構成機関の人材育成事業概要
機

関

名

北海道経済連合会

区
企業人材育成

分

事

業

名

セミナー・研修・
各種講演会
研究会等開催

事

業

概

要

備

考

人材育成に資するため、講演会、セミナーなどを開催し、会員相互の研鑚

セミナー・研修・
各種研修（新入社員・管理者等） 人材育成に資するため、会員企業のニーズに沿った講座・講習会、セミナーを開催
研究会等開催
北海道経営者協会

企業人材育成
情報提供・相
談・その他

北海道人材誘致推進協議会（事 経済団体、北海道、Ｕターン事業自治体などが、官民一体となってＵ・Ｉターンを支
務局）
援
中小企業大学校旭川校による研 中小企業のための専門的な研修機関である中小企業大学校旭川校において、企
修
業の体質を強化し、経営力を高めるための実践的な研修を実施

（独）中小企業基盤整備
機構北海道支部

セミナー・研修・
校外研修
研究会等開催

中小企業の人づくりのため、中小企業の経営者・管理者等に対する高度で専門的
H21は2テーマ
な研修を、中小企業大学校外で実施

社内研修

旭川校受講企業を中心とした外部研修受講後のアフターフォローのための社内研
H21は3テーマ
修などを実施

企業人材育成
助成制度等

中小機構が実施する研修に対す 旭川校で実施する研修・中小機構が校外で実施する研修の受講にあたっての、道
る助成金
内の市町・商工会議所・商工会・業界団体・金融機関などによる助成金制度

情報提供・相
談・その他

人材育成プラン作成に関する相
計画的・効果的な人材育成を行なうにあたり必要となる人材育成プラン作成の支援
談・作成支援
ポリテクセンター・ポリテクカレッ
ジによる在職者訓練

セミナー・研修・
建設業直営雇用管理研修
研究会等開催

企業人材育成

H21は56テーマ

助成制度等

在職者の方々を対象とした技能向上と能力開発を目的に、技術革新や地域経済社
会の変化に対応できる高度な知識・技能を習得できるよう、短期間の在職者訓練の
実施
建設事業主及びその雇用する雇用管理責任者等を対象に、労働者の雇入れ、配
置その他の雇用環境の改善に関し必要な知識を習得することを目的とした雇用管
理研修を実施(受講は無料)。

雇用管理に関する相談

事業主団体及び事業主等の方々を対象に従業員の募集・採用、適正配置、労働
条件などの雇用管理全般について、雇用管理アドバイザーが助言・援助の相談を
実施(相談は無料)

キャリア形成促進助成金

従業員のキャリア形成を行う職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、職業能
力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保の実施に係る費用や賃
金の一部を助成

キャリア形成、能力開発に関する 事業主団体および団体傘下企業に教育訓練計画などの職業能力開発の相談・援
相談援助及び技術支援
助並びに受託・共同研究による技術支援を実施

（独）雇用・能力開発機構
北海道センター
情報提供・相
談・その他

教育訓練用設備・機器の開放

事業主等が行う教育訓練・研修等の場及び労働者個人の能力開発の場として施設
設備を貸与

民間教育訓練機関において①日本版デュアルシステムの訓練導入講習の実施を
担う者 ②橋渡し訓練の導入講習の実施を担う者 ③緊急人材育成支援事業によ
ワークガイダンス講習を担う講師
る職業訓練（基金訓練）の基礎演習コースのうち、就職に必要な基礎力の養成を担
育成講座
う者 を対象としたワークガイダンス講習（対人関係、自己理解、仕事理解、職業意
識、就職活動等）を担当する講師の育成講座を実施

次世代人材育成

大学・高専・高
等技術専門学 日本版デュアルシステム訓練
院・若者等向け

若年求職者を対象とした施設内訓練と企業実習を組み合わせた訓練及び職業能
力形成機会に恵まれなかった方を対象とした訓練を実施
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資料 １５

