
- 1 - 

 

第27期 北海道産業教育審議会 第２回審議会 

１ 日  時 平成31年２月８日（金）13時30分～15時30分 

２ 場  所 北海道第二水産ビル４階４Ｇ会議室 

３ 出 席 者  

 (1) 委員11名 

岡部会長、武田副会長、明田川委員、伊藤博之委員、木村委員、佐藤委員、畠山委員、 

 福井委員、福津委員、藤田委員、都沢委員 

（欠席：伊藤美菜子委員、猪股委員、町田委員、マーカス委員） 

(2) 事務局９名 

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、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) 会長挨拶 

(4) 議事 

  ア 各専門高校における取組について 

  イ みらいの産業教育フォローアップ会議について 

  ウ その他 

(5) 会長挨拶 

(6) 北海道教育委員会挨拶 

(7) 閉会  

５ 議 事 録 

 【事務局（山本課長）】 

  みなさんこんにちは。お揃いでございますので、これから第２回審議会を始めます。 

 委員の皆様には、大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。私は、

本日の司会を担当します、高校教育課長の山本でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。はじめに本日の会議についての確認でございますが、委員15名のところ、11名の方の

御出席をいただいておりますので、北海道産業教育審議会規則第３条の２の規定によりま

して、会議が成立しておりますことを御報告します。 

  それでは開会に当たり、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 

拶を申し上げます。 

 

 【赤間局長】 

  みなさんこんにちは。第２回審議会の審議会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上

げます。 

 日頃から、委員の皆様方におかれましては、本道の産業教育の振興に御支援いただきま

して、心からお礼申し上げます。 

 また、本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 
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 さて、北海道教育委員会では、昨年３月に平成30年度以降の本道教育の理念や目標、施

策の方向性などを示した、新たな「北海道教育推進計画」を策定いたしました。 

職業学科におきましては、社会に開かれた教育課程の理念を踏まえ、各産業に従事する

ために必要な実践的かつ専門的な知識、技能及び態度を習得させるほか、地域や産業界、

企業等と連携した取組を通して産業教育の充実を図ることとしております。 

こうした中、昨年９月に開催しました第１回の審議会におきまして、第27期のテーマを

「これからの本道産業教育の充実方策について」とし、第24期の答申、そして第25期の建

議を中心に、これまでの各専門高校の取組における課題等について調査・検証し、解決に

向けた御助言やその成果なども、まとめていただくこととしたところです。 

さらには、審議の内容を充実させる観点から、今後は、委員の皆様には大変お忙しいス

ケジュールを調整の上、課題ごとにフォローアップ会議を設置させていただき、３つの分

科会に分かれて、意見等を取りまとめ、学校の取組をフォローアップしていただきたいと

考えております。 

本日は、第１回審議会におきまして、委員の皆様からいただきました御意見を参考にし

ながら、新たな調査の結果を基に御審議していただくこととしておりますので、委員の皆

様には忌憚のない御意見をいただきますようお願い申し上げ、開会に当たりましての御挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 【事務局（山本課長）】 

  続きまして、北海道産業教育審議会会長の岡部先生から御挨拶をお願いします。 

 

 【岡部会長】 

  開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。委員の皆様には大変お忙しい中、記録

的な寒波の中、お集まりいただき感謝申し上げます。さて、本審議会は先ほどお話があり

ましたが、昨年９月に北海道教育委員会から、「これからの本道産業教育の充実方策につ

いて」をテーマにして、審議の依頼を受けたところでございます。 

 本日は課題を整理し、「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

することにしたいと考えております。このため、前回の会議で御指摘がございました、こ

れまでの答申・建議と、道教委事業との関わりや、可能な範囲で集めた生徒の声や変容な

どを改めて事務局から説明いただき、その上で皆様から御意見を伺いながら、議論をまと

めてまいりたいと考えております。委員の皆様には、２回目の会議となりますので、ざっ

くばらんな御意見をいただき、北海道の産業教育が持つ課題に対して、解決の糸口を探す

ことができますよう、活発な議論に御協力をお願い申し上げます。簡単ではございますが、

開会の挨拶といたします。本日はよろしくお願いします。 

 

