
＜高等技術専門校について＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<１>福岡県立高等技術専門校について、知っていることをすべて選んでください。 

（Ｎ＝364 複数回答可 回答件数＝663） 

１ 県内に７校（福岡・戸畑・小竹・久留米・大牟田・田川・小倉）ある 20.9% (75名) 

２ 北九州市若松区に障害者職業能力開発校がある 12.6% (46名) 

３ 多様な訓練科目（情報処理、ＯＡ事務、自動車整備、建築 

  電気工事、アパレル、介護など）がある 
35.4% (129名) 

４ ６ヶ月から２年間の訓練期間がある 21.2% (77名) 

５ 訓練を受け、資格（自動車整備士、電気工事士、各種技能検

定など）を取得することが可能 
41.8% (152名) 

６ 訓練を受けた後は、技能を活かし、希望の就業先で活躍するこ

とも可能 
38.2% (139名) 

７ 受験料・入校料・授業料が無料である 21.7% (79名) 

８ 一定の条件を満たせば雇用保険の延長や職業訓練受講給付金

等を受けられる 
28.3% (103名) 

９ その他 0.3% (1名) 

１０ 全く知らない、知らなかった 28.0% (102名) 

無回答 ０％ （ ０名） 

 

 

 

【調査の目的】 

「高等技術専門校」は、就職・転職・再就職を目指す方のために、企業が求める技術や知

識を習得し、希望する職種への就職を目指すことを目的として設置されている福岡県立

の公共職業訓練施設です。 

また、障がい者の方を対象とした訓練施設として、福岡障害者職業能力開発校があり

ます。 

昨今の雇用情勢は着実に改善が進んでおり、企業の求人も増加傾向にありますが、長

期にわたり安定して企業で活躍するためには、職業訓練を受講して、基礎からしっかり

と技術や知識を身に付けていくことも大切です。 

そのため、福岡県では、広く県民の皆さんに高等技術専門校を知っていただき、さら

に利用していただきたいと考えています。 

そこで、高等技術専門校について、皆さんのご意見をお聴かせいただき、効果的な募

集広報活動のための参考とさせていただきたいと考えております。 

 

【活用状況】 

・多くの方に来校していただく機会をつくると共に、訓練内容を分かりやすく伝える。 

・高等技術専門校の効果的な募集広報に活用 

 

 



〈２〉高等技術専門校の魅力と感じるものについて、次に中から【３つ】まで選んでください 

（Ｎ＝364 複数回答可 回答件数＝1040） 

１ 県内各地に存在するところ 29.9% (109名) 

２ 障がいのある方のための職業能力開発校があるところ 33.0% (120名) 

３ 多様な訓練科目があるところ 43.7% (159名) 

４ ６ヶ月から２年間の訓練期間があるところ 13.2% (48名) 

５ 資格を取得するところが可能なところ 58.5% (213名) 

６ 訓練終了後、希望する就業先での活躍が可能なところ 30.8% (112名) 

７ 受験料・入校料・授業料が無料であるところ 57.1% (208名) 

８ 一定の条件を満たせば雇用保険の延長や職業訓練受講給付金

等を受けられるところ 
19.2% (70名) 

９ その他  0% (0名) 

無回答 0.3％ （ 1名） 

  

 

<３>公共職業訓練を広く県民の皆さまに知っていただくために、どのような広報媒体が有効で

あると思いますか。 

  次の中から【３つまで】選んでください。 

（Ｎ＝364 複数回答可 回答件数＝1001） 

１ ポスター・ちらし 50.5% (184名) 

２ ホームページ「福岡県の職業訓練」（http://fukuoka-kunren.net/） 30.8% (112名) 

３ フェイスブックなどのＳＮＳ 29.4% (107名) 

４ 福岡県だより 43.1% (154名) 

５ 各市町村広報誌 43.1% (154名) 

６ 新聞 24.7% (90名) 

７ ラジオ番組 7.1% (26名) 

８ テレビ番組 43.7% (159名) 

９ その他（具体的に） 4.1% (15名) 

無回答 0.0％ （  0名） 

 

 

〔その他（抜粋）〕 

 

・ ＳＮＳはツイッターが良い。どんな人でも使ってる。 

・ 県内の７校が、どんな実績や成果を出してきたかを具体的に公表して、PRしてみたら  

どうだろうか。 

   今からは少子化が進み働き手が不足してくる。産業構造の変化により、新しい技術を 

   身につける必要性が益々必要になってくると思います。 

・ 各種イベント時に、PR活動をしてはどうでしょうか？また、訓練時製作した作品の 

 展示や、販売などを行えないでしょうか。 

・ コマーシャル 

 

