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はじめに
日本経済の基調判断として、ここ数年の内閣府による経済報告を見てみると、景気は緩
やかではあるものの確実に回復していることがうかがえます。これは、企業収益や設備投
資、個人消費、雇用情勢、輸出、生産が増加あるいは改善しているとの見方によるもので
す。このような状況のなか、今後、企業が求める人材ニーズは、ますます多様化及び高度
化することが予想されます。したがって、今後の職業能力開発施設としての役割は、労働
者個々人が必要とする職業能力の開発及び向上を図っていくことが今まで以上に重要とな
ってきています。
そこで我々が実施する公共職業訓練は、これらに迅速に対応できる体制の確立が必要と
なります。そのためにも人材ニーズ等を常に把握することによって、ミスマッチのない訓
練分野の選定及びカリキュラムの設定ができるように心がけなければなりません。
現在、各職業能力開発施設においては地域ニーズを把握し、ミスマッチのない職業能力
開発を展開・実施しているところですが、当能力開発研究センターでは、これまで全国的
な視野に立ち、職業能力開発施設、業界団体あるいは企業等に対して、職業能力開発に資
する的確な情報提供ができるように、調査研究を進めてきているところです。
平成17年度においては、電気・電子、情報・通信、制御の技術分野を対象とし、これら
の技術動向や関連業界の人材動向等の調査を実施した、その結果を基に、訓練カリキュラ
ムモデルの構築を目指しました。本報告書が、全国の職業能力開発施設において訓練分野
の選定及び訓練カリキュラムの設定を行っていく上で活用されれば幸いです。
最後に、調査の実施及び関係委員会の開催にあたり、ご尽力をいただきました方々に心
から感謝申し上げるとともに、今後も引き続きご協力いただきますようお願い申し上げま
す。
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