
高等技術専門校評価システム〈評価表〉

ａ   　ｂ   　ｃ

出席率９８．５％

ａ   　ｂ   　ｃ

満足度９４．４ ％

ａ   　ｂ   　ｃ

応募倍率１．８７倍

ａ   　ｂ   　ｃ

入校率１００％

ａ   　ｂ   　ｃ

就職率１００％

ａ   　ｂ   　ｃ

就職率１００％

ａ   　ｂ   　ｃ

関連就職率９６．３％

ａ   　ｂ   　ｃ

全国平均以上

 (2) 入校状況
 入校者が定員を充足している

入校率
１００％

 (2) 訓練生満足度
 訓練内容に対し、訓練生の満足
 度が高い

・合格者全員が入校した。

満足度
９０％以上

 ２　応募・入校状況
 入校者が定員を充足している

・出席率は概ね良好であった。
・あいさつを含むコミュニケーション能力を高め
るよう普段の授業で自発的に発言させる内容を
多く取り入れている。
・満足度を一層高めるため、授業内容をさらに
充実していきたい。

応募倍率
1.２５倍以上

 １　訓練内容
 必要な技能・知識を習得させるた
 めの訓練内容が設定され、実施
 さ れている

コ  メ  ン  ト評　　　価評　　価　　項　　目 指   標

合格率
全国平均以上

・資格取得状況　　    　    合格率　   全国平均

 日商簿記検定３級　　　　　 40.0%         28.9%
　　　　　　　　（全国平均値は受験時の数値を引用）
 基本情報技術者試験      100.0%　　　　41.6%

川口高等技術専門校　　情報処理科

 ３　就職状況
 公共職業安定所、企業、関係機
 関等と連携を図り、雇用情勢の情
 報収集や訓練生に対する相談、
 指導等の就職支援がなされてい
る

 (1) 就職状況（確定値）
 就職率が100％である

就職率
１００％

 (2)就職状況（追指導最終値）
 就職率が１００％である
　

　　 　※　前年度修了者

就職率
１００％

 (3) 就職状況
 訓練関連率（訓練を活かした就
 労率）が８0％以上である

関連就職率
８0％以上

・応募者は例年とほぼ同様であった。
 (1) 応募状況
 応募倍率が1.２５倍以上である

・修了時100％就職であった。
・就職先から高い評価をいただいている。

・１名関連以外への就職であった。

・応募倍率、就職率はともに高い水準を維持しており、採用企業のニーズに対応した訓練を実施することができた。
・今後も情報処理業界の技術動向を見据え、たえずニーズに合った訓練を提供できるよう努力していきたい。

・引き続き全員が就職できるよう努力していきた
い。

総　合　評　価

Ａ：優れている　　　Ｂ：良好である　　　Ｃ：一部改善を要する　　　Ｄ：総合的な見直しを要する

 (1) 生活指導
 あいさつができる、遅刻・欠席が
 少ないなど、生活指導が適切で
 ある

出席率
９０％以上

　　　ａ：優れている　　　ｂ：良好である　　　ｃ：改善を要する

 ４　資格取得状況
 訓練科ごとに適切な資格取得目
 標が掲げられ、資格が取得され
 ている

 ・ 資格取得状況
 訓練科ごとに適正資格取得目標
 が掲げられ、資格が取得されて
 いる



高等技術専門校評価システム〈評価表〉

ａ   　ｂ   　ｃ

出席率９８．５％

ａ   　ｂ   　ｃ

満足度８３．０％

ａ   　ｂ   　ｃ

応募倍率１．０倍

ａ   　ｂ   　ｃ

入校率９６．７％

ａ   　ｂ   　ｃ

就職率１００％

ａ   　ｂ   　ｃ

就職率１００％

ａ   　ｂ   　ｃ

関連就職率１００％

ａ   　ｂ   　ｃ

全ての資格で全国
平均以上の合格率

コ  メ  ン  ト

 ２　応募・入校状況
 入校者が定員を充足している

 (1) 応募状況
 応募倍率が1.２５倍以上である

応募倍率
1.２５倍以上

 １　訓練内容
 必要な技能・知識を習得させるた
 めの訓練内容が設定され、実施
 さ れている

満足度
９０％以上

　新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から
高等学校訪問やオープンキャンパスの開催が
制限され、十分な広報を行うことができなかっ
た。ウィズコロナ時代に向けた募集広報として
ＷＥＢやオンラインツール等の活用を図りたい。