小・中・高校向 小中学生に対するものづくり体験 ポリテクセンター・ポリテクカレッジにおいて将来の担い手となる小中学生を対象に
け
イベントの開催
ものづくり体験ができる能力開発フェア、ポリテクビジョンを実施

構成機関の人材育成事業概要
機

関

名

区

分

事

業

名

事

業

概

要

セミナー・研修・ 人材養成等支援事業（企業立地
企業立地や事業高度化につながる地域の人材養成、セミナー等を実施
研究会等開催 促進法）

助成制度等
企業人材育成
（財）北海道中小企業総
合支援センター

次世代人材育成

考

H20から道央地域で事業実施

北海道産業振興条例による人材
先進企業や専門職大学院、社会人を対象とした大学院等への従業員の派遣に対
育成支援（産業人材育成支援事
する助成
業）
北海道産業振興条例による人材
育成支援（アドバイザー等招へい 技術開発、生産管理等の専門アドバイザー・専門技術者等の招へいに対する助成
支援事業）
総合相談窓口による情報提供

情報提供・相
談・その他

備

中小企業者等の様々な相談に応えるため、総合相談窓口を設置

支援制度ナビによる支援制度紹
北海道内の企業・創業者向けの支援制度を紹介する情報検索システムの利用
介

小・中・高校向
工業高校等実践教育導入事業
け

将来、自動車関連産業で活躍する若手技術者の育成を中心に、工業高校と地元
H20から苫小牧工業高校・室蘭工業
産業界が連携し、工業高校生を対象とした長期企業実習や熟練技術者による技術
高校で事業実施
指導等の実践的な教育プログラムを開発・展開

セミナー・研修・ 各種研修講習（職業能力開発推 企業などでの職業能力開発の中心的な役割を果たす職業能力開発推進者の講習
研究会等開催 進者講習等）
や指導員研修など各種研修を実施
助成制度等

建設業における経営力強化・新
分野進出支援人材育成事業

建設業者の人材育成に係るニーズに対応したコンサルティングやきめ細やかな職
業訓練を実施

職業能力開発サービスセンター
事業主や労働者に対し、職業能力開発に関する専門的な相談・援助、情報提供を
によるキャリア形成、能力開発に
行うことを目的として北海道職業能力開発サービスセンターを設置
関する相談援助、情報提供
北海道職業能力開発協
会

企業人材育成
情報提供・相
談・その他

技能検定の実施

働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する技能の国家検
定制度である「技能検定」を実施

北海道技能継承等支援センター

実践的な人材育成・技能継承に関する総合的な情報提供や相談・支援を行う窓口
として、「技能継承等支援センター」を設置

研修室・実習室の貸出

道立職業能力開発支援センターの研修室、実習室を貸出

民間企業からの職業能力開発及び向上の促進に関する技術的事項などに関し、
北海道立職業能力開発支援セン
相談及び指導・助言を行う北海道立職業能力開発支援センターの指定管理業務を
ター管理業務
実施

（社）北海道機械工業会

企業人材育成

資格試験に係る受験支援のための講習会を実施
セミナー・研修・ 各部会による各種セミナー・技術 ・鉄骨部会～①建築鉄骨製品検査技術者学科講習会
②接骨製作管理技術者事前準備講習会（年1回開催）
研究会等開催 講習会
・検査部会～③非破壊試験技術者講習会（年6回開催）

セミナー・研修・ 情報交流会、工場見学会、トップ 道内電気・電子機械工業関連企業の会員相互の情報交流と連携による人・技術レ
北海道電気・電子工業倶
企業人材育成
研究会等開催 セミナー
ベルの高揚をサポート
楽部
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① H21参加申込者 33名
② H21参加者実績 一級 24名、
二級 12名
③ H21参加者実績 364名

