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第27期 北海道産業教育審議会 第１回審議会 

１ 日  時 平成30年９月５日（水）13時30分～14時50分 

２ 場  所 道庁別館10階労働委員会会議室 

３ 出 席 者  

 (1) 委員12名 

明田川委員、伊藤美菜子委員、猪股委員、岡部委員、木村委員、武田委員、 

畠山委員、福井委員、福津委員、藤田委員、町田委員、マーカス委員 

（欠席：伊藤博之委員、佐藤委員、都沢委員） 

(2) 事務局11名 

佐藤教育長、赤間指導担当局長、山本高校教育課長、諸橋主幹、八丁主査、 

糸畑主査、今村主査、長谷川指導主事、峯田指導主事、岩館指導主事、吉岡主任 

４ 会議次第 

 (1) 開会 

(2) 北海道教育委員会挨拶 

(3) 委員及び運営者の紹介 

(4) 会長及び副会長の選出 

(5) 会長挨拶 

(6) 議事 

  ア 審議内容について 

  イ 審議日程について 

  ウ みらいの産業教育フォローアップ会議について 

  エ その他 

(7) 会長挨拶 

(8) 北海道教育委員会挨拶 

(9) 閉会  

５ 議 事 録 

【事務局（山本課長）】 

こんにちは、委員の皆様にはお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。

ただいまから、第27期北海道産業教育審議会、第１回審議会を開会いたします。 

私は本日の司会を担当いたします、高校教育課長の山本と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

まずはじめに、お手元にございます別紙の３ページをお開きください。北海道産業教

育審議会規則第３条２項に基づきまして、本日は12名の方の御出席をいただいておりま

すことから、会議が成立しておりますことを御報告いたします。 

それでは開会に当たりまして、北海道教育委員会教育長の佐藤から、御挨拶申し上げ

ます。 

 

【佐藤教育長】 

   あらためまして教育長をしております、佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいた
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します。皆様方におかれましては、日頃から本道教育の推進に御理解、御支援をいただ

いておりますことに、心からお礼申し上げます。 また、本日は、何かとお忙しい中、ま

た、嵐も過ぎ去ったばかりでお集まりをいただき、重ねてお礼を申し上げます。この産

業教育審議会は、昭和26年に公布された産業教育振興法に基づいて北海道教育委員会に

設置し、これまで約半世紀に渡って、本道の産業教育の充実に向け審議を重ねてきてお

ります。本日は、第27期に当たる審議会の第１回目の会議となります。皆様方におかれ

ましては、これから２年間に渡りまして、委員をお務めいただくことになりますので、

御多忙とは存じますが、御協力をよろしくお願いします。現在、北海道を含め日本は、

生産年齢人口の減少やグローバル化の進展のほか、絶え間ない技術革新等により、社会

構造や雇用環境は大きく、そして急速に変化してきております。学校教育には、子ども

たちがこうした様々な変化に積極的に向き合って、他者と協働して課題を解決していく

力ですとか、様々な情報を見極めて、新しい価値につなげていく力、そういった力など

を育成していくことが求められております。 

  こうした中で、産業教育においても、専門的な知識・技術の定着はもとより、多様な

課題に対応できる課題解決能力を育成することが重要と考えており、地域や産業界との

連携の下、実践的な学習活動をより充実させて、本道の将来を担う人づくりを進めてい

くことが大切であると考えているところです。 

  今期の委員の皆様には、「これからの本道産業教育の充実方策について」をテーマとし

て、御審議をお願いしたいと考えておりまして、それぞれのお立場から、忌憚のない御

意見、御提言を賜りますようお願いを申し上げます。終わりになりますが、皆様方のま

すますの御健勝を御祈念申し上げ、開会に当たっての御挨拶といたします。本日はよろ

しくお願いいたします。 

 

【事務局（山本課長）】 

教育長につきましては、この後、他の用務がございますので、ここで退席させていた

だきます。 

 

【佐藤教育長】 

本当は出席していたいところですが、議会が間近に控えており、立て込んでおります

ので、ここで失礼させていただきます。 

 

【事務局（山本課長）】 

次に、委員の皆様及び本日の運営者を御紹介申し上げます。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

  はじめに、北海道武蔵女子短期大学専任講師、明田川知美様です。 

   次に、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社代表取締役、伊藤博之様ですが、

本日他の用務のため欠席されております。 

次に、北海道文化放送株式会社広報番組プロデューサー、伊藤美菜子様です。 

   次に、北海道札幌工業高等学校長、猪股康行様です。 
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   次に、小樽商科大学商学部教授、岡部善平様です。 

