
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）目標に対する取組について 

 
 
 
 
 

項  目 
現状 

（H27 年度） 
目  標 R2 年度実績 R2 年度の主な取組 取組の評価 R3 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 

７０．２％ 

暫定値 

・民間教育訓練機関に委託による職業訓

練の実施。（206 コース、受講者 3,087

人） 

・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った。 

・平成 30 年度までは雇用情勢が良

好で就職率は高めに推移してい

たが、令和元年度以降、コロナウ

イルス感染症の影響による雇用

情勢の悪化等により就職率が低

下した。 

・令和３年度についても、雇用情勢

の悪化を受け、国の定める目標値

（75％）を下回る見込み。 

・国家資格等の取得を目指した長期高

度人材育成コースを設定し、正社員

就職を促進する。 

・短期間・短時間訓練や e ラーニング

コース等、国から示されたコースの

新設及び、デジタル化に対応するた

めのデジタル人材育成コースの新設

に向け検討する。 

・引き続き、委託先の訓練機関、ＨＷ、

労働局と連携し、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 ０．８４倍 

 若手指導員によるＰＲ活動の検討や

各校での広報活動の情報共有により

全体の PR活動の強化を図った。また

入校促進担当を配置し、高等学校訪

問等のＰＲ活動を実施した 

(以下、主な広報内容) 

 パンフレット、ポスターの配付（高等

学校等） 

 施設見学や体験学習会の実施 

 ハローワークにおける説明会、デジ

タルサイネージの活用 

 進路情報サイトへの募集案内掲載

(新規) 

 駅構内へのポスター掲出 

 地域イベントへの参加(一部の校) 

 新聞折込チラシ（一部の校） 

SNS（Facebook、instagram）を活用した情

報発信（新規、一部の校） 

・応募倍率が下降傾向にあるため、

募集広報活動を強化する必要が

ある。 

・引き続き進路情報サイトにちばテク

紹介ページを掲載する。 

・引き続き、若手指導員によるＰＲ活

動の検討を行う。 

・入校促進担当（嘱託職員）訪問の通

信制高等学校等からの応募が増えて

きたことから、引き続きＰＲ活動を

実施する。 

・訓練生の内定状況等を訓練生の母校

に報告する等の取組により新規学卒

者の応募が増えていることから各校

においても広報への取組を強化し、

ちばテクの魅力を発信する。 
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 ５６．８％ 

・昨年度より入校率が減少し目標未

達成であり、60％を割っている状

況となっており、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 ８７．３％ 

・各校において、技能・技術（資格）の習

得に加え、引き続きコミュニケーショ

ン研修やビジネスマナー研修を実施。 

・雇用情勢の改善に伴い、高等技術

専門校の求人状況は良好である

ため、目標を達成しているものの

就職率は昨年度同様の結果とな

った。 

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 ６２．８％ 

・メニュー型訓練 17 コース（定員 152 名・

受講者 91 名）、オーダー型訓練 4 コー

ス（定員 12 名・受講者 12 名）実施。 

・受講者アンケートからニーズの高いコ

ースを設定。 

・業界団体等関係各所にパンフレット等

の配布。 

・コロナ禍の影響で応募者数が減少

した。 

・受講率が大幅に減少し、目標未達

成となった 

・コロナ禍対応した取組について検

討を行う必要がある。 

・企業ニーズを把握し、訓練コースの

見直しを行い、応募者が多く集まる

コース数を増やす。 

・オーダー型訓練について、企業の要

望に応じて、出前授業の検討を行う。 

・インターネットを活用した受講申込

等について検討を行う。 

 

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 

１ 

資料２－１ 令和 2 年度 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

項  目 
現状 

（H27 年度） 
目  標 

R2 年度実績 
〔R1 年度実績〕 

〔H30 年度実績〕 
R2 年度の主な取組 取組の評価 R3 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 ９５．４％ 