構成機関の人材育成事業概要
機

関

名

区

分

事

業

名

セミナー・研修・ 書籍発刊等によるキャリア講座
研究会等開催 の実施

民間企業向け人材育成・コンサ
ルティング

企業人材育成

情報提供・相
談・その他

キャリアバンク㈱

国立大学法人北海道大
学
次世代人材育成

企業人材育成
北海道工業大学
次世代人材育成

業

概

要

備

考

・ビジネスマナーを中心とした人材育成研修（新入社員向・年次研修）
・人事、採用、経営計画等の業務支援コンサルティングの実施

・札幌大学サテライトオフィス提供によるキャリア支援
・ジョブカフェ北海道におけるキャリア相談
・札幌市就業サポートセンターにおけるキャリア相談
各機関におけるキャリア相談・支 ・しごとひろば岩見沢、しごと情報ひろば室蘭運営によるキャリア相談
・日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会（ＣＭＣＡ）札幌支部におけるキャリ
援業務
アカウンセラー育成業務
・職業訓練法人 キャリアバンク高等職業能力開発校による人材育成業務（求職者
向）

小・中・高校向 未来につながる理科実験「北海
け
道サイエンスキッズアカデミー」

学校と社会との結びつきが実感できる「理科授業」を実施するために、産業界の協
力のもと理科の授業として実施できるプログラムを開発するほか、プログラムを実施 H19～
する企業技術者への協力依頼、学校との連絡調整等を通じて、北海道教育委員 社会人講師活用型教育支援事業
会、札幌市教育委員会が実施するSCOT事業を支援。

大学・高専・学
ジョブカフェの運営
院・若者等向け

地域の実情に合った若者の能力向上と就職促進を図るため設置されたジョブカ
フェの運営を受託

次世代人材育成

企業人材育成

事

・札幌大学、苫小牧駒澤大学、小樽商科大学等におけるキャリアデザイン講座実施
・釧路公立大学、北海道教育大、北海学園大等へのカウンセラー派遣、ビジネスマ
ナー講習
・『大学ノムコウ』（日本経済評論社 編著）『キャリアデザインへの挑戦』（経営書院
寄稿）『キャリアを考えるヒント集』（ワークシート）発刊によるキャリアデザイン講座の
実施
・小樽商科大学との共同研究による「キャリアデザインモデル」の開発（インターン
シップカリキュラム等）、中堅職員の人材育成モデル開発

地域再生の実現のために、水産・海洋に関する科学技術と地域の企業や漁業者等
地域再生人材創出拠点の形成
セミナー・研修・ 新水産・海洋都市はこだてを支え
と行政を結び、そこから生まれる知的財産の管理や起業ノウハウの能力を有する人
文部科学省科学技術振興調整費
研究会等開催 る人材育成
材「水産・海洋コーディネーター」を養成する。
大学・高専・学 国際競争力あるものづくり産業を 高度な加工技術、生産管理、品質管理、現場カイゼンの技術・ノウハウ等を身につ 「アジア人財資金構想」
院・若者等向け になう人材育成
け、海外向け製品・海外生産製品の開発能力と現地対応能力を備えた人材を育成 高度専門留学生育成事業
北海道で脆弱とされる“ものづくり業”の工場監督者や生産管理担当者、及びその
セミナー・研修・ 公開講座「生産管理エキスパート
候補者を対象に、ものづくりエキスパートとしての中核人材を育成するための、講
研究会等開催 塾」
義、演習、現場実習からなる教育プログラムを実施
小・中・高校向
ひらめき☆ときめきサイエンス
け

現在、活躍している研究者と大学での最先端の研究成果を小、中、高校生が見る、
聞く、触れることで、研究と日常生活との関わりや、科学（学術）の意味を理解しても
らうプログラムを実施
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H17～H18 中小企業産学連携製
造中核人材育成事業
Ｈ19～ 公開講座開講

構成機関の人材育成事業概要
機

関

名

国立大学法人室蘭工業
大学

区

分

事

業

名

事

業

概

要

備

考

高度技術研修事業

平成２１年度実績
地域共同研究開発センターの事業として実施。毎年、技術的な専門分野のテーマ テーマ 建築設備の防食技術
会 場 東京、札幌
を設定し、関連企業等の技術者を対象に、学内外の講師により講義を実施
受講者 延べ １０６名