   次に、札幌市立常盤中学校長、木村佳子様です。 

   次に、経済産業省北海道経済産業局地域経済部地域経済課産業人材政策室長、佐藤正  

 幸様ですが、本日他の用務のため欠席されております。 

   次に、株式会社アンビックス小樽朝里クラッセホテル支配人、武田亜也様です。 

   次に、北海道岩見沢農業高等学校長、畠山佳幸様です。 

   次に、一般社団法人北海道商工会議所連合会政策企画部長、福井邦幸様です。 

次に、オフィス・福津代表、福津京子様です。 

   次に、特定非営利活動法人教育プラットフォーム北海道理事長、藤田和久様です。 

   次に、北海道札幌琴似工業高等学校父母と先生の会会長、町田弘美様です。 

   次に、株式会社エヌ・ビー・シー・ジャパンエグゼクティブシェフ、マーカス・ボス

様です。 

   最後に、トヨタ自動車北海道株式会社常務取締役総務部長、都沢浩喜様ですが、本日

他の用務のため欠席されております。以上、審議会委員の皆様を御紹介させていただき

ました。 

続いて、本日の運営者を紹介いたします。学校教育局指導担当局長、赤間幸人です。

続きまして、高校教育課長、山本明敏です。最後に私、高校教育課主幹、諸橋宏明です。

よろしくお願いいたします。また、他の事務局員につきましては、要項10ページの記載

をもって御紹介に代えさせていただきます。以上で、紹介を終わります。 

 

【事務局（山本課長）】 

次に、本審議会の会長及び副会長の選出となります。会長、副会長の選出についてで

すが、先ほども御覧いただきました別紙１の３ページにございます、審議会規則第２条

の２によりまして、委員の皆様の互選となっております。 

委員の皆様におかれましては、本日初めてお会いする方が多いと思いますので、会長、

副会長の選出に係る議事進行を、このまま事務局の私の方で進めさせていただきたいと

思いますがよろしいでしょうか。（異議なしとの声） 

それでは、会長、副会長の選出ですが、委員の皆様からの自薦または他薦の御意見が

ありましたら、お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。（意見なしとの声） 

特にお声があがらないようですので、事務局から案を提案させていただきたいのです

が、よろしいでしょうか。（異議なしとの声） 

それでは、事務局から提案願います。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

  それでは、事務局から案を申し上げます。事務局といたしましては、会長には、小樽

商科大学の岡部委員に、お願いしたいと考えております。また、副会長には、 株式会社

アンビックス小樽朝里クラッセホテルの武田委員に、お願いしたいと考えております。

以上、御提案申し上げます。 
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【事務局（山本課長）】 

  ただ今の事務局の提案につきまして、皆様御異議はございませんでしょうか。（異議

なしとの声） 

ありがとうございます。それでは、会長を岡部委員に、副会長を武田委員に決定させ

ていただきます。会長に選出されました岡部委員と、副会長に選出されました武田委員

におかれましては、申し訳ございませんが、席の御移動をお願いいたします。 

それでは、会長に選出されました岡部会長から就任に当たっての御挨拶をいただきま

す。 

 

【岡部会長】 

この度、第27期北海道産業教育審議会の会長を承ることになりました岡部でございま

す。２年間の任期において、委員の皆様の御協力をいただきながら、本審議会の運営を

円滑に進めていくよう努めてまいりたいと考えております。委員の皆様には、本道の高

等学校における産業教育の充実・発展のために、それぞれのお立場や御経験から、御意

見を賜りますようお願い申し上げます。簡単ではありますが、会長就任に当たっての御

挨拶といたします。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

【事務局（山本課長）】 

  岡部会長ありがとうございました。それではこれより議事に入りますので、この先の

進行につきましては、先ほどから御覧いただいております審議会規則により、岡部会長

にお願いいたします。 

 

【岡部会長】 

  あらためまして、ただいま会長として進行を仰せつかりました、岡部でございます。

円滑な審議について、皆様の御協力をお願いいたします。 

 

【岡部会長】 

それでは、お手元の「要項」の１ページをお開きください。本日の次第が記載されて

おります。この次第に基づきまして、早速議事に移ります。それでは、議事１として審

議内容について、事務局から説明願います。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

  それでは今期、皆様から御意見をいただきたい内容について、御説明いたします。 

  説明に先立ちまして、審議会設置の法的な背景を確認させていただきたいのですが、

お手元の別紙１「関係法令等」２ページにございます、産業教育振興法の第12条を御覧

ください。読み上げますと、「地方産業教育審議会は、それぞれ、当該都道府県の区域内

で行われる産業教育に関し、第３条各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重

要事項について、都道府県の教育委員会若しくは知事の諮問に応じて調査審議し、及び

これらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事に建議する。」と記載がござ

います。 
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第27期におきましては、「及び」から後ろの部分の、「これらの事項に関して都道府県