 【事務局（山本課長）】 

  ありがとうございました。続きまして、前回御欠席でございました委員の方々が、本日

御出席いただきましたので、事務局から御紹介いたします。 
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 【事務局（諸橋主幹）】 

  それでは御紹介申し上げます。 

はじめに、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

でございます。 

続きまして、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 様でございます。 

続きまして、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 様でござ

います。 

 

 【事務局（山本課長）】 

  続きまして、事務局より配付資料の確認をいたします。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

資料の御確認をお願いいたします。机上に置かせていただいているのは、第２回審議会

要項でございます。それから、席図、一部訂正がございますので、後で御説明申し上げま

す。それから、資料といたしまして、右上に資料番号を付けてございますが、１から５ま

でです。このうち、資料４については４の１から３に分かれております。また、御参考に

今年度版の教育便覧もお持ちしています。以上、過不足ありましたらお申し付けください。 

  また、資料の訂正をお願いします。要項をお開きください。要項の２ページ、名簿のと

ころでございます。事務局の手違いでございまして、先ほど御紹介申し上げました伊藤博

之委員でございますけれども、出席欄に欠席としておりますが、出席でございます。その

下の伊藤美菜子委員ですが、欠席となっております。下から３人目、町田委員も本日欠席

となっておりますので、御訂正をお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。 

 

 【山本課長】 

  大変申し訳ございませんでした。それでは、これからの進行は岡部会長にお願いしたい

と思います。 

 

 【岡部会長】 

  それではよろしくお願いします。改めて要項の１ページを御覧ください。本日の次第が

掲載されております。この次第に基づきまして早速議事に入りたいと思います。まずは議

事１として各専門高校の取組について事務局から説明をお願いします。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  本日の審議会は、当審議会からの答申などが、各専門高校の教育活動に反映された場合

に、実際の教育現場ではどのような成果を挙げたか検証いただきますとともに、課題とさ

れますことについて、いくつかにまとまるのであれば、その課題のまとまりごとに委員の

皆様のお力を借りて、解決に導くための助言などをいただきますこと、場合によっては、

更に踏み込んだ提言などもいただくことをお願いするものでございまして、このことにつ

いては、前回、第１回の審議会で御了承いただいております。 
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その上で、前回の審議会で、答申等がどう事業に反映されているか見えないので確認し

たいとの御意見をいただきましたことから、持ってまいりましたのが、資料１となります。 

資料１は、「北海道産業教育審議会からの答申等に基づく道教委事業について」として、

現行の高等学校学習指導要領に関わる部分以降の答申・建議から、まとめてございます。 

今から５期前の第22期では、「キャリア教育の視点に立った効果的な産業教育の在り方

について」とした建議をいただいておりまして、大学・試験研究機関等との連携による特

色ある取組を充実させること、地域産業界等との連携・交流を通じた実践的な教育を充実

させること、また、地域にある学科の異なる専門高校間で連携することにより、地域の産

業をより深く理解し、課題を探究し解決する力などの向上を図ること、などが必要との御

意見を賜りましたことなどを踏まえまして、道教委といたしましては、「専門高校Power 

Upプロジェクト推進事業」を平成21年から３年間、21校を対象に実施しております。 

  この「専門高校Power Upプロジェクト推進事業」ですが、建議においてこれから必要と

される事項を、まず何校かの学校を指定して実践し、その成果の普及を図ることを通して 

 道内の各専門高校で実践を広げていくこととして実施したものです。 

この事業の内容についてですが、概要の一ポツ目を御覧ください。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・技術の習得など将来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としてございます。 

