
 

岩手県職業能力開発に関する基礎調査 

（高校生用） 
 

この調査は、高校生の皆さんの進路や職業等に関する考え方をおたずねし、岩手県の今後の職業能力開発の

取組に役立てることを目的に実施するものです。 

お答えいただいた内容については、調査目的以外に使用することはありませんので、現在のお考えをお答え

ください。 

調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

 平成２７年１２月  

岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室 

 

 

 《記入上の注意》 

  特に指定がないかぎり、1つ選んで該当する選択肢に○印をつけてください。 

  「その他」を選んだ場合、（  ）に内容を具体的に書いてください。 

 

 

（１）あなたの性別をお答えください。 

    ① 男性    ②女性 

（２）あなたが住んでいる地域（岩手県内の方は市町村、岩手県外の方は都道府県）をお答えください。 

（県央） ①盛岡市 ②滝沢市 ③岩手町 ④八幡平市 ⑤葛巻町 ⑥雫石町 ⑦矢巾町 ⑧紫波町 

  （県北） ⑨二戸市 ⑩一戸町 ⑪九戸村 ⑫久慈市  ⑬軽米町 ⑭洋野町 ⑮野田村 ⑯普代村 

  （県南） ⑰花巻市 ⑱北上市 ⑲金ヶ崎町 ⑳奥州市 ○21一関市 ○22遠野市 ○23西和賀町 ○24平泉町 

  （沿岸） ○25宮古市 ○26釜石市 ○27大船渡市 ○28陸前高田市 ○29田野畑村 ○30岩泉町 ○31山田町  

○32大槌町 ○33住田町 

  （岩手県外）（都道府県名：            ） 

（３）あなたの所属している学科をお答えください。 

    ①普通科（英語・理数含む） ②総合学科（分野：              ） 

③工業に関する学科     ④商業に関する学科     ⑤農業に関する学科 

⑥水産業に関する学科    ⑦芸術・スポーツに関する学科 

   ⑧生活に関する学科     ⑨福祉に関する学科     ⑩国際に関する学科 

   ⑪その他（                    ） 

（４）あなたが現在希望している進路をお答えください。 

    ①大学     ②短大    ③専門学校（専修学校・各種学校含む） 

④産業技術短期大学校＊     ⑤高等技術専門校＊     ⑥就職 

⑦まだ考えていない      ⑧その他（                    ） 

＊：岩手県が設置している県立職業能力開発施設です（詳しくは裏面をご覧ください）。 

 