の教育委員会に建議する。」ということをお願いするものでございます。 

  この中で「これらの事項」と申しますのは、１ページの第３条１から５と掲げられて

おります事項を指しておりますが、今期におきましては、２の「産業教育に関する教育

の内容及び方法の改善を図ること」を主として、審議をお願いするものでございます。 

  それでは、今期の審議内容についてでございますが、お手元の要項３ページを御覧く

ださい。これまで、北海道産業教育審議会では、今日的な社会や産業構造の変化に対応

した産業教育の内容や方法の改善・充実、産業界との協力を促進するために、表にある

ような答申・建議を行っていただいております。 

  これまでの本道の産業教育の充実に当たり、多くの貴重な御意見をいただいておりま

して、道教委といたしましても、御意見を基にいたしまして、施策に反映するなどして、

各専門高校の教育の充実を図ってまいりました。例えば、前回第26期の建議をいただい

た中で、「これまでの専門高校では、様々な価値観を持つ他者との合意形成を図るための

コミュニケーション能力の育成や、地域社会等の課題解決へ向けた取組に課題が見られ

る状況にあることから、生徒が自己肯定感を高めるプログラムを取り入れ、地域を支え

る一員になろうとする意欲を喚起することが大切」との意見を参考とさせていだたき、

今年度から、高校生が地域の課題を見つけ、地域の自治体や企業の方々と協力して解決

を図っていこうとする「高等学校OPENプロジェクト」を予算事業化して取り組むなどし

てきております。お手元に資料として事業の図を入れておりますが、研究指定校15校が

事業に取り組むこととしております。 

  こうした中、これまでの答申・建議の内容について、専門高校はどのように受け止め

たか、あるいはどのように実践してきたのか、このことについて課題は何かなどをこの

後把握し、検証を行うことが必要との御意見もありましたことから、今期の審議会にお

きましては、こうした検証・調査を行うことといたしまして、審議事項については、「こ

れからの本道産業教育の充実方策について」とすることとし、第24期答申、第25期建議

を中心に、これまでの各専門高校の取組についての課題等について調査・検証し、解決

に向けた助言やその成果なども、委員の皆様におまとめいただくことを審議の内容とし

て、また、そのまとめを建議として、道教委にいただくということを御提案申し上げま

す。 

 

【岡部会長】 

  ただ今事務局から審議内容について説明がありました。 

まず、審議内容そのもの、今期の審議の概要について、質問、御意見等ありますでし

ょうか。 

今までの取組、答申・建議について高校がどのように受け止めて、それに対してどの

ような実践をしてきたのか。それについての課題等は何なのかを、まずは検証するとい

うことが、今期の目的となっております。御質問はありませんでしょうか。 

特に御質問がないようでしたら、審議内容について委員の皆様から了承が得られたと

いうことで、確認させていただきます。 

続きまして、お手元の別紙２「北海道産業教育審議会答申・建議に関する実施状況調
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査」結果まとめにつきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

