対する取組について 

 
 
 
 
 

項  目 
現状 

（H27 年度） 
目  標 

実績 

（H28 年度） 
H28 年度の主な取組 取組の評価 H29 年度の主な取組 

離職者等再就職訓練事業に  

おける就職率 
７５．１％ 現状の水準以上とする 

７６．７％ 

（暫定値） 

・委託先の訓練機関、労働局、ＨＷと連携

した就職支援の実施 

・就職支援アドバイザーによる巡回指導

等の実施 

・雇用情勢の回復もあり、近年就職

率も高めに推移しており、平成 28

年度は、目標達成見込み。 

・企業ニーズ、訓練ニーズに合わせた

訓練コースを設定する。 

・委託先の訓練機関からＨＷへの誘導

による就職支援の徹底を図る。 

県立高等技術専門校の応募倍率 １.０８倍 現状の水準以上とする １．０６倍 

・入校促進委員会での検討及び入校促進

担当(嘱託職員)によるＰＲ活動 

・愛称・キャッチフレーズの設定 

  愛称：ちばテク 

  ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ：「やりたい」を「できる」

に！ 

・ちばテク広報用ＤＶＤの作成・配布 

 （Ｈ28年度：365 件） 

・千葉商工会議所の会員誌へ特集を掲載 

・県民だより８月号に特集を掲載 

・Bay FM で募集案内 5回放送 等 

・全体的に応募倍率が下降傾向にあ

るため、募集活動を強化する必要

がある。 

・Ｈ28 年度に作成した愛称や広報用 

ＤＶＤを活用するとともに、新たに

広報用クリアファイルを作成し高校

へ配布した。 

・ちばテクの認知度が低いことから、

次年度に向けた戦略的な広報活動を

検討する。 

・地域や企業、訓練生へのアンケート

により訓練科の見直しを行う。 

・入校促進委員会において、積極的な

広報を継続的に検討する。 

・ちばテクの訓練科等に関するニーズ

調査を実施し、ちばテクに求められ

ていることを把握して、入校率と就

職率の向上を図る。 

県立高等技術専門校の入校率 ６６.８％ 毎年度２ポイント増加を目指す ６９．８％ 

・目標を達成したものの、入校率が 

70％を割っており、入校促進の取

組を強化していく必要がある。 

県立高等技術専門校の就職率 ８６．９％ 毎年度８８．０％を上回る ９０．９％ 

・就職支援アドバイザーによる訓練生へ

の就職支援セミナーの実施 

（4校 63 名受講） 

・ちばテクへの求人票提出数が前年

度を上回るなど、雇用情勢が良好

な状況が続いていることもあり

目標値を上回ることができた。 

県立高等技術専門校における 

在職者訓練（ちば企業人スキル 

アップセミナー）事業の受講率 

７８．２％ 毎年度８０．０％を上回る ７５．４％ 

・メニュー型訓練を 23 コース（定員 225

名・受講者数 159 名）、オーダー型 7コ

ース（定員 55 名・受講者数 52 名）を

実施 

・不人気コース廃止などの訓練コースの

見直し 

・一部のちばテクで空調機が故障し

3コース（定員 24 名）が中止にな

るなどの事情もあったが、ＰＲ不

足の部分もあり、認知度を上げる 

必要がある。 

・新たな取組として、ものづくりに 

関連したソフト部門（経理、労務、

営業など）の研修等の実施に向けた

検討を行う。 

 

 

 

 

 
 

項  目 
現状 

（H27 年度） 
目  標 

実績 

（H28 年度） 
H28 年度の主な取組 取組の評価 H29 年度の主な取組 

県立高等技術専門校（普通  

課程）の正規雇用率 
９２．９％ 現状の水準以上とする ９４．２％ 

・各校において、技術・技能（資格）の習

得に加え、コミュニケーション研修や

ビジネスマナー研修を実施 

・訓練科の指導員による企業訪問や訓練

カリキュラムの見直し等の実施 

・近年、就職率は高い水準を維持し

ており、雇用情勢の回復の影響も

あるが、訓練内容が一定の評価を

得ていると考えられる。 

・引き続き、訓練内容の充実を図って

いく。 

  