（５）（４）で①～⑤と回答した方、どのような分野を学びたいと考えていますか。（2つ以内） 

    ①土木・建築系   ②調理・栄養系   ③被服系     ④営業系 

    ⑤機械・金属加工系 ⑥情報・通信系   ⑦電気・電子系  ⑧美術・デザイン系 

    ⑨養護・保育系   ⑩自動車整備系   ⑪医療・福祉系  ⑫理容・美容系 

    ⑬会計・経理事務系 ⑭法律・公務員系  ⑮動物・水産系  ⑯農業・園芸系 

   ⑰教育・研究系   ⑱卸売・販売系   ⑲接客・ホテル系 ⑳旅行・観光系 

○21交通・運輸系   ○22その他（           ）    ○23まだわからない 

（６）職業や就職先を決める際に、重視する点は何ですか。（2つ以内） 

    ①給与・賃金が高いか   ②知名度が高いか   ③将来性や安定性があるか 

    ④好きな仕事かどうか         ⑤自分の知識や技術が活かせるか  

    ⑥自己実現や社会貢献ができるか    ⑦職場の雰囲気や人間関係がよいか 

  ⑧残業が少ないか・休暇が取りやすいか ⑨希望する地域で勤務できるか 

⑩家族や先生が勧めるか        ⑪その他（              ） 

⑫わからない 

（７）将来、岩手県内の事業所に就職したいですか。 

    ①就職したい      ②どちらかというと就職したい    ③特にこだわらない 

④どちらかというと就職したくない      ⑤就職したくない 

（８）（７）で④又は⑤とお答えした方、その理由は何ですか。（2つ以内） 

  ①県内には希望する仕事がないから  

②県内では最新の技術を身につけられないと思うから 

③県内では大きな仕事ができないと思うから 

④給料や休暇など、勤務条件が満足できないと思うから 

⑤県外で生活したいから        ⑥県外企業の方が、安定性や将来性があると思うから 

⑦県内企業をよく知らないから 

⑧先輩や家族が県外企業への就職を勧めるから 

⑨その他（                                 ） 

（９）産業技術短期大学校や高等技術専門校について知っていますか。 

   産業技術短期大学校： ①内容まで知っている  ②名前は知っている  ③今回初めて知った 

高等技術専門校  ： ①内容まで知っている  ②名前は知っている  ③今回初めて知った 

（１０）もし産業技術短期大学校や高等技術専門校に入学するとしたら、どのような分野を学びたいですか。 

   ①機械・加工系  ②電気・電子系    ③情報系      ④建築・設備系 

   ⑤デザイン系   ⑥自動車整備系    ⑦その他（         ）  ⑧特になし 

（１１）（９）で①又は②とお答えした方、産業技術短期大学校や高等技術専門校をより魅力的な施設にするには、どの

ようにすればよいと思いますか。 

   ①より高度な技能・技術の習得   ②施設・設備の充実    ③指導体制の充実 

   ④魅力ある学科の新設       ⑤近い場所にあるとよい  ⑥わからない 

   ⑦その他（                                ） 

（１２）その他、意見・要望等（自由記述） 

 

 

 

 

ご協力いただきありがとうございました。 

 



 

県立職業能力開発施設について 

 

○ 岩手県立産業技術短期大学校 

 職業能力開発促進法に基づく職業能力開発短期大学校として岩手県が設置している施設で、矢巾

キャンパスと水沢キャンパスがあります。 

高校卒業以上の方が入学対象で、修業年限は２年間、それぞれの科の募集定員は２０名です。 

  卒業後は、実践技術者として多くの県内企業に就職しています（就職率はほぼ１００％）。 

  

【設置されている科と主な内容】 

  （矢巾キャンパス） 

■メカトロニクス技術科 機械設計・加工技術と制御技術・電子回路設計技術 

■電子技術科      マイクロコンピュータ等を応用した電子回路設計・製作技術 

    ■建築科        木造住宅など建築物の設計・施工 

    ■産業デザイン科    プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、伝統工芸 

■情報技術科      システム構築、マルチメディア技術、ネットワーク構築技術 

  （水沢キャンパス） 

  ■生産技術科      金型技術、CAD/ CAM/CAEによる設計・加工・解析技術 

■電気技術科      電気設備の設計・施工、電気機器ハード及びソフト技術 

■建築設備科      建築給排水設備、空気調和設備などの建築設備の設計施工技術 

 

○ 高等技術専門校 

  職業能力開発促進法に基づく職業能力開発校として岩手県が設置している施設で、一関市千厩

町、宮古市、二戸市の３ヵ所に設置されています。 

いずれの高等技術専門校も、高校卒業以上の方が入学対象です。 

  卒業後は、実践技術者として多くの県内企業に就職しています（就職率はほぼ１００％）。 

 

☆ 岩手県立千厩高等技術専門校 

  ■自動車システム科（修業年限２年、募集定員２０名） 

2級自動車整備士の資格取得を目標に、自動車整備士に必要な技術、技能を習得 

 

☆ 岩手県立宮古高等技術専門校 

  ■自動車システム科（修業年限２年、募集定員１５名） 

2級自動車整備士の資格取得を目標に、自動車整備士に必要な技術、技能を習得 

  ■金型技術科（修業年限１年、募集定員１０名） 

ものづくりで重要な金型技術を中心に、NC 加工や CAD/CAM演習などにより機械加工技術

を習得 

 

☆ 岩手県立二戸高等技術専門校 

  ■自動車システム科（修業年限２年、募集定員２０名） 

2級自動車整備士の資格取得を目標に、自動車整備士に必要な技術、技能を習得 

  ■建築科（修業年限２年、募集定員１５名） 

建築大工の養成を目的とし、木造建築に関する知識と技術・技能を習得 



 