取り組んだ学校の成果といたしましては、成果の一ポツ目、「地域企業との連携により、

専門性の高い知識・技術を習得することができた。」であるとか、二ポツ目、「大学との

連携として、進路選択の幅を広げることができた、具体的には、自らの専門に関わりのあ

る進路を希望する生徒が増えた。」のほか、四ポツ目、「地域の方との交流により、自ら

より高い目標を設定して課題に取り組むようになった。」などが挙げられております。 

一方、課題といたしましては、一ポツ目、「生徒が地域産業を知らない。」ですとか、

三ポツ目、「一部の生徒を対象に行ったことから生徒全体に効果が広がらない。」のほか、

五ポツ目、「地域には学んだことと関連する産業の求人がなく、求人開拓を合わせて行っ

ていくことが必要である。」などが挙げられております。 

２ページを御覧ください。第23期では、「高等学校の産業教育の充実に関する調査」を

実施していただきましたが、第22期建議の方向性を踏襲しながらも、内容の一つ目にござ

いますとおり、職業人として必要とされる専門的な知識・技能の高度化に対応できる力の

育成が必要とのことなどもございましたことから、Power Up事業に引き続きまして、「専

門高校Skill Upプロジェクト推進事業」を平成24年から３年間、のべ18校を対象に実施し

ております。 

  成果といたしましては、１ポツ目にありますように、やはり「高度な」というところに

取り組んだからか、「地域の方から高い評価を受け、生徒がより高い目標を設定して課題

に取り組むようになった。」ですとか、４ポツ目にありますように、「地域の方とも、地

域パートナーシップ会議を頻繁に開催して地域と学校との結び付きをより一層強めるこ

とができた。」とする成果などが挙げられております。また、課題といたしましては、２

ポツ目の、「取組の継続・発展のため、より高度な研究が必要となるが、実施に当たって

どのような大学や企業等と連携を図ることができるか情報を収集することが必要であ
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る。」などが挙げられておりました。 

続きまして、３ページを御覧ください。今回の審議対象でございます第24期答申として

「今後の本道の産業教育の在り方」をいただいております。本答申では、概要にございま

すように、次代の産業を担う人づくりの観点から、地域の産業特性を生かすとともに、地

域産業界等との連携を密にした教育活動を実施することが必要であるとか、３つ目の、校

外の様々な教育資源との窓口の役割を担う校内の組織体制を整備が必要であるとか、との

意見がございましたことから、道教委では、これらを踏まえまして「専門高校Progressive

プロジェクト推進事業」を平成27年から３年間、８校を対象に実施しております。 

 この事業の内容についてですが、概要を御覧ください。高校卒業後、即戦力となる専門

性の高い知識・技能の習得や地域の産業特性を生かす実践的な能力の育成に向け、その下

にある項目を例として、大学、試験研究機関、企業等と連携し先進的な実践研究を行うこ

ととしております。 

成果といたしましては、２ポツ目、「複数の地元企業の協力を得て、学んだ専門的な知

識が実社会でどう生かされているかについての認識を高めた。」ですとか、３ポツ目、「生

徒が製品の完成度を高めるためには、顧客の評価を取り入れることが重要であることを強

く意識し自発的に試作を繰り返していくなどの変容があった。」ですとか、４ポツ目、「事

業を通じて、地元に貢献できる仕事に就くことを希望した生徒が、地元市役所に入った。」

などが挙げられておりました。また、課題といたしまして、２ポツ目、「技術は身に付い

たが、それが商品としてどう流通させていくか考えていなかった。」ですとか、３ポツ目、

「チームで役割分担を明確にして進めたが、チーム内でそれぞれが得た知識や技術を共有

できなかった。」など、先生方の指導にプロジェクトマネジメントを行う部分が欠けてい

たなどの課題が挙げられたところです。 

次に、４ページは第25期の建議ですが、このときは少し異色で、産業教育の在り方では

なく、学科の在り方を審議いただきました。 

この内容は、道教委が昨年３月に示した、「これからの高校づくりに関する指針」(H30.3)

にてこれからの高校づくりの基本的な考え方と具体的な施策として、反映させていただい

ております。 

また、５ページは、第26期の建議となりまして、「本道におけるグローバル人材の育成

に向けた産業教育の在り方」として、昨年２月にいただいたものとなっております。これ

らを踏まえまして、道教委では、本年度から「高等学校OPENプロジェクト」を実施してい

るところです。 

以上、当審議会の答申等がどのように道教委の事業として反映され、課題なども踏まえ

ながら次の答申や事業につなげてきている状況を御説明いたしました。 

 

 【岡部会長】 

  ありがとうございます。ただ今事務局から資料１について説明がありました。このこと

について、何か質問ありませんでしょうか。 

 

 【岡部会長】 

  私から１つ質問を事務局にいたします。いくつか推進事業がございますが、答申等との
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結び付きは分かったのですけれども、この事業の成果報告等は教育委員会のホームページ

