
＜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＝385 複数回答可 回答件数＝1027） 

１ 県内に７校（福岡・戸畑・小竹・久留米・大牟田・田川・小倉）ある 24.2％ (93名) 

２ 北九州市若松区に障害者職業能力開発校がある 13.0％ (50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 
35.8％ (138名) 

４ ６か月から２年間の訓練期間がある 24.7％ (95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 
34.0％ (131名) 

６ 訓練を受けた後は、就職のあっせんや求人情報の紹介を行う

などの就職支援を行っていること 
39.2％ (151名) 

７ 受験料・入校料・授業料が無料である 22.3％ (86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 
24.9％ (96名) 

９ 在職者の方が高等技術専門校に通う訓練生と一緒にある期間 

同じ訓練を受講できること（受託生訓練） 
3.1％ (12名) 

１０ 託児付きの訓練科目があること 6.5％ (25名) 

１１ その他 2.3％ (9名) 

１２ 全く知らない、知らなかった 36.6％ (141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

ための広報を検討したい。 

・各高等技術専門校へ結果を報告し、募集広報の参考資料とする。 

  



[その他]一部抜粋 

・私も元々訓練校に通っていました。 

・これまで知る必要に迫られなかったので知らないだけで、必要があればそういう施設が

あるだろうことは感覚的には理解できていた。 

・福岡市千早に新校舎があることは認識しておりましたが、どのような学校かは今回のア

ンケートにて学びました。ありがとうございます。 

・田川にあることは知ってましたが、知らない人が多いと思います。 

・存在しか知らなかったが、上記のことが行われているのであればなんと素晴らしい施策

か。県民への周知不足か？ 

・私も、会社が倒産して、大分県の高等技術専門学校に１年間入校し、介護福祉の勉強を

しながら、生活費ももらえたので、ありがたい制度だと思う。 

 

 

<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＝385 複数回答可 回答件数＝1054） 

１ 県内各地に存在するところ 26.8% (103名) 

２ 多様な訓練科目があるところ 39.2% (151名) 

３ ６ヶ月から２年間の訓練期間があるところ 10.1% (39名) 

４ 資格を取得できるところ 61.8% (238名) 

５ 訓練から、就職支援まで行っているところ 33.5% (129名) 

６ 受験料・入校料・授業料が無料であるところ 62.6% (241名) 

７ 一定の条件を満たせば訓練期間中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 
17.9% (69名) 

８ 在職者の方が高等技術専門校に通う訓練生と一緒にある期間 

同じ訓練を受講できること（受託生訓練） 
 4.2% (16名) 

９ 託児付きの訓練科目があるところ  15.3% (59名) 

10 その他  2.3% (9名) 

無回答 0.0％ （ 0名） 

 〔その他〕一部抜粋 

・ハローワークに行けば教えてくれるんですか？ポスターを見た人が分かる感じですか？い 

ずれにしても受講料無料は魅力ですが再就職の強み(誰もが持っている資格は強みにならな 

い)になる資格は大事だと思います。もっと周知して欲しい。 

 ・講座の内容も世界の変化のスピードが上がっているため、それに対応した内容に替えられ 

るようにして頂きたい。 

  

  



<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＝385 複数回答可 回答件数＝1048） 

１ ポスター・ちらし 46.5% (179名) 

２ ホームページ「福岡県の職業訓練」（http://fukuoka-kunren.ac.jp/） 25.5% (98名) 

３ ツイッター・インスタグラム・フェイスブックなどのＳＮＳ 52.5% (202名) 

４ 福岡県だより 35.6% (137名) 

５ 各市町村広報誌 33.5% (129名) 

６ 各企業団体の業界紙 4.4% (17名) 

７ 新聞 17.7% (68名) 

８ ラジオ番組  9.1% (35名) 

９ テレビ番組  41.3% (159名) 

10 その他（具体的に）  6.2% (24名) 

無回答 0.0％ （  0名） 

〔その他〕一部抜粋 

 ・学校等で子どものうちから教えておくべき。 

 ・youtubeチャンネルなど動画媒体での広告運営。 

 ・ハローワークなどの求職インターネットサービスへのバナーやリンクの掲載。 

 ・中学校、高等学校で説明会を開催する。（若い世代に広く知らせる為） 

 ・ハローワークの求職者マイページや転職サイトＨＰにバナーを貼るとかポップアップさせ 

るとかしたらよい。実際、自分も 20年以上勤務した会社を 3月いっぱいで会社都合で 

退職して求職中だが知らなかった。 

 ・託児付きのものがあることを知らない人は多い。子育て施設などでもぜひ紹介してもらい 

たい。そうすれば、子育て女性の更なる社会進出にもつながる。 

 ・仕事を求めている人が集まる場所や、引きこもり支援センターなどで積極的に PRすること 

が大切ではないかと思います。 

 

<４> 本県の各高等技術専門校における職業訓練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＝385 選択は 3 つまで 回答件数＝1006） 

１ オープンキャンパス（校内見学・訓練の体験）を行っている

ことについて積極的に広報を行う 
59.0% (227名) 

２ オンラインで見学会や相談会を実施する 34.5% (133名) 

３ 高等技術専門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 
30.1% (116名) 

４ 受託生訓練を利用してもらい、企業と技専校の連携を密にす

る 
25.5% (98名) 

５ 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 
42.1% (162名) 

６ 高等技術専門校校として地域のイベントに参加する 14.8% (57名) 

７ 地域の大型ショッピングモール等で体験イベント等を実施

する 
38.5% (132名) 

８ 県政モニターの方に高等技術専門校のオープンキャンパス

に参加いただく 
16.1% (62名) 

９ その他 4.9% (19名) 

無回答 0.0％ （  0名） 



〔その他〕一部抜粋 

・ 知ってもらうというより、仕事をしたいと思っている人たちへの広報活動が大切だと思

う。情報とは必要な人に届けてこそ意味があると思う。 

・ ハローワークの初回説明会の時、こういう学校がありますと詳しく説明する。 

・ 人の目に触れる場所へポスターを！高校やタウン誌の求人にも載せてもらったりと何とな

くするんじゃなく、ちゃんと考えて広めて欲しい。 

 

  

<５> 高等技術専門校や福岡障害者職業能力開発校について、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＝385 選択は 1 つまで） 

１ ある 11.7% (45名) 

２ 特にない 88.3% (340名) 

 

〔その他〕一部抜粋 

・  受託訓練生の増加策を講じることがその存在を周知させることにつながるんではない

か。企業側からは人材確保への力になってくれるので双方 WIN,WIN,じゃないでしょう

か。 

・ とにかく知らない人が多い。もっともっと PR すべき。 

・ とても意義のある施設だということが理解できた。若い利用者が多いのではないかという

印象をもったので、思いきって各校の愛称などを考えてみてはどうだろうか。きちんとし

た能力を身に付けられる素晴らしい施設であるが、一方で親しみを持ってもらえることも

必要。 

・ 知る人ぞ知るシステムのように感じる。今回のアンケートで勉強になりました。自分にと

っても勉強になりましたが、他の本当に必要な人に情報が伝わればいいなと思います。 

・ PRが足りないと思います。就職率やオープンキャンパス、新聞での学校紹介、特に学生

の生の言葉を掲載するなど。 

・ もっと知ってもらうための施策の強化、訓練科目の拡大、また、受講対象条件（保有資産

額など）の撤廃など、より開かれたものにして頂きたく、よろしくお願いします。 

 

 