続きまして、お手元の別紙２「北海道産業教育審議会答申・建議に関する実施状況調

査」結果まとめを御覧ください。 

  本調査は、委員の皆様に御意見をいただく際の参考となるよう、24期答申や25期建議

の実施状況について、職業学科を設置している道立高校57校を対象に、期限までに回答

のあった54校の回答をまとめたものです。設問は大きく３項目となっており、１及び２

については、全ての学校が回答していますが、３については、農業・工業・商業・水産・

家庭・看護・福祉の学科ごとに回答を得ております。回答については、４択で(1) 実施

している、(2) 一部実施している、(3) 実施していない、(4) 実施できないとし、(3)及

び(4)を回答した場合には、その理由を記載するようお願いしております。その理由をま

とめたものが、別紙３「学校回答用紙」となっております。 

それでは、概要を御説明いたしますが、まずは設問１についてでございますが、生徒

のキャリア発達や産業界等との連携を進める上で必要なことなどについての提言をい

ただいておりまして、これらに対して「できていない」側の回答については、質問事項

(8)(9)(10)にありますように、専門高校（職業学科を設置する高校）と大学との連携等

が進んでいないと回答した高校が１割程度との結果となっています。理由を見てみます

と、別紙３を御覧ください。１の(8)(9)(10)の欄になりますが、(8)では農業科では大学

ではなく専門学校と連携して生徒の学習に対する意識意欲を向上させています。工業科

では検討中とあり、(8)については、どの高校も審議会の提言を受け止めて行っているも

のと考えることができますが、(9)では農業科や工業科では検討中とされているものの、

商業科や福祉科の理由を見ますと、高校の近隣に大学がないことから生徒に大学の施設

設備を使った体験をさせたくても難しいとの意見が挙げられております。 

  また、(10)については、農業科、工業科、水産科で進学希望者が少なく大学との学習

の連続性を踏まえた教育課程の工夫が難しいとしているほか、福祉科では介護福祉士の

資格取得のため、教育課程が固定されてしまい、こうした工夫を図る余地がないとの回

答がございました。 

  また、少数派ですが、(13)では、工業科の一部で、進学希望の生徒が多いため産業界

より大学との連携を重点に置いているなどといった回答が見られますが、生徒のニーズ

が進学にあることから、産業界とのつながりを重視しないと回答していることについて

は、委員の皆様からの御意見もいただきたいと考えております。 

  次に、設問２についてです。今後の充実方策としていろいろな角度からの提言をいた

だいておりますが、こちらにつきましても「できていない」側の回答といたしましては、

最もできていないと回答がありましたのは、「(11) 一つのテーマを複数の高校で研究し

たり、商品開発から製造、販売までの一連の学習活動を複数の高校で連携して取り組む

こと。」であり、別紙３で理由を見ますと、３ページとなりますが、他校が地理的に離れ

ていることなどが挙げられております。 

  また、続いて「(3) 職業学科を設置する高校間で、施設設備を有効活用するなどした

学びを充実させること。」につきましても、別紙３の２ページで理由を見ますと、先ほど
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と同様に他校が地理的に離れていることなどが挙げられておりますが、商業科の中では、

こうした方策による指導についての教員のスキル不足を理由としておりました。 

また、「(9)web等のメディアを活用し、道内はもとより道外で活躍している職業人を活

用した授業を推進すること」、「(13) 職業学科に学ぶ高校生が直接中学校を訪問して特

色ある教育活動を紹介したりするなど、広報活動を推進すること」が、次に続きますが、

(9)の理由としては、別紙３の３ページにあるように設備面の課題はあるものの価値が

見いだせずにいることや、(13)の理由については、別紙３の４ページに「教職員が対応

している」とあるほか、出前授業や学校説明会の活用に依然としてとどまっているとの

回答となっておりました。 

  調査の最後に、設問３についてですが、職業学科ごとに「求められる人材像」や「教

育内容・方法の改善・充実の具体策」について、第24期で提言をいただいたものであり、

平成26年５月の答申ですから、４年も前となっていることから現状を踏まえて回答をい

ただいています。 

  農業科では、「グローバル化に対応できる人材」や「国際的な視野・価値観による経営

感覚を備えた人材」などを求められる人材像として加える必要があるとされているほか、

その下(2)では②や③などがあまり現場では受け入れられていない結果となっておりま

す。 

  次に工業科では、「地域産業の担い手としての職業人の育成」などを求められる人材像

として加える必要があるとされているほか、その下の(4)では長期企業実習が進められ

ていない課題が見られます。 

  次に商業科では、「コミュニケーション能力の向上や育成」や「観光産業の振興、地域

におけるビジネスの推進」などを求められる人材像として加える必要があるとされてい

るほか、その下の(6)では、①や②にあるように地域産業との関わりについて課題が見ら

れます。 

以上、事務局で実施しました、24期答申と25期建議の学校での実施状況調査について

の概要を御説明申し上げました。 

 

【岡部会長】 

ただいま、事務局から、学校での実施状況について説明がありましたが、何か御質問

や御意見などはありませんでしょうか。 

 

【明田川委員】 

高校の回答者の所属と人数を教えていただければと思います。 

 

【岡部会長】 

事務局より回答をお願いいたします。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

回答者の所属といたしましては、全ての各専門高校から回答をいただいたものとなっ

ておりまして、具体的な区分けといたしましては、農業科が14校、工業科が16校、商業
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科が27校、水産科が３校、家庭科が３校、看護科が２校、福祉科が１校、延べ66校とい

う数にはなりますが、学科を併置しているところもあるため、実際には54校からの回答

をまとめたものです。実際の回答者については追えない状況です。 

 

【明田川委員】  

わかりました、ありがとうございます。 

 

【岡部会長】  

ほか、何か質問はありますでしょうか。今の質問に関連して、例えば、管理職からの

回答をお願いするといった指定があった訳ではないんですね。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

基本的には校長、学校に回答を求めておりますので、管理職の対応による回答、学校

を代表した回答と捉えていただければと思います。 

 