実 施 目 標 

基本方針１ 地域の実情や企業ニーズを踏まえた職業能力開発の推進 

資料１－１ 

基本方針２ 誰もがいきいきと活躍できる全員参加の社会の実現に向けた職業能力開発と就労支援の推進 

実 施 目 標 
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項  目 
現状 

（H27 年度） 
目  標 

実績 

（H28 年度） 
H28 年度の主な取組 取組の評価 H29 年度の主な取組 

県立高等技術専門校の女性 

入校率 
７．０％ 毎年度、増加を目指す ９．９％ 

・女性にも職業訓練を身近に感じてもら

うため、入校案内の表紙や広報用  

ＤＶＤで女性を積極的に掲載 

・ものづくり系の訓練科が多いた

め、女性の入校を意識してＰＲを

行う必要がある。 

・女性向けのパンフレットを作成する

などの広報を検討する。 

・ちばテクの一部の校で、女性の意見

を採り入れた作業服とした。 

離職者等再就職訓練事業での

託児付きコースの開講数 
１０コース 毎年度１２コースを上回る １１コース 

・企画提案募集数を拡充（年 14 コース） 
  選定 14 コース（うち中止 3 コース） 

・託児付きのコース数を増やすた

め、委託先の訓練機関へコースの

理解、協力を求める必要がある。 

・委託先の訓練機関向けの説明会を開

催し、託児付きの企画提案を働きか

ける。 

県内の民間企業における 

障害者実雇用率 
１．８２％ 

法定雇用率を達成する 

※平成 28年度 2.0％ 
１．８６％ 

・法定雇用率未達成企業に対して、労働

局長と知事の連名での障害者の雇用促

進要請文書を発出 

・全県対象及び成田地区対象の障害者雇

用促進セミナーの開催（労働局主催、

県共催） 

・障害者雇用促進就職面接会の開催（ハ

ローワーク千葉主催、県・市共催） 

・法定雇用率未達成企業を指導す

る労働局と連携した取組によ

り、未達成企業へ県事業の周知

を効果的に行うことができた。 

・引き続き、労働局と連携した各種取

組（セミナー・合同面接会等）を行

う。 

障害者雇用率達成企業の割合 ４９．０％ 
５１．０％ 

（H32 年度） 
５１．５％ 

 

 

 

 
 
 

項  目 
現状 

（H27 年度） 
目  標 

実績 

（H28 年度） 
H28 年度の主な取組 取組の評価 H29 年度の主な取組 

技能検定受検者の申請者数 ４，４０１人 
５，５００人 

（H32 年度） 
４，６３２人 

・国が定める実施計画に基づき本県の実

施計画を策定及び実施 
・外国人技能実習制度の改正に対応する

ため、検定実施職種を拡大。 
（基礎級：32→42 職種） 
（随時３級：16→34 職種） 
・また、検定委員の確保に向けて業界団体

へ協力を依頼 

・順調に推移しているものの、若年

者の受検を促進するための更な

る取組を行う必要がある。 

・後期検定から 35 歳以下の若年者に

ついて 2、3級の実技試験手数料の減

額（9,000 円）を実施する。 

・外国人技能実習制度の改正に伴う検

定受検者の増加に対応するため、協

会の実施体制の整備を支援する。 

未来の名工チャレンジ事業に

おける参加者数 
２８６人 毎年度、増加を目指す ２６８人 

・各ちばテク校において、県民の日（6

月）、夏休み(8 月)などを中心に、子供

向けにものづくりを体験してもらうコ

ースを実施（45コース・268 名） 

・学校や関係機関等への広報強化に

加え、参加機会の拡大に向けた検

討の必要がある。 

・より身近な地元地域での開催（出前

訓練）など、参加機会の拡大を検討

する。 

 
 

 
 
 
※基本方針４は、関係団体との連携強化を主な内容としているため、その性質上、定量的な目標は設定しない。 

基本方針３ ものづくり分野等における技能の振興及び継承の促進 

実 施 目 標 

基本方針４ 職業能力開発を推進するための体制の充実 

実 施 目 標 
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