全国展開している大手企業から地域に根付い
た中小企業まで幅広く求人を頂いている。訓練
生に寄り添った就職支援を行い定着率の向上
を図っていく。

令和２年度修了者は、修了時点で全員が
就職しているため、追指導対象者はいない。

　業界情報の提供、実技訓練及び、資格取得を
とおして就職意識の向上を図り、関連職種への
理解度を深めることができた。

 ３　就職状況
 公共職業安定所、企業、関係機
 関等と連携を図り、雇用情勢の情
 報収集や訓練生に対する相談、
 指導等の就職支援がなされてい
る

 (1) 就職状況（確定値）
 就職率が100％である

 (2)就職状況（追指導最終値）
 就職率が１００％である
　

　　 　※　前年度修了者

就職率
１００％

 (3) 就職状況
 訓練関連率（訓練を活かした就
 労率）が８0％以上である

関連就職率
８０％以上

総　合　評　価

Ａ：優れている　　　Ｂ：良好である　　　Ｃ：一部改善を要する　　　Ｄ：総合的な見直しを要する

入校率
１００％

　全国的にも数少ない訓練科目として空調システム科の認知度を高めるために関係各所や入校希望者などに対して懇切丁寧な説明に心掛けた広報活動
に努める。
　就職に関しては、新型コロナウイルスの影響で減少した前年から盛り返し、増加傾向となり修了生全員を就職させることができた。今年度も、ほぼ例年と
変わらない求人数を受け付けており、就職率１００％を達成できるように努めたい。
　さらに、今後も訓練生が企業で即戦力となる訓練内容の充実を目指し、職業訓練指導員自身が知識技能の研鑽に励み、最新技術とともに社会的動向な
どについて訓練生に情報提供する。あわせて、国家資格の必要性やその役割を説き、取得支援に尽力することで合格率の向上に努める。

川口高等技術専門校　空調システム科

評　　価　　項　　目 指   標

 (2) 訓練生満足度
 訓練内容に対し、訓練生の満足
 度が高い

　企業からは、技能、技術の習得と同時に社会
人としての常識が求められている。そのため、
生活指導を重要な訓練の一環として強化してい
る。

　技能、技術の習得とともに数多くの資格を取
得できた。今後も訓練内容の充実や職員との
信頼関係を高める努力を重ね満足度の向上を
図る。

 (1) 生活指導
 あいさつができる、遅刻・欠席が
 少ないなど、生活指導が適切で
 ある

出席率
９０％以上

評　　　価

 (2) 入校状況
 入校者が定員を充足している

就職率
１００％

　　　ａ：優れている　　　ｂ：良好である　　　ｃ：改善を要する

 ４　資格取得状況
 訓練科ごとに適切な資格取得目
 標が掲げられ、資格が取得され
 ている

 ・ 資格取得状況
 訓練科ごとに適正資格取得目標
 が掲げられ、資格が取得されて
 いる

合格率
全国平均以上

＜資格取得状況＞ 合格率 全国平均
二級ボイラー技士 81.8% 53.4%
第二種冷凍機械責任者 79.2% 36.7%
第二種電気工事士 100.0% 43.1%
第一種冷凍機械責任者 100.0% 33.2%
第一種電気工事士 72.7% 35.9%
危険物取扱者(乙種第４類) 84.6% 37.0%