大学院博士前期課程
「ＭＯＴ科目履修コース」設置

大学院博士前期課程の２年間で、修了要件必修科目６単位、選択６単位以上合計 平成２１年度実績
１２単位以上を修得する教育プログラムとして設置。修了者には、修了証を授与
修了者２２名

大学院博士前期課程材料物性
工学専攻
「ものづくり工学コース」設置

「北海道鋳物産業における中核人材育成プロジェクト」により鋳造技術者の中核
的人材の育成プログラムの開発を行い、これに基づき自立化してコースを設置

ものづくりバードアイ技術者の人
セミナー・研修・ 材育成
研究会等開催
企業人材育成
ものづくり分野の人材育成・確保
事業（素形材分野における設計、
加工、検査、製品出荷までのプロ
セス管理能力を有する若手技術
者の人材育成事業）

平成２１年度実績
修了者１名

製造現場における一連のものづくり工程を俯瞰できる幅広い知識や専門技術、課
題解決能力等を備えた「ものづくりバードアイ技術者人材」の全国規模での育成を
目指したプログラム開発

工学的知識のみならず、技術的素養、問題解決能力を身につけ、ものづくりの工程
を俯瞰できる人材（生産俯瞰人材）を育成するため、産学官が一体となり、生産俯瞰
Ｈ21 中小企業経営支援等対策費
人材に必要とされる技術・経営・教養（基礎工学）・技能の４つの素養を持ち、今後２
補助金事業
０年間素形材分野で世界をリードすることができる若手技術者の育成を図ることを目
的として実施
原子力発電システムに係る人材育成計画のうち、材料技術者としての基礎を有した H20～ 原子力人材育成プログラム
原子力人材育成プログラム事業
うえで原子力発電システムの生産・保全に貢献できる能力と活力を備えた人材を育 （原子力教育支援プログラム Ｈ22
（原子力総合技術プログラム）
原子力総合技術プログラム）
成・輩出するためのプログラム開発

公開講座
「３次元ＣＡＤと３次元造型機によ 地域住民等を対象に、公開講座においてものづくりの体験学習を実施
るデジタルものづくり入門」
情報提供・相
談・その他

地域共同研究開発センター技術 地域共同研究開発センターの事業として実施。毎年、企業等の要望により、関連分
相談会
野の教員を参加させ、技術相談会等を開催
小中学生対象のものづくり教室

次世代人材育成

小・中・高校向 大学開放推進事業
け
高校生対象のプロビデンスプロ
グラム

企業人材育成
（独）国立高等専門学校
機構苫小牧工業高等専
門学校
次世代人材育成

地域のものづくり教育の一環として、主にものづくり基盤センターで小中学生向けも
のづくり教室を開催
小学生や中学生を対象に実験や工作を通して、科学技術や「ものづくり」に対する
興味を育むことを目的とした各種講座を開催
大学の入試広報及び高校生の大学体験プログラム事業として、高等学校の要望に
より、各種模擬講義、実験、実習、セミナー及び大学内施設の見学等を体験させる
プログラムを実施

トヨタやダイナックス等の道内自動車関連企業と苫小牧高専の連携による若手技術
中小ものづくり企業等のためのも
者向けの加工／制御／ＣＡＤ技術カリキュラムや経営者向けの生産管理・ＭＯＴカ ものづくり担い手人材育成事業
セミナー・研修・
のづくり分野の人材育成・確保事
リキュラムの開発・実施を通じて、熟練技術者の持つ技術やノウハウ、職人の技を次 H21～
研究会等開催
業
世代に継承するための抜本的な人材等を育成

小・中・高校向
け

小中学生向け公開講座

地域連携の一環として、小中学生に対し、講座を通して「ものづくり」等の楽しさを伝
えることで、理科をはじめとした学問への興味を抱かせ、科学技術に関心を持たせ
る動機づけを図ることを目的に実施