【岡部会長】  

そのほか、何か御質問、御意見等はございますでしょうか。 

おそらく今の各学校の方から建議に対する実施に課題がある取組に対して取り組 

んでいる、検討中であるという回答がある中で、いくつか取組が難しいという課題が出

ていたと思います。それについては、こういう考え方もあるのではないか、この点はど

うなっているかなどの御質問をいただくのもありかなと思います。 

今、大きく見る限りでは、地理的な問題ですね。地域に一校しかない。あるいはちょ

っと離れている。なかなか連携をしよう、協働で何かをやろうと思ってもなかなか難し

い。あるいはそれに関わって経費ですね。交通費であるとか、生徒の保険がどうなのか、

あるいは教員の負担等も。あとwebやインターネットあるいはICTについては、施設設備

の問題等が挙げられていたとか思います。これは、地理的なものをハード面といって良

いのか分からないのですけども、かなり難しい問題になる。特に北海道においては地理

的な部分は大きな課題になるのかなと思います。あとこれはソフト面になるかと思うの

ですが、教育課程上の問題ですね。例えば福祉科のように、そういう教育課程になって

いない。なかなかほかと連携しにくい。あるいは一緒に商品開発をしてもテーマ設定が

難しい等の部分も挙げられていたと思います。あとそれに関わって、これは中々シビア

な御意見ともなりますが、教員の方のスキルの向上、教員研修の部分に課題があるとい

う意見もこの中に含まれていたと思います。一方でまた、委員の皆様方、各御専門の分

野、携わっている領域もあるかと思うんですけれども、農業、工業、商業、水産、福祉、

看護等の各分野で求められる人材、もうこの建議自体何年か前の古いものですから、大

きく変化している部分があるかなと思います。これに対して、こういう見方もあるので

はないか、こういう人材が求められているのではないかなどの御意見等もいただければ

と思いますがいかがでしょうか。 
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【伊藤美菜子委員】 

すいません、すごく単純な質問でよろしいですか。読まないといけない文字がたくさ

んあって、どこを今進んでいるのかなって真剣に追っていたんですけど。まず初めてこ

こに席を設けていただいたのですが、一つはこの件に関しての立ち位置って、高校生の

生徒諸君に対して、私が高校生目線で考えるべきことなのか、教師陣の目線で考えるべ

きなのか、そこによってニーズって変わってくると思うんですよね。やっぱり先生方に

は先生方の事情があり、学生たちには学生の要望があると思うので、そこの溝ってどう

なっているんだろうっていうのが一つ。あとここには、回答されているのは教師の皆さ

んであるし、集まっているのはおじさん、おばさんたちばかりの中で、学生はどう思っ

たのかなっていう感想が何一つここには出ていないということで、私にとっては何も見

えてこないんです。ここでできなかったということで、御説明を頂戴していたんですけ

ど、では逆に各地域でできたことで、ものすごく成功していることは何だろう、それは

他の学校でまねできることなのかなど、そういう部分が明確になっていると、これまで

の４年間の流れがすごく分かりやすく、いろいろと私の知恵もここで生かすことができ

るかなと思ったんですけれども。すみません、何かそもそも論で申し訳ないんですけど、

ちょっとそれを感じました。 

 

【岡部会長】 

貴重な御意見ありがとうございます。まず後に事務局の方から何かあったら、お伺い

したいことでもありますが、今、伊藤様からお伺いしたとおりで、これが分からないん

じゃないかとか、ここを掘り下げる必要があるのではないかというのをあげていただく

のも非常に重要です。次回、２回目以降の審議会、あるいはこの後フォローアップ会議

の説明もあると思うんですけど、そこにつながってくるところでありますので、確かに

今、実施状況という点にあまりにも焦点が当たっていて、学校の目線で全て語られてい

るということは、確かにそのとおりですね。それに対して生徒対象に行った調査、ある

いはデータとして、何か参考にできそうなものは、今の段階で思い当たるものはありま

すでしょうか。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

生徒を対象に調査を行っていませんので、それについてはないところですが、生徒が

どのように思っているかにつきましては、今の調査回答だけではなく、そういった視点

からの調査についても、審議に加えていきたいという御要望として承らせていただきた

いと思っております。また、会長からもございましたとおり、さらにもう少し深く、事

務局で調べることとか、まとめることがあれば、お出しいただいて次回の審議会に御報

告させていただきたいと考えております。生徒がどう思っているか、そしてある地域で

できたとされていることは、ほかの地域に普及させていくものになっているのか、この

２点について、各学科ごとの状況を掘り下げてみたいと思っています。 

 

【岡部会長】 

ありがとうございます。私も、調査研究をやっていると教師の目線、生徒の目線は往々
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にしてぶれることもあるのですが、それをあえて意識せず進めることも場合によっては

あります。今回の調査は、できなかった部分に焦点が当たってしまっているので、今の

御意見は非常に貴重なものとして、今後進めていきたいと思います。 

 