等で拝見することはできるのでしょうか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  はい、全てホームページで公開しておりまして、それぞれのプロジェクトの実施要項 

と報告書等をPDFの形で公開させていただいております。 

 

 【岡部会長】 

ありがとうございます。おそらく成果と課題について、今御説明いただいて、なるほど

という部分があるのですけれども、研究テーマでありますとか、研究の内容と成果と課題

は結び付くものだと思いますので、各実践校の研究テーマが何かしらの形で分かると成果

と課題の実態がクリアになってくるかなと思ったものですから、事前に申し上げればよか

ったのですけれども、ただこれもホームページで見ることができるならば、それで追って

いただくことも可能かと思います。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

御用意してお配りしたいと思います。 

 

 【明田川委員】 

２つ質問がありまして、事実確認のようなものなのですが、２ページ目の生徒さんに 

採った平成24～26年度事業のアンケートで、成果の方では期待される回答が上回ったと 

書かれているのですけれども、課題の方で肯定的に回答した生徒の割合が50％と、項目を

見ると専門的知識の習得だけが成果の方でぬけているのですけれど、あとは重なっており

ますが、こうした似たような項目のアンケートについて、結果が異なるのはなぜでしょう

か。 

  

 【事務局（諸橋主幹）】 

  これも今岡部先生からおっしゃっていただいた、学校の一覧があると良かったのです

が、回答している学校が違う学校なので、設問ごとに別の学校の回答を引用して記載して

いるためです。それぞれこういう回答をした学校があったと御理解いただければと思いま

す。 

 

 【明田川委員】 

  ありがとうございます。２点目は商業科、農業科、工業科などの学科ごとに、特色やで

きる活動内容が違うと思いますので、科ごとの何か課題や特徴ですとか、そういったもの

が見えていましたら教えてください。 

 

 【岡部会長】 

  何か今の段階で整理できるものがありますでしょうか。 
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 【事務局（諸橋主幹）】 

  全ての学科、総合学科も含めてこの事業に取り組んでいるのですけれども、工業科だか

ら特別課題に違いがあるわけではありません。例えば、課題の１ポツ目で、「技術指導に

終始してしまった。」という内容はどの学科にも当てはまります。具体的には、商業科に

おける商品開発において、商品開発のノウハウは得たが、ではその先どうやっていくか、

どう売れるものに育てていくかというところまではまだたどり着いていないとか、専門ご

とに多少は異なりますが、学科ごとに大きな差はないと感じます。 

 

 【明田川委員】 

  ありがとうございました。 

 

 【岡部会長】 

  ほか、いかがでしょうか。 

 

 【藤田委員】 

  各事業が３年ごとの単位になっているのですけれど、３年終わると他の学校が、例えば

最初の１ページ目の事業では21校になって、次の３年間では18校で、その次は８校で、５

ページ目にあるのでは15校となっているのですが、重なりはないのか、それとも継続され

てやられている学校があるのか、それから事業が途中の３年間で終わった後の状況という

のはどうなのかという追跡とかというのはされていますか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】  

 はい、まずは、重なりについてですけれども、資料４－１を御覧いただきたいと思いま

す。例えば、右上に「専門高校Power Upプロジェクト推進事業」とありますのが、事業名

です。その左には指定校の学校名が並んでおります。一枚めくっていただきますと、その

次が「専門高校Skill Upプロジェクト推進事業」になっておりまして、目に付くのは一番

上の大野農業高校が重なっております。その次に「専門高校Progressiveプロジェクト推

進事業」については８校が指定校であり、この事業についても大野農業高校を指定してお

ります。そういう状況が御覧いただけるかと思います。 

 それからもう一点、学校数でございますけど、基本的に職業学科の事業でございますの

で、予算上では毎年継続して実施しております。財政の方が大変厳しいところもあります

ので、だんだん予算が減っていく状況でございました。そこでPower Up事業からSkill Up

事業となったときには、予算額が減ったのと同時に学校数も若干減っております。このよ

うに予算が減額されると、専門高校の場合はものを作って、それが成果になるという場合

もありますことから、その次のProgressiveプロジェクトにつきましては、予算を同程度

に維持しながらも学校数、指定校を少し厳選して８校にすることで、１校当たりの配分額

を少し増やした形で先端的な研究に取り組んできました。 

 最後のOPENプロジェクトは15校になっておりますけれども、このプロジェクトは専門高

校以外に普通科の高校も対象とした事業としておりまして、学校数を増やした分、予算額

も少し増やした状況となっております。 
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 【藤田委員】 

  ありがとうございました。 

 