科学のとびら‐苫小牧高専実験
教室‐

科学に触れる機会を提供し、実際に触れることで、その楽しさ、面白さを知ってもら
い、科学への興味を引き出すことを目的として実施
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構成機関の人材育成事業概要
機

関

名

区

分

事

業

名

人材対策事業

事

業

概

要

備

考

中小企業の従業員のスキルアップや、新たな分野で職を求める方の知識・技能習
得のため、各分野ごとに１０の実践型研修及びものづくり人材育成事業等を実施

セミナー・研修・
研究会等開催 中小・ベンチャー企業向け知的 知財の重要性を認識しながらも、戦略的な知財の活用に至っていない道内中小・
財産経営レベルアップセミナー事 ベンチャー企業を対象に、知財に関する取組状況に応じたセミナーを実施し、知財
経営力の向上を図る
業
企業人材育成
助成制度等

情報提供・相
談・その他

北海道経済産業局

小・中・高校向
け
次世代人材育成

中小企業等の次世代の先端技
術人材の育成・雇用支援事業

次世代産業（低炭素・環境分野・健康長寿分野等）の創出・発展に貢献する研究人
材等の育成・再教育・雇用に向けた地域の取組を支援

地域企業立地促進等事業費補
助金
（人材養成等支援事業）

企業立地促進法に基づく基本計画を推進するため、誘致等対象産業のニーズを踏
まえ、企業立地又は事業高度化につながる地域の人材育成等を広域的に取り組む
事業を支援

人材投資促進税制

中小企業について、適用事業年度（単年度）の労働費用に占める教育訓練費の割
合が一定基準(0.15％）以上の場合、教育訓練費の総額から一定割合（8～12％）を
税額控除

社会人講師活用型教育支援事
業

地域産業界とネットワークを有する企業・ＮＰＯ等を「コーディネーター」として配置
し、「特別講師」の発掘・派遣を支援するとともに、学校と企業の双方のニーズに応
じた理科授業プログラムを作成・提供

早期工学人材育成事業

地域産業界とネットワークを有する企業・ＮＰＯ等を「コーディネーター」として配置
し、地域の産業界と教育界との連携による、理科に興味を持たせる実体験をベース
とした理科授業プログラムを開発、実施

工業高校等実践教育導入事業

地域産業界と工業高校等の連携によるものづくり人材育成の仕組みを構築すること
・文部科学省「地域産業担い手育成
を目的として、地域の産業界・工業高校・行政等が協力して教育プログラムを開発、
プロジェクト」との共同事業
実証

知的財産に関する教育環境の充実等を図ることを目的に、教職員や小学生から大
道内における知的財産教育環境 学生を対象として、講師が学校に出向く「出前型」形式の知的財産に関する授業・
講義・セミナーを実施するとともに、小中学生の知財に関する意識啓発のために科
整備事業
学展等において知財普及啓発セミナーを実施する
教育機関を対象としたエネル
ギー環境教育事業

エネルギー教育について特色ある先進的な取り組みを行う小学校・中学校・高等学
校に対し、①「エネルギー教育実践校」として研究支援、②指導案・教材等の作成・
提供により教科教育での授業実践支援等を実施

教育機関を対象とした環境教育
小学生向けに資源・３R（リデュース・リユース・リサイクル）についての授業を実施
事業
大学・高専・学 産業人材育成パートナーシップ
院・若者等向け 事業

産学人材育成パートナーシップの議論の成果として打ち出された「産学の人材育
成における課題と今後の取組」を踏まえ、産学が協同した大学生向けの人材育成
プログラムの開発・実証に着手することを契機に、将来に向けた産学の持続的な関
係強化が図られる取組を支援
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構成機関の人材育成事業概要
機

関

名

区

分

事

業

名

業

概

要

備

助成制度等

地域雇用創造推進事業（パッ
ケージ事業）

情報提供・相
談・その他

地域就職等支援事業（地方合同 地方就職希望者に対して地方企業との面接の機会等を提供するため、地方局が主
H２１東京で開催
面接会）
体となって地方自治体との連携を図り、合同面接会を実施