岩手県職業能力開発に関する基礎調査 

（保護者用） 
 

この調査は、お子様の進路や職業等に関する保護者の方の考え方をおたずねし、岩手県の今後の職業能力開

発の取組に役立てることを目的に実施するものです。 

お答えいただいた内容については、調査目的以外に使用することはありませんので、現在のお考えをお答え

ください。 

調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

 平成２７年１２月  

岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室 

 

 

 《記入上の注意》 

  特に指定がないかぎり、1つ選んで該当する選択肢に○印をつけてください。 

  「その他」を選んだ場合、（  ）に内容を具体的に書いてください。 

 

 

（１）お子様の性別をお答えください。 

    ① 男性    ②女性 

（２）保護者の方が住んでいる地域（岩手県内の方は市町村、岩手県外の方は都道府県）をお答えください。 

（県央） ①盛岡市 ②滝沢市 ③岩手町 ④八幡平市 ⑤葛巻町 ⑥雫石町 ⑦矢巾町 ⑧紫波町 

  （県北） ⑨二戸市 ⑩一戸町 ⑪九戸村 ⑫久慈市  ⑬軽米町 ⑭洋野町 ⑮野田村 ⑯普代村 

  （県南） ⑰花巻市 ⑱北上市 ⑲金ヶ崎町 ⑳奥州市 ○21一関市 ○22遠野市 ○23西和賀町 ○24平泉町 

  （沿岸） ○25宮古市 ○26釜石市 ○27大船渡市 ○28陸前高田市 ○29田野畑村 ○30岩泉町 ○31山田町 

○32大槌町 ○33住田町 

  （岩手県外）（都道府県名：            ） 

（３）お子様の所属している学科をお答えください。 

    ①普通科（英語・理数含む） ②総合学科（分野：              ） 

③工業に関する学科     ④商業に関する学科     ⑤農業に関する学科 

⑥水産業に関する学科    ⑦芸術・スポーツに関する学科 

   ⑧生活に関する学科     ⑨福祉に関する学科     ⑩国際に関する学科 

   ⑪その他（                    ） 

（４）保護者の方が希望している、お子様の進路をお答えください。 

    ①大学     ②短大    ③専門学校（専修学校・各種学校含む） 

④産業技術短期大学校＊     ⑤高等技術専門校＊     ⑥就職 

⑦まだ考えていない      ⑧その他（                       ） 

＊：岩手県が設置している県立職業能力開発施設です（詳しくは裏面をご覧ください）。 



（５）（４）で①～⑤と回答した方、どのような分野を学んでほしいと考えていますか。（2つ以内） 

    ①土木・建築系   ②調理・栄養系   ③被服系     ④営業系 

    ⑤機械・金属加工系 ⑥情報・通信系   ⑦電気・電子系  ⑧美術・デザイン系 

    ⑨養護・保育系   ⑩自動車整備系   ⑪医療・福祉系  ⑫理容・美容系 

    ⑬会計・経理事務系 ⑭法律・公務員系  ⑮動物・水産系  ⑯農業・園芸系 

   ⑰教育・研究系   ⑱卸売・販売系   ⑲接客・ホテル系 ⑳旅行・観光系 

○21交通・運輸系   ○22その他（            ） ○23まだわからない 

（６）職業や就職先を決める際に、重視してほしい点は何ですか。（2つ以内） 

    ①給与・賃金が高いか   ②知名度が高いか   ③将来性や安定性があるか 

    ④好きな仕事かどうか         ⑤自分の知識や技術が活かせるか  

    ⑥自己実現や社会貢献ができるか    ⑦職場の雰囲気や人間関係がよいか 

  ⑧残業が少ないか・休暇が取りやすいか ⑨希望する地域で勤務できるか 

⑩家族や先生が勧めるか        ⑪その他（              ） 

⑫わからない 

（７）将来、岩手県内の事業所に就職してほしいですか。 

    ①就職してほしい    ②どちらかというと就職してほしい  ③特にこだわらない 

④どちらかというと就職してほしくない   ⑤就職してほしくない 

（８）（７）で④又は⑤とお答えした方、その理由は何ですか。（2つ以内） 

  ①県内には希望する仕事がないから  

②県内では最新の技術を身につけられないと思うから 