  

 



                                                               

<４>平成３０年４月に福岡高等技術専門校の新校舎が福岡市東区千早駅前に建設されたことを     

知っていましたか。 

  次の中から【１つだけ】選んでください。 

（Ｎ＝364 選択は１つのみ ） 

１ 公共職業訓練施設であることも含めて知っていた 11.3％ (41名) 

２ 公共職業訓練施設であることは知らないが、建物の存在は認

識している 
8.2％ (30名) 

３ 全く知らなかった 80.5％ (293名) 

無回答 0.0％ （  0名） 

 

 

<５>高等技術専門校を知っていただくためには、どのような取組みが必要だと思いますか。 

  次の中から【３つまで】選んでください。 

（Ｎ＝364 選択は 3 つまで 回答件数＝841） 

１ オープンキャンパスを行っていることについて積極的に広

報を行う 
80.2％ (292名) 

２ 校内で夏祭り等のイベントを開催し、地域に開かれた施設に

する 
50.0％ (182名) 

３ 地域の小・中学生を招待し、ものづくりについての体験をし

てもらう 
61.3％ (223名) 

４ 校として地域のイベントに参加する 32.1％ (117名) 

５ その他 7.4％ (27名) 

無回答 0.0％ （  0名） 

 

<６>高等技術専門校について、これまでの設問以外に意見がありますか。 

  次の中から【１つだけ】選んでください。 

 （Ｎ＝364 選択は 1 つまで） 

１ ある 9.9％ (36名) 

２ 特にない 90.1％ (328名) 

 

〔その他（抜粋）〕 

 

・ 学生には、高等技術を習得して実務経験を積み、公的資格を受験するといった高い意識   

が持てる人材になって欲しいと思います。 

そのためには意識啓発と自律思考型教育等も重要だと思います。 

・ これから技術職はますます必要な存在になっていくので、幅広い受け入れ態勢をとって

充実したカリキュラムをこなし即戦力となれる人材を育てていただきたいです。 

もっと中学生に技術や学校のことを積極的にアピールして、物作りの楽しさ素晴らしさ

を理解して もらうよう学校訪問などして頂きたい。 

・ 現在の要求にあった職種の教育や、資格取得が可能なカリキュラムとして欲しい。 

例えばコンピューターグラフィック（アニメーション制作）や工業デザインなど。 

・ 情報があまりにも少ないので、もっと広報活動に力を入れてほしいと思います。 

・ このような施設をもっと拡充していって欲しい。 

・ 私は精神障害・発達障害があり、離職を何度も余儀なくされています。 

障害者向け(対応)の高等技術専門校を多く設置（高等技術専門校に障害者職業能力開発 

校を併設するなど）して、職業訓練の制度を充実してもらえると助かります。 

また、障害者就労への理解・啓発も充分に行なっていただきたいです。 



福岡県のハロートレーニング（職業訓練） ～急がば学べ〜  

 

■ 公共職業訓練に関する案内 

   公共職業訓練に関する情報は、「福岡県の職業訓練」 

ホームページ内で、高等技術専門校の場所、科目の詳細、 

取得資格、就職先、募集日程等を発信しています。 

URL http://fukuoka-kunren.net/ 

                                                      ［ホームページタイトル画面］ 

 

■ Facebook ページ 

ホームページでは紹介していない、実際の訓練風景やイベントの様子を発信しています。 

URL https://www.facebook.com/fukuoka.kunren 

 

 

 

                  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

7校の高等技術専門校 と 

障害者職業能力開発校 で 

職業訓練を実施しています。  

  

 

 

■ 福岡校新校舎完成!! 

 平成 30 年４月から新校舎で訓練がス

タートしています。千早駅から徒歩５分

の好立地で訓練を受講しませんか。 

また、訓練の様子を広く県民の皆さん

に知っていただくため、安全に配慮した

見学通路を設けております。 

お気軽に遊びに来てください。 

 
［福岡高等技術専門校］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［完成イメージ図］ 

 

 

 

 

 

 

 

【 問い合わせ 】 

福祉労働部職業能力開発課 

TEL：092-643-3602 

FAX：092-643-3605 

■ 高等技術専門校ＰＲ動画を作成！！ 

 タレントのヒロシさんに体験入校へ参

加いただき、高等技術専門校のＰＲ動画を

作成しました。ぜひご覧いただき、各校で

実施している体験入校や施設見学へご参

加ください。 

 

［YouTubeにて配信中］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［かんな削り体験］ 