企業人材育成

小・中・高校向
若年者地域連携事業
け

北海道労働局

事

次世代人材育成

ジョブカフェを中心に、地域の産業界や学校等と連携し、自己の適正や地元産業、
職業に関する理解を深めることを目的に、高校生のための産業と職業ガイダンス、 ジョブカフェ北海道で事業実施
職場見学会、メールカウンセリングなどを実施

地域雇用創造推進事業（パッ
ケージ事業）

地域雇用開発促進法に基づき、自発雇用創造地域の関係市町村及び経済団体等
で構成される地域雇用創造協議会からの提案に係る雇用対策事業のうち、当該地
【再掲】
域の雇用創造に係る効果が高いと認められるものを当該協議会に委託して実施す
るもの（若者等向け）

若年者地域連携事業

ジョブカフェを中心に、自己の適正や職業に関する理解を深めること、正規の職に
就くための支援を目的に、地域就活サークル事業、メールカウンセリング事業、年
長フリーター等若年無業者自立支援事業などを実施

「どさんこ塾」人づくり推進事業

地域を支える産業を担うチームリーダー・従業員等の人材を対象に、各地域の実情 H21～22
やニーズﾞに応じた、きめ細やかなオーダーメード型の研修を行う。
H21は5支庁で6回実施

大学・高専・学
院・若者等向け

考

地域雇用開発促進法に基づき、自発雇用創造地域の関係市町村及び経済団体等
で構成される地域雇用創造協議会からの提案に係る雇用対策事業のうち、当該地
域の雇用創造に係る効果が高いと認められるものを当該協議会に委託して実施す
るもの

ジョブカフェ北海道で事業実施

主に東アジアへの海外進出、または国際取引等を検討している国際取引等未参入
国際ビジネス支援人材育成事業 企業を対象にセミナーの開催、ワークショップを実施することで、国際ビジネスへ参 H22～
入する際の知識等の習得を図る。

北海道経済部

H20～
札幌・苫小牧・室蘭技専で7コース実
施
（H21からは函館・旭川を加え9コー
ス）
３次元ＣＡＤによる設計や解析を行うことができる技術者育成を目的とした研修を実
セミナー・研修・
H21～企業立地促進法活用
企業人材育成
研究会等開催 ３次元ＣＡＤ設計技術者育成研修 施
H21は基礎コース ２回
（基礎コース 1回、応用コース 1回）
現場力養成実践研修事業

自動車関連産業等への受注拡大、新規参入を目指す地場中小企業に対して、道
央圏に所在する高等技術専門学院の設備、人材等を活用した、電子系、電気系、
機械系、金属系の現場技術者・技能者向けの実践研修を開催し、中小企業技術者
の現場力の養成を行う。

QCサークル活動導入実践事業

道内中小企業にQCサークル活動の導入、定着を図るために、より実践的、具体的
H22～
な事例を交えたセミナーを開催するとともに、活動の導入に関心の高いものづくり中
企業立地促進法活用
小企業などの希望企業を対象に、具体的な活動の立ち上げを支援する。

カーボンフットプリント・国内クレ 産業支援機関や各種団体など、地域の中小企業を指導・支援する役割を持つ機関
ジット等普及促進事業（中小企業 を対象にカーボンフットプリントや国内クレジット等に係る集中講座や現地実習を行 H22～
環境対応指導人材育成セミ
い、地域において企業の環境対応を先導する指導人材の育成を図る。
ナー）
在職労働者に対し、生産技術の進歩や企業の異分野進出等に伴う新規業務に対
能力開発セミナー（高等技術専
処する職業能力を開発するとともに、管理監督的立場の労働者に対して必要な知
門学院）
識を付与
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構成機関の人材育成事業概要
機