【都沢委員】 

  トヨタ北海道の都沢です。似たようなことで申し訳ないのですけれども、このPower 

Up、Skill Up、Progressive事業で、専門知識、専門技術をより高めるという流れで続い

ているのだと思うのですが、それぞれで連続性がある、何らかの専門知識なり技術をこ

の期間ごとに高度化、レベルアップしていったのか、それとも３年ごとに違う切り口と

いうか、違う角度で取り組んでいったのか、どこかの高校でもいいのですけれども、実

例みたいなものを教えていただけるとより理解が深まるかなという気がするのですけ

れども。 

 

【岡部会長】 

  何か例がございますでしょうか。 

 

【事務局（諸橋主幹）】 

 大野農業高校は全部続いておりますが、９年間ずっと同じことに取り組んできたのでは

なく、最初の３年間で上手くいかなかったものはそこで打ち切って、継続できるものは次

につなげ、さらに地域の方からの要望や、企業との連携の中でもっとこうできないかとい

うこととなり、発展させていった状況となっております。結果として、大野農業高校は

Progressive事業では、地域でマルメロという特産品がありまして、なかなか加工するの

は難しいそうなのですが、それを研究し、なんとか地域、町の特産物にしたい、それを自

分たちの手で開発したいという子どもたちの思いもあって、最終的には地元のお菓子屋さ

んと連携しタルトを完成させました。地元のお祭りではそのタルトが大人気で、大変感謝

されているという例でございます。また、Power Up事業の中では、専門高校に対して当時

は高度な資格取得が必要、高い技術が必要ということで高度な資格取得を目指したところ

がありますけれども、高度な資格取得の面につきましては、例えば指導法がこの３年間で

確立したり、一定程度のこういう指導をしたら合格者がこれぐらいになるというような成

果があって、それを他の学校に広めていくという流れができましたので、資格に的を絞っ

たような事業はそこで区切りをつけたということでございます。Skill Up事業では、その

次のProgressive事業と連続して６年間やることになるのですが、美唄尚栄高校という総

合学科の高校が取り組みました。この総合学科は北海道の総合学科の中で唯一、工業の系

列を置いているという学校でございまして、地元は空知、主要産業は農業でございます。

その中で町の人たちといろいろ話をする中で、冬場のビニールハウスの中でも省力化した

作業ができるように、電動トラクターの開発に取り組みました。近くの自動車に関係する

専門学校や地元のバッテリー屋さん、それから地元ではないのですが、海外産のモーター

を取り扱う会社とか、そういったところと連携してついに完成させて、前々回の札幌モー

タショーで展示に至ったという実例がございました。今、学校が取り組んだテーマを資料

として用意いたしますけれども、継続してやる学校と、そうではない学校と、いろいろな

地域の方々の御意見なども取り入れながら、地域の特色を生かし、子どもたちの資質・能



- 9 - 

 

力を高めているとの経緯がございます。 

 

【岡部会長】 

 ありがとうございます。時間の関係がございますが、よろしいでしょうか。 

 今、御質問のあったものにつきまして、この後の審議事項とつながる部分がありますの

で、またそこで改めて御質問がありましたら、お伺いしたいと思います。事業の継続等の

問題につきましてもこの後の課題になってまいります。科ごとの成果や課題の傾向の違い

でありますとか、事業自体の総括、検証についてもこの後の審議事項になりますので、引

き続き御質問等がありましたら、次の議題において出していただければと思います。 

 続いて議題２の方に移らせていただきますが、よろしいでしょうか。それでは、議題２

について、説明を事務局からお願いします。 

  