高等技術専門校評価システム〈評価表〉

ａ   　ｂ   　ｃ

出席率９９．４％

ａ   　ｂ   　ｃ

満足度７０％

ａ   　ｂ   　ｃ

応募倍率０．５倍

ａ   　ｂ   　ｃ

入校率５０．０％

ａ   　ｂ   　ｃ

就職率1００％

ａ   　ｂ   　ｃ

就職率１００％

ａ   　ｂ   　ｃ

関連就職率１００％

ａ   　ｂ   　ｃ

全国平均以上

 (2) 訓練生満足度
 訓練内容に対し、訓練生の満足
 度が高い

コ  メ  ン  ト評　　　価

満足度
９０％以上

 (1) 生活指導
 あいさつができる、遅刻・欠席が
 少ないなど、生活指導が適切で
 ある

・欠席、遅刻、早退も少なく、とても良好な出席
率であった。

・全員が関連職種へ就職しており、企業の求め
る人材を輩出している。今後も企業ニーズの把
握につとめ、より充実した訓練としたい。

・近年の雇用情勢により応募倍率や入校率が指標を下回った。効果がすぐ出るような募集活動はないが、今後、イベントなどに積極的に参加し地道に周知
を行っていく。
・訓練生の就職率はともに高い水準を維持しており、訓練生の充実した訓練や採用企業のニーズに対応した訓練を実施することができた。

出席率
９０％以上

 (1) 応募状況
 応募倍率が1.２５倍以上である

応募倍率
1.２５倍以上

　求人社数及び求人数は、前年度より減少し
た。そのため、訓練生には例年以上に詳細な情
報提供やきめ細やかな就職指導に努めた。

総　合　評　価

川口高等技術専門校　　機械科（デュアルシステム）

 ３　就職状況
 公共職業安定所、企業、関係機
 関等と連携を図り、雇用情勢の情
 報収集や訓練生に対する相談、
 指導等の就職支援がなされてい
る

 (1) 就職状況（確定値）
 就職率が100％である

就職率
１００％

 (2)就職状況（追指導最終値）
 就職率が１００％である
　

　　 　※　前年度修了者

評　　価　　項　　目

 １　訓練内容
 必要な技能・知識を習得させるた
 めの訓練内容が設定され、実施
 さ れている

 (2) 入校状況
 入校者が定員を充足している

入校率
１００％

就職率
１００％

 (3) 就職状況
 訓練関連率（訓練を活かした就
 労率）が８0％以上である

Ａ：優れている　　　Ｂ：良好である　　　Ｃ：一部改善を要する　　　Ｄ：総合的な見直しを要する

指   標

　　　ａ：優れている　　　ｂ：良好である　　　ｃ：改善を要する

 ４　資格取得状況
 訓練科ごとに適切な資格取得目
 標が掲げられ、資格が取得され
 ている

 ・ 資格取得状況
 訓練科ごとに適正資格取得目標
 が掲げられ、資格が取得されて
 いる

合格率
全国平均以上

・資格取得状況
 安全衛生特別教育（アーク、といし）   　全員
・合格率の出る資格を受験していないため、未
評価とする。

 ２　応募・入校状況
 入校者が定員を充足している

　在校中にて就職が決定しているため追指導の
必要はなかった。

関連就職率
８0％以上

・応募者が定員割れのため入校者についても、
定員を確保できなかった。

・満足度を向上するため、授業内容をさらに充
実していきたい。

・コロナ禍で求職者のハローワーク来所が減少
し応募者確保に苦戦を強いられている。一層の
周知活動を行っていきたい。



高等技術専門校評価システム〈評価表〉

ａ   　ｂ   　ｃ

出席率９７．４％

ａ   　ｂ   　ｃ

満足度８８．７％

ａ   　ｂ   　ｃ

応募倍率１．１２倍

ａ   　ｂ   　ｃ

入校率９１．７％

ａ   　ｂ   　ｃ

就職率５０．９％

ａ   　ｂ   　ｃ

就職率８３．０％

ａ   　ｂ   　ｃ

関連就職率９２．６％

ａ   　ｂ   　ｃ

すべて受験資格にお
いて全国平均以上

評　　　価 コ  メ  ン  ト

　訓練生の関連技能や知識習得及び資格取得
の意欲が高いため出席率も優れている状況と
なった。
　
　修了時のアンケート結果を基に効果的な教材
の作成や訓練環境の改善を図り、訓練生の満
足度向上を推し進めていく。