関

名

区

分

事

業

名

自動車・電気電子部品構造研修

プレス加工技術の高度化

鋳造技術の高度化

セミナー・研修・
研究会等開催 品質工学（タグチメソッド）研修

北海道経済部

企業人材育成

事

業

概

要

備

考

今後市場拡大が見込まれる次世代自動車等について、将来の技術提案や部品参 H20は新型ディーゼルエンジン
入を促進するため、次世代自動車等に関する部品や構造に関する研修会を開催 H21はハイブリッドシステム
プレス加工技術の高度化を図るため、工試で導入したサーボプレスの活用及び外
部講師を招へいし、プレス加工の基礎から応用まで幅広く研究する「北海道プレス
加工研究会」を開催するなど、高精度な加工に関する実用化技術開発・蓄積し、プ
レス加工メーカーに技術移転。
発注企業が求めるコスト、高精度加工に対応できる鋳造技術の高度化に向け、工
試が主体となり導入した鋳造CAEシステムを活用し、「鋳造技術高度化研修会」を
開催するなど、高度鋳造技術に関する技術開発・蓄積を行い、鋳造メーカーに技術
移転。

H19～
企業立地促進法活用（H20～）

H20～
企業立地促進法活用

製品の開発設計段階でのコストやトラブルの削減、期間の短縮、品質の向上を図る H21～
ため、新しいアプローチ手法であるタグチメソッドの基本技術習得研修会を開催
企業立地促進法活用

アルミニウム利用技術研修

アルミニウム利用技術及び生産技術の向上を図るため、工業試験場の高濃度ガス
H22～
測定装置を(グラビマス)等を活用し、アルミニウム製造現場技術に基づいた内容の
企業立地促進法活用
技術研修を開催

地域産業ＩＴ化促進事業
（ＩＴ経営スキルアップ支援）

地域産業のＩＴ化による競争力強化と道内ＩＴ産業の振興を図るため、ＩＴスキルを有
緊急雇用創出事業活用
する離職者のＩＴ経営のスキルアップを行う。

ジョブカフェ北海道による定着支
企業の人材確保・定着を支援するため、企業向けセミナーを実施
援
北海道産業振興条例による人材
先進企業や専門職大学院、社会人を対象とした大学院等への従業員の派遣に対
【再掲】
育成支援（産業人材育成支援事
する助成
業）
助成制度等

北海道産業振興条例による人材
育成支援（アドバイザー等招へい 技術開発、生産管理等の専門アドバイザー・専門技術者等の招へいに対する助成 【再掲】
事業）
認定職業訓練施設等に対する支 認定を受けて職業訓練を行う中小企業事業主に対し、集合して行う訓練に要する
援
経費を助成
北海道ものづくり人材（シニアアド 高度な技術を持った技術者や熟練技能者の活用を希望する教育機関や企業が利
バイザー）データベース
用できるデータベースの運営

情報提供・相
談・その他

ホームページ「人材ネット２１北海 インターネットによる人材育成の情報提供（教育訓練、講師情報）、遠隔学習コンテ
道」の運営
ンツ等の配信
人材誘致推進事業（Ｕ・Ｉターン就 首都圏及び道内の相談体制を整備し、求人・求職情報の提供など就職相談から求 相談員：東京１名(民間委託)、札幌１
職の支援）
人・求職登録、職業紹介に至るワンストップサービス体制の継続実施
名
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構成機関の人材育成事業概要
機

関

名

区

分

事

業

名

事

業

概

要

備

考

小中学生に対するものづくり体験 高等技術専門学院等において将来の担い手となる小中学生を対象にものづくり体
赤レンガチャレンジ事業
会の開催
験会を実施
小・中・高校向 工業高校生に対する技術的指導 高等技術専門学院の指導員を各工業高校に派遣し、３級技能検定受検の指導等 赤レンガチャレンジ事業
を実施
け
次世代人材職業体験推進事業

北海道経済部

若年者の職業観・勤労観の早期形成を図るため、専修学校を活用し中学生を対象
H21～
とした職業体験の取組を支援する。

高等技術専門学院における職業訓練の実施や民間教育訓練機関等への委託によ
高等技術専門学院によるものづ
る職業訓練の実施のほか、教育訓練に関するカリキュラム・教材等の開発などを推
くり人材の育成
進して、地域の産業界のニーズに応じた人材を育成