・各校において、技能・技術（資格）の習

得に加え、引き続きコミュニケーショ

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を通し

て企業のニーズを把握し、訓練カリキ

ュラムの見直し等を実施。 

・雇用情勢の改善と全産業における

人手不足感により、求人状況は良

好であり目標を達成している。 

・企業等へのアンケート調査におい

て、各訓練科のカリキュラム内容に

ついては、一定の評価を受けており、

修了生の評価も良好であることか

ら、引き続き、訓練内容の充実を図

る。 

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ＰＲ動画に

おいて、女性を積極的に掲載。 

・就職支援員による高等学校やハローワ

ークへの戸別訪問の際に、女性向けに

女性の入校率の高い訓練科をPRしてい

る。 

 

・女性の入校率は増加したが、特定

の訓練科に集中している。 

・ものづくり系の訓練科では、イメ

ージ先行で敬遠される傾向があ

るため、女性の入校を意識したＰ

Ｒ活動を行う必要がある。 

・女性の訓練生には、作業服も明るい

ものを選択している。 

・機械加工系の訓練科においては訓練

コース選択制度を設け、ＣＡＤ製図

コースを実施。女性に対する求人ニ

ーズもある職種であることをＰＲす

る。 

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 １６コース 

・託児付きコースを 16コース開講 

 （託児利用児童数：14 人） 

 

・託児付きコースは目標数を上回

り、託児ニーズを一定程度満たし

た。 

・従来型（託児枠が 10人）の託児付

き訓練コースに加え、1人以上の託

児付きサービスを付した企画提案を

推進し、設定促進を図る。 

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 29 年度 2.0% 

  平成 30年度～ 2.2% 

２.１２％ 

・法定雇用率未達成企業及び新たに障害

者雇用義務の生じた企業等を対象とし

た障害者雇用支援制度等に関するハン

ドブック（障害者雇用好事例集）を作

成・配布 

・障害者就労促進チャレンジ事業の企業

向け見学相談会について、ハローワー

クの雇用指導官と連携して実施 

・法定雇用率未達成企業や新たに障

害者雇用率の対象となった企業

への障害者雇用に関する周知に

ついて、未達成企業への達成指導

を行う労働局（ハローワーク）と

連携した取組により、効果的に行

うことができた。 

・法定雇用率未達成企業への労働局長

と知事の連名による障害者雇用促進

要請文書の発出 

・未達成企業及び雇用率の新規対象企

業向けとした障害者雇用に関する支

援機関や制度に関するリーフレット

の作成及び配布 
障害者雇用率達成企業の割合 ４９．０％ 

５１．０％ 

（R2 年度） 
５１．９％ 

 

 

 

  

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 

２ 



 

 
 
 
 

項  目 
現状 

（H27 年度） 
目  標 R2 年度実績 R2 年度の主な取組 取組の評価 R3 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） 
7,084 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 
（R２前期：中止(緊急事態宣言の発令

により国が中止を決定) 

後期：88職種 83 作業） 

・若年技能者の確保を図るため、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）を継続実施（平

成 29 年度後期技能検定以降） 

・外国人技能実習制度に係る随時級の検

定受検者が増加したことから、技能検

定委員の確保に向けて、千葉県職業能

力開発協会と連携して業界団体等へ協

力を依頼 
（R２基礎級：42 職種、 

随時 3級：44 職種、 

随時 2級：26 職種） 

・平成 29 年度時点で実績が目標値

を上回ったが、これは外国人技能

実習制度に係る検定受検者が増

加したことによるものであり、定

期技能検定の受検者は減少傾向

にある。令和 2年度は前期検定の

中止もあり、定期技能検定の受検

者は大幅に減少した。 
 

・若年者の受検を促進するため、実技

試験手数料の減額について周知を行

う。 

・外国人技能実習制度に係る検定受検

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 ５６人 

 ちばテク各校において、夏休み期間（８

月、高校生）、１０月（高校生）を中心

にものづくりの体験コースを実施した。

(12 コース・56人) 

 県内小中学校、高等学校にパンフレット

を送付。 

 各校による高校訪問で同事業をＰＲ。 

 県民だより等の広報誌によるＰＲ。 

・コロナ禍の影響により、開催中止

としたコースが多く、参加者数が

減少し、目標達成できなかった。 

 

・県民だより等の広報誌掲載を実施

し、小中学生の保護者向けの広報手

段を検討する。 

・ちばテク各校での、地元広報誌活用

などを検討し広報を強化する。 

・市町村との共催による、地元地域で

の開催など、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 

３ 