【福井委員】 

  福井でございます。伊藤さんの話を伺っていて、実は同じ事を考えていました。総括

をするときに、どうやって総括するのかと考えたときには、例えば、この答申や建議が

できたかできないのかだけではなくて、それをやったことに対してどういった結果にな

ったのかが見えないと、この建議を果たして出した価値があったのかなかったのか、あ

るいは次の審議会の時にそれがどう改善されていくというところにつながっていかな

いと思います。残念ながら、この回答、実施できてない、実施していない理由だけを挙

げられても、その先の部分ですね、おっしゃったように学生さんたちがこういう雰囲気

が変わったとかですね、例えば、就職にどう影響があった、進学にどう影響があったか

などが見えないと、この総括をしようがない気がしています。建議ができたかできなか

ったかはこの場だけの話しで、我々が目指しているところは、学生さん、あるいは地域

経済・社会にどう貢献していくかだと思いますので、総括するのでしたら、そこまで踏

み込んでいただきたいなという気がしています。ですので、建議ができたかできていな

いかは、この場だけでいいと思います。そこから先のことを産業教育という部分で見て

いくと、そこまで掘り下げていただかないと、我々がここに来ている意味がない感じが

しています。私は産業分野から来ていますが、学生を雇う立場で見ると、こういった動

きが、学生さんの教育にどう生きているのかだとか、学校がどういった方針で、学生を

育てようとしているか見えてこないので、できれば総括までするのでしたら、そこまで

掘り下げて調査していただきたいなと思います。厳しい発言で申し訳ございませんが、

以上です。 

 

【岡部会長】 

ありがとうございます。今、福井委員の意見から、道の方でいくつか事業をやられて

いるかと思います。それに対する効果検証といいますか、そういった評価の部分なんで

すけれども、おそらく報告書などはまとめられているとは思うのですが、それを整理し

たものが手元にあると良いかなと思います。おそらく国の方でも研究指定事業等の中で

効果検証や、評価を行うという流れは強くなっていると思いますので、そこの部分につ

いて、現在参考にできるものがあれば教えていただければ思うのですが、次回以降に向

けて何かしら整理したものが、御提出いただければ良いかなと思います。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

25期については建議で学科構成の在り方についてでございますので、主に今の御質問

からは24期の答申をもとにした道教委事業の内容などを資料として提出したいと考え

ております。 
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【岡部会長】 

ほかに何かございますでしょうか。今、非常に重要な意見をいくつかいただいており

ます。そういう流れ等も含め、よろしくお願いします。 

 

【福井委員】 

今回の委員をお引き受けするに当たって、３期分の答申と建議をいただいてすべて拝

見させていただきました。私も道庁さんの事業と一緒にさせていただくことがあるんで 

すけれども、先生のおっしゃったように、この３期分の中から道庁さんの事業にどうつ

ながっているのか実は見えないです。正直こういう会があって、こういう建議がまとめ

られていたことを知らなかったです。高校教育の現場でこういう事業を道庁さんがやっ

ているというのは経済部を通じて伺っていて、そういう話は聞いていたのですけども、

こういう建議から事業につながって、あるいは予算につながって、最後結果につながっ

てという一連のところが見えると、皆さんもどういう流れで動いてきているのかという

のが分かると思いますので、是非事務局の方で御検討いただければと思います。 

 

【岡部会長】 

ありがとうございます。次回の審議に向けて、御要望等をいただいております。ほか

にお気付きの点、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

いろいろと御意見いただきまして、ありがとうございます。先ほども申し上げました

とおり、今回は、これ以降何を掘り下げる必要があるのか、何をさらに調べて整理する

必要があるかということをいただいて、次回以降の審議につなげていくという意味もご

ざいましたので、重要な御意見をいただきましたので、次回以降の審議の糸口とさせて

いただければと考えております。ありがとうございました。それでは、議事１は以上で

ございます。続きまして、議事２に移りたいと思います。 

 

【岡部会長】 

  続きまして、議事２として審議日程について、事務局から提案願います。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

はい、それでは今、会長からもいただきましたとおり、現在の資料ではこれから先の

審議の中で議論が深められないとの御意見をいただいたと思っておりますので、次の審

議会に向けまして、事務局の方で資料提供し、それをもとに御議論いただくことを考え

ております。 

それでは、今期の審議日程について御提案いたします。要項５ページを御覧ください。

今期の審議会につきましては、先ほどから御審議いただいておりますとおり、第24期答

申、第25期建議を中心に、現段階の調査に加え、深く掘り下げるべき点をこの資料に加

えていきながら、今後の本道における産業教育を推進していく方法について、御意見を

いただくよう流れを作っておりまして、その日程につきましても皆様のお考えを、おま

とめいただけるように、また議論が順番に進められるように、案を作成したところでご

ざいます。具体的には、本日を含めこの２年間で全３回の審議会を予定しております。
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次の第２回審議会につきましては、本年末頃の開催を目途に調整させていただきますが、

先ほどの決定に基づき、事務局で掘り下げて資料を整理していきたいと思います。２回

目の審議会の後には、いわゆるワーキンググループの形を取りたいと思っていまして、

「みらいの産業教育フォローアップ会議」を分科会形式で設置するように、進めてまい

りたいと考えております。また、その分科会形式で行うフォローアップ会議の内容につ

きまして、どう学校の課題について、改善を図られたかなどをまとめいただきまして、

来年12月を予定しております３回目の審議会において、最終案としてまとめ、翌年、平

成32年１月を目途に建議をいただく予定としております。 

 

【岡部会長】 

  ただいま、事務局から、審議日程について提案がありましたが、何か御質問や御意見

などはありませんでしょうか。 

 