③県内では大きな仕事ができないと思うから 

④給料や休暇など、勤務条件が満足できないと思うから 

⑤県外で生活してほしいから     ⑥県外企業の方が、安定性や将来性があると思うから 

⑦県内企業をよく知らないから 

⑧知人等が県外企業への就職を勧めるから 

⑨その他（                                 ） 

（９）産業技術短期大学校や高等技術専門校について知っていますか。 

   産業技術短期大学校： ①内容まで知っている  ②名前は知っている  ③今回初めて知った 

高等技術専門校  ： ①内容まで知っている  ②名前は知っている  ③今回初めて知った 

（１０）もしお子様を産業技術短期大学校や高等技術専門校に入学させるとしたら、どのような分野を学んでほしいです

か。 

   ①機械・加工系  ②電気・電子系    ③情報系       ④建築・設備系 

   ⑤デザイン系   ⑥自動車整備系    ⑦その他（        ） ⑧特になし 

（１１）（９）で①又は②とお答えした方、産業技術短期大学校や高等技術専門校をより魅力的な施設にするには、どの

ようにすればよいと思いますか。 

   ①より高度な技能・技術の習得   ②施設・設備の充実  ③指導体制の充実 

   ④魅力ある学科の新設    ⑤近い場所にあるとよい   ⑥わからない 

   ⑦その他（                                 ） 

（１２）その他、意見・要望等（自由記述） 

 

 

 

ご協力いただきありがとうございました。 

 



 

県立職業能力開発施設について 

 

○ 岩手県立産業技術短期大学校 

 職業能力開発促進法に基づく職業能力開発短期大学校として岩手県が設置している施設で、矢巾

キャンパスと水沢キャンパスがあります。 

高校卒業以上の方が入学対象で、修業年限は２年間、それぞれの科の募集定員は２０名です。 

  卒業後は、実践技術者として多くの県内企業に就職しています（就職率はほぼ１００％）。 

  

【設置されている科と主な内容】 

  （矢巾キャンパス） 

■メカトロニクス技術科 機械設計・加工技術と制御技術・電子回路設計技術 

■電子技術科      マイクロコンピュータ等を応用した電子回路設計・製作技術 

    ■建築科        木造住宅など建築物の設計・施工 

    ■産業デザイン科    プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、伝統工芸 

■情報技術科      システム構築、マルチメディア技術、ネットワーク構築技術 

  （水沢キャンパス） 

  ■生産技術科      金型技術、CAD/ CAM/CAEによる設計・加工・解析技術 

■電気技術科      電気設備の設計・施工、電気機器ハード及びソフト技術 

■建築設備科      建築給排水設備、空気調和設備などの建築設備の設計施工技術 

 

○ 高等技術専門校 

  職業能力開発促進法に基づく職業能力開発校として岩手県が設置している施設で、一関市千厩

町、宮古市、二戸市の３ヵ所に設置されています。 

いずれの高等技術専門校も、高校卒業以上の方が入学対象です。 

  卒業後は、実践技術者として多くの県内企業に就職しています（就職率はほぼ１００％）。 

 

☆ 岩手県立千厩高等技術専門校 

  ■自動車システム科（修業年限２年、募集定員２０名） 

2級自動車整備士の資格取得を目標に、自動車整備士に必要な技術、技能を習得 

 

☆ 岩手県立宮古高等技術専門校 

  ■自動車システム科（修業年限２年、募集定員１５名） 

2級自動車整備士の資格取得を目標に、自動車整備士に必要な技術、技能を習得 

  ■金型技術科（修業年限１年、募集定員１０名） 

ものづくりで重要な金型技術を中心に、NC 加工や CAD/CAM演習などにより機械加工技術

を習得 

 

☆ 岩手県立二戸高等技術専門校 

  ■自動車システム科（修業年限２年、募集定員２０名） 

2級自動車整備士の資格取得を目標に、自動車整備士に必要な技術、技能を習得 

  ■建築科（修業年限２年、募集定員１５名） 

建築大工の養成を目的とし、木造建築に関する知識と技術・技能を習得 


