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ま え が き 

 

国や都道府県が実施する公共職業訓練のうち、ハローワークの求職者を対象とする離職者

訓練は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が全国各地に設けているポリテクセ

ンターや、主に都道府県が運営する職業能力開発校で行われる「施設内訓練」と、業務委託

を受けた民間の企業・法人などによって行われる「委託訓練」からなる。この委託訓練の受

講者は、離職者訓練受講者の約 7 割を占め、とりわけ事務、情報、介護といった分野では、

ほぼすべての受講者が委託訓練の受講者である。 

以上のような、委託訓練の占める比重を踏まえると、公共職業訓練の効率的・効果的な実

施を図るには、民間の訓練施設における訓練運営の実態や課題を踏まえたうえで、改善策や、

訓練施設と国・地方自治体との役割分担などについて検討を重ねていく必要がある。この検

討に資することを目的として、労働政策研究・研修機構では委託訓練に関する調査研究プロ

ジェクトを発足させ、実態の把握・分析を行ってきた。本書は、民間の企業・法人などが運

営する訓練施設を対象としたアンケート調査と、訓練受講者の受講中・受講後の状況につい

て調べた２つのアンケート調査の結果を整理し、委託訓練に関わる訓練施設、受講者につい

ての事実発見をまとめたものである。なお、委託訓練の効果や、効果につながる取組みにつ

いての分析と、それらの分析を踏まえた提言は、今後別にとりまとめを行う予定である。 

本書を作成するにあたって、アンケート調査に協力いただいた数多くの訓練施設の関係者

の方々、また受講者の方々にこの場を借りて厚く御礼申し上げたい。 

本書が訓練施設を始め委託訓練に携わる機関の方々、また訓練を活用する受講者の方々に

とって、資するところがあれば幸いである。 
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