【岡部会長】 

  特に御質問などはないようなので、審議日程について、提案どおり決定いたします。

この日程で進めることができるよう、委員の皆様の御協力をお願いいたします。 

 

【岡部会長】 

  続きまして、議事３として、「みらいの産業教育フォローアップ会議」について、事務

局から提案願います。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

それでは、「みらいの産業教育フォローアップ会議」の設置について、御提案いたしま

す。 

お手元の、要項７ページを御覧ください。本日いただきました課題や、もっと深く掘

り下げる点などを、再度まとめまして、第２回審議会におきまして、３つ程度にグルー

プ化して提案したいと考えております。その課題ごとにフォローアップ会議を分科会と

して設置します。 

具体的に申しますと、委員の皆様15名のうち、岡部会長以外の14名の方が、３つの分

科会に分かれて、課題を持つ学校の取組をフォローアップしていただくことといたしま

して、岡部会長にはその全ての分科会に加わっていただきます。また、各分科会には、

とりまとめを行っていただく、主査の方を選出していただくこととし、分科会代表者と

して、各分科会の意見等のまとめや、建議草案を作成し、審議会への報告をお願いいた

します。 

草案の作成につきましては、来年11月に開催予定の代表者会議において、行っていた

だくこととします。 

以上、「みらいの産業教育フォローアップ会議」について御提案申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

【岡部会長】 
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ただいま、事務局から、審議の進め方として、みらいの産業教育フォローアップ会議

についてなどの提案がありましたが、何か御質問や御意見などはありませんでしょうか。 

分科会に関しての、高校関係者４名の説明をお願いします。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

  分科会の中で、高校関係者４名の記載があります。これにつきましては、分科会に所

属してもらうものではなく、分科会で行う課題の解決に当たって、学校の対象者から意

見を聞くと言ったイメージで捉えていただければと思います。この４名についても、確

定した数ではございませんので、この後、第２回の審議会におきまして、どのように分

科会を設置していただくか、それに応じまして、この人数も若干の変動があると捉えて

いただければと思っております。 

 

【岡部会長】 

  第２回の段階で分科会のテーマ、中身等が設定されると思います。高校関係者も伊藤

委員から指摘がありましたけれど、要は課題を抱えていると同時に、もしかするとうま

くいっているところもあるかもしれません。それに関して、なぜうまくいっているのか、

その汎用性や可能性がどこまであるのかなども含めて、設定していきたいと思います。

その部分もまた次回、御審議いただくことになると思います。 

特に御質問などが無いようなので、みらいの産業教育フォローアップ会議などについ

て、提案どおり決定いたします。このような形で審議会前半を進めてまいりますので、

我々委員の横の連携を深めながら進めることができるよう、皆様の御協力をお願いいた

します。 

 

 

【岡部会長】 

  事務局が用意した議案は以上のようですが、委員の皆様から、そのほか何か御意見や

御要望などはございませんでしょうか。 

 ないようですので、これで第１回審議会の議事については終了いたします。進行を事

務局にお返しします。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

 議事が全て終了したところでございますので、ここで事務局から２点連絡を申し上げ

ます。１点目でございますが先ほどの要項の２ページにありました委員の名簿でござい

ますが、所属の下に皆様のメールアドレスを記載させていただいております。これにつ

きましては、ただ今、会長からありましたとおり、皆様の意見、交流などを行っていた

だきたいとの思いから、アドレスの方を記載させていただいておりますので、この名簿

の取扱いについて御配慮いただきますことと、併せまして、次の審議会に向けてもう少

しここの部分を知りたい、この部分が気になったなどを事務局にお寄せいただきまして、

第２回の審議会の方で、御提示させていただきたいと思います。２点目でござますが、

本日の議事録についてでございますが、来週中には、メール等を活用させていただきま
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して皆様にお送りしたいと考えております。委員の皆様には御多用のところ恐縮でござ

いますが、９月27日（木）を目途に、修正等の意見をいただきまして、その後、本審議

会の議事録として、確定とさせていただきたいと思っておりますので、御協力をお願い

申し上げます。以上です。 

 

【事務局（山本課長）】 

 それでは、閉会に入ります。皆様、本日はありがとうございました。委員の皆様にお

かれましては、本日決定していただきました進め方などに基づき、今後の御審議につき

まして、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、閉会に当たり、岡部会長から御挨拶をいただきます。 

 