次世代人材育成

大学・高専・高 インターンシップ推進事業
等技術専門学
院・若者等向け
ものづくり産業理解促進事業

高等技術専門学院において、学生の実践的な技能・技術の習得と産業界のニーズ
に応じた人材の育成を図ることを目的にインターンシップを実施する。

若年者の進路決定に大きな影響力を持つ保護者を対象に、地元企業の理解を深
めていただくとともに、若年者に対してものづくり産業への意識啓発を図ることによっ H22
て、企業が求める人材の育成を支援する。
企業が若年者に直接魅力を発信する企業セミナーや合同企業説明会の実施など
ジョブカフェ北海道による就業支
企業と若年者のマッチング機会を拡大する事業を展開するほか、資格取得に対す
援
る支援を実施

独立行政法人北海道立
総合研究機構産業技術
研究本部
工業試験場

独立行政法人北海道立
総合研究機構産業技術
研究本部
食品加工研究センター

企業人材育成

企業人材育成

セミナー・研修・
研究会等開催

品質管理技術強化支援事業

地場企業が発注側企業から求められる品質を安定的・効率的に生産するために必
要な品質管理技術の向上を図るため、実践的なセミナーやゼミナールを道北地域
（旭川市）で開催

生産現場カイゼン集中ゼミナー
ル

コスト競争力の強化を図るため、トヨタ自動車北海道㈱の協力を得て、参加企業の
H20は札幌と室蘭で実施
生産現場での現場実践を中心とした「生産現場カイゼン集中ゼミナール」を十勝地
H21は旭川で実施
域（帯広市）で開催

工業試験場における技術講習
会、研修生の受入れ

中小企業等の中堅技術者を対象に技術研修を行うとともに、中小企業の要望に応
随時実施
じて、工業技術を習得させたい従業員を研修生として受入れを実施

大学のものづくり関連講座等に
対する工業試験場のサポート

経済産業省の「中小企業産学連携製造中核人材育成事業」の成果を活用したもの
づくり人材育成プログラムがスタート
H19～
道工大「生産管理エキスパート塾」、室蘭工大大学院「ものづくり工学コース」

食品産業人材育成・確保事業

厳しい経営環境の中、安全・安心な食品を提供する事を基本として、付加価値の高
い商品開発や生産性の向上を担う優秀な人材の育成・確保を図るため、経営者、
生産管理責任者、技術者などを対象にそれぞれに対応したセミナーを開催。

食品加工研究センターによる技
術講習会、研修者の受入れ

食品加工に関する新しい製造技術等について、外部講師やセンター職員による講
習を行うとともに、食品製造企業等の技術者の資質向上を図るため、研修者の受入 随時実施
れを実施

セミナー・研修・
研究会等開催
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構成機関の人材育成事業概要
機

関

名

区

分

事

業

名

事

業

概

要

時代の進展や技術の高度化に対応した専門高校の教育力の向上を図るため、大
学、試験研究機関、地域企業等と連携し、専門性の高い知識・技術の習得や将来
「専門高校Power Upプロジェクト」
の地域産業を担う実践的な能力の育成に係る実践研究を行う。
推進事業
また、実践研究の成果を全道に広く普及することにより、本道における専門教育や
キャリア教育の充実を図る。
北海道教育委員会

次世代人材育成

小・中・高校向 高校生インターンシップ推進事業 就業体験を通して望ましい勤労観・職業観の育成を目的にインターンシップを推進
け
目指せスペシャリスト（スーパー
専門高校）事業

専門高校等において、地域産業界等との連携の強化により、将来の地域社会の担
い手となる専門的職業人を育成

地域のものづくりや食・くらしを支える専門的職業人を育成するため、専門高校と地
地域産業の担い手育成プロジェ
域産業界が連携（協働）し現場実習等の実践を通じた人材育成を実施する事業を
クト
経済産業省、国土交通省、農林水産省、水産庁と共同で実施する。
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