 ２　応募・入校状況
 入校者が定員を充足している

 (1) 応募状況
 応募倍率が1.２５倍以上である

応募倍率
1.２５倍以上

 １　訓練内容
 必要な技能・知識を習得させるた
 めの訓練内容が設定され、実施
 さ れている

 (1) 生活指導
 あいさつができる、遅刻・欠席が
 少ないなど、生活指導が適切で
 ある

出席率
９０％以上

 (2) 訓練生満足度
 訓練内容に対し、訓練生の満足
 度が高い

満足度
９０％以上

　指標をわずかながら下回る応募倍率となっ
た。今後も科の訓練内容の丁寧な説明と広報
活動の強化に努める。

 (2) 入校状況
 入校者が定員を充足している

入校率
１００％

　就職採用試験との併願者がおり、合格者が入
校を辞退するケースが頻出した。定員枠を拡大
した合格者を出すことで対応していきたい。

川口高等技術専門校　　ビル管理科

 ３　就職状況
 公共職業安定所、企業、関係機
 関等と連携を図り、雇用情勢の情
 報収集や訓練生に対する相談、
 指導等の就職支援がなされてい
る

 (1) 就職状況（確定値）
 就職率が100％である

就職率
１００％

　十分な件数の求人を確保しているものの採用
条件と訓練生の希望が合わず、就職活動にお
けるマッチング期間が長期化する傾向が強い。
　また、修了生の中には、自身の体調不良や家
族の介護などを理由に就職を断念される方もい
る。

 (2)就職状況（追指導最終値）
 就職率が１００％である
　

　　 　※　前年度修了者

就職率
１００％

 (3) 就職状況
 訓練関連率（訓練を活かした就
 労率）が８0％以上である

　ビル管理科の求人状況は、関連職種での倍率が２倍を超え、中高年者を対象とした求人も数多くある。修了までに企業が提示する採用条件と訓練生が
希望する条件のすり合わせを促すため、入校当初から訓練生に対し業界情報を伝え、ハローワークや当校で受け付ける求人の概要を認知してもらうことを
徹底する。また、修了生に対しても早期の就職に繋がるよう求人情報を提供するなどフォローアップ体制を強化し就職率の向上に努めていく。一方、ビル管
理科では各種国家資格の取得率は全国平均を大幅に超えていると共にボイラー設備の管理や測定器の使用方法、自動制御配線など実践的な訓練を取り
入れている。高等技術専門校では中高年層を対象にした訓練科は少ないため、ビル管理科で再就職を目指すことのメリットを強くＰＲし、応募者の拡大を
図っていく。

総　合　評　価

Ａ：優れている　　　Ｂ：良好である　　　Ｃ：一部改善を要する　　　Ｄ：総合的な見直しを要する

評　　価　　項　　目 指   標

関連就職率
８0％以上

　　　ａ：優れている　　　ｂ：良好である　　　ｃ：改善を要する

 ４　資格取得状況
 訓練科ごとに適切な資格取得目
 標が掲げられ、資格が取得され
 ている

 ・ 資格取得状況
 訓練科ごとに適正資格取得目標
 が掲げられ、資格が取得されて
 いる

合格率
全国平均以上

・各資格取得状況　　合格率 　　全国平均
二級ボイラ技士       83.7%　　　 53.4%
危険物取扱者乙種４類 90.2% 　　　37.0%