【岡部会長】 

閉会にあたりまして御挨拶申し上げます。委員の皆様におかれましては何かと御多用

のところ、また台風の余波の残る天候の不安定な中、お集まりいただき誠にありがとう

ございました。今後の審議につながる重要な御意見をいただけましたこと、心より感謝

申し上げます。 

27期となります今期ですけれども、事務局からも御説明があったとおり、これまでの

本審議会の答申、建議を基に委員の皆様に専門高校の実際の課題などについて御助言を

いただくことを趣旨としております。そのためには、さらに必要な資料、データなども

あるかと思いますが、そういったものも含めまして、「みらいの産業教育フォローアップ

会議」を組織いたしまして、学校現場に対してできる限り実効性のある審議の取りまと

めを行うことができますよう、工夫をしているところでございます。 

また、各界の方々にお集まりいただいておりますので、中々顔を合わせて意見交換を

行うことも難しい部分があるかと思います。本日の会議を契機といたしまして、先ほど

事務局からもありましたが、メールアドレスなども取扱注意ということでしたが、委員

の交流を図っていくことも必要かと考えております。委員の皆様より様々な見地から御

意見をいただきながら審議会として本道の産業教育の充実に向けた建議になるよう努

めてまいりたいと考えております。お力添えの程よろしくお願いいたします。本日はあ

りがとうございました。 

 

【事務局（山本課長）】 

終わりに、北海道教育庁学校教育局指導担当局長、赤間幸人から御挨拶申し上げます。 

 

【赤間指導担当局長】  

本日はお忙しい中、貴重な御意見をいただきありがとうございました。現在、御承知

のとおり我が国、特に本道におきましては、広域性の中、地域の産業を支える人材をど

う育成していくかということが非常に大きな課題となっております。こうした中、私た

ちが今担当しております高校における産業教育の在り方をどうするのかということも

検討する時期に当たっていると思っております。 

これまでの建議や答申等につきましての御意見をいただいたところでございますけ
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れども、今日、事務局から説明しましたとおり、みらいの産業教育フォローアップ会議

ということで、これからの産業教育をどうしていくかということについては、これまで

の答申や建議について、どういう形で学校の中で具体的に行われているか、そういうこ

とが、どういう形で産業教育につながっているのかなどについて課題を出していきなが

ら、もちろん成果も出していきながら検討するという方向での検討ですけれども、今日

いただいた御意見の中では、そうした検討の中でまずは生徒の視点でということを抜き

にして、検討はできないだろうという貴重な御意見をいただきまして、まさに今、昨年、

小学校・中学校の新しい学習指導要領、今年３月に高等学校の新しい学習指導要領、実

施はまだこれからということになりますけれども、学習指導要領の大きな精神は学ぶ子

どもの視点に立って、いろいろ考えていくということが大きな根本になっておりまして、

言葉だけ見ていてもこれまでは「～を身に付けさせる」というように教師側から「させ

る」という言い方だったのが、子どもたちが「～する」「～ができるようになる」という

言葉に置き換えられております。もちろん言葉だけではなくて、今までの学習指導要領

では「こういう内容を勉強させよう」、「こういうことを教えよう」と、内容で書いてい

たものを、今後、内容はもちろんしっかり教えますけれども、それらを通して「子ども

に何ができるようになったのか」、「子ども一人一人に何が身に付いたのか」ということ

をしっかり見ていくことが大事だということが、今回の学習指導要領の大きな改訂点だ

と考えております。そうしたことがこれから教育の中でも考えていかなければならない

視点で、今日いただいたお話は、私たちが考える産業教育の中身をどうしようかと考え

たときに、そこには必ず子どもの視点、子どもがどういう力を身に付けて、それから卒

業後、地域に開かれた教育課程という言い方もしておりますけれども、地域や社会の中、

産業の中に生きて行くかということを、私たちが考えて行かなければならないと思って

おりまして、そのことに対する御意見をいただくことができたと思っております。 

事務局で説明しました、高等学校OPENプロジェクトが今年からスタートして、この前、

この企画書を取りまとめて、ここに書かれている研究指定校が決まったところですけれ

ども、この指定校を決める際に、今回こういうプロジェクトとしては初めて、基本的に

は学校が企画したものでございますけれども、それを生徒がいかに地域や地域の産業の

ことを考えて提案するかということを重要な視点といたしまして、生徒の説明の時間を

取るプロポーザル審査会を行い、研究指定校を決めました。子どもたちの視点で地域や

地域の産業をどう考えるかということを重視していこうという取組でありまして、国の

方でもこうした事業を進めようとなってきておりますが、まだ始まったばかりでござい

ますので、皆様からさらに様々な御意見をいただきながら改善し、取組を進めてまいり

たいと思っております。是非、これからも忌憚のない御意見をいただければと思ってお

ります。今日は本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

【事務局（山本課長）】 

補足になりますが、今、御紹介しましたOPENプロジェクトのプロポーザル審査会の様

子は高校教育課でYouTubeを立ち上げておりまして、27校の生徒さんの様子を見ること

ができますので、もしお時間があればそちらの方も御覧いただけると何かの参考になる
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かなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

【事務局（山本課長）】 

  それでは、以上をもちまして、第27期北海道産業教育審議会、第１回審議会を終了い

たします。ありがとうございました。 

 