【事務局（諸橋主幹）】 

 資料２について、説明いたします。先ほど藤田委員の御質問にありましたとおり、その

後どうなったか、というところまでは先ほどお答えできていなかったところもございます

ので、改めて御説明申し上げたいと思います。 

  当審議会で今回御議論いただきますのは、第24期答申、第25期建議としておりますが、

第25期建議については、学科の在り方、高校の配置についてですので、改めて、ポイント

を第24期答申に絞ることといたしまして、この答申を踏まえた「専門高校Progressiveプ

ロジェクト推進事業」について、さらに調査を行ったものをまとめましたのが、資料２と

なります。 

調査を行うに当たりましては、前回の審議会におきまして、生徒はどうなっているか、

できたとされていることは、他の地域にも波及されているかなどを知らせてほしいとの御

要望も踏まえて実施したところでございます。 

それでは、第24期答申を踏まえたProgressive事業の実施後の現状について、御説明い

たします。 

１ページを御覧ください。「１ 取組の継続について」ですが、１ポツ目として、本事

業に取り組んだ８校中５校におきまして、１年経った現在も、内容の工夫・改善を加えな

がら、継続し事業内容と同様のことに取り組んでいると回答がございました。２ポツ目で

すが、それでは残りの３校については、うち２校では、本事業の実践をもとに、別の視点

を加えて地域と連携した人材育成に取り組んでいると回答がございました。 

それでは、残り１校は何もしていないかというと、そうではなく、本事業での取組以外

のところ、具体的には大野農業高校なのですけれどもＧＡＰという農業生産工程管理の認

証に取り組むなど先進的な取組が継続して実施されているところでございます。 

次に、「２ 実践成果の他校への普及について」ですが、８校中２校で、同校の取組を

参考とした同様の取組が他校でも実施されていると回答がございました。また、普及につ

いてですが、道教委では、成果報告書をホームページに掲載し、校長会等を通して、大学、

企業等と連携した先進的な取組を推奨してきたほか、各職業学科の研究会等でも、本プロ

ジェクトに取り組む学校が実践報告を毎年繰り返して行ってきましたことから、一定程度

の普及は進んでいるものと考えておりまして、本事業で「地域の産業特性を生かす」と言
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う部分が、同じものを全く他の地域で行うということにならないというところが２校の回

答に留まった要因と考えております。 

続いて、「３ 事業趣旨等について」というところでございますが、即戦力という趣旨

からは、(1)の地域産業を担う人材育成を、大学や試験研究機関等と連携という趣旨から

は、(2)の地域や産業界との連携、(3)の大学や試験研究機関等との連携を、知識・技能の

習得、実践的な能力の育成という趣旨からは、(4)の校内の組織体制及び(5)の教育課程と

して関連付けており、それぞれについて、現在の状況について成果と課題をまとめてござ

います。 

なお、「３ 事業趣旨等について」は概要のみ説明いたしましたが、その他の記載内容

につきましては、２ページ以降に記載しておりますので御覧いただければと思います。 

資料２については、以上でございます。 

 

 【岡部会長】 

 ただ今、事務局から資料２について説明がありましたが、何か御質問などはありません

でしょうか。私から一つ伺います。回答いただいた方は誰でしょうか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  回答は全て管理職からいただいています。 

 

 【都沢委員】 

 専門家の先生の転勤がない限り、継続して当たっているのが指導体制なのでしょうか。

専門家の先生がいなければ継続できないのでしょうか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  職業高校には学科というものがあります。工業で言いますと、機械科、電気科、土木科

などの学科がありますが、基本的には特定の先生が転勤でいなくなっても科での取組とな

りますので、事業自体は途絶えることがありません。しかし、改めて調査した結果による

と、一部の先生だけが事業に取り組んでいるという実態がありました。このため、継続を

図ることが難しいことになるなど、学校の体制に課題があるということが、調査で分かっ

てきました。 

 

 【岡部会長】 

  概要で感じたところですが、学校の校内体制にしても、成果と挙げられているものは、

全校に広がった、課題となっているものは一部に留まっている。成果と課題が同じ内容で、

表裏のように出てきていることが、調査として分かってきました。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

 先ほど御質問がありました、３つの事業の学校名、研究の概要について資料をお配りい

たしましたので、御参考としていただきたいと思います。 
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 【岡部会長】 

  「地域産業を担う人材育成」のところですが、管内就職率や、地域企業での就職なので

すが、地域によって、学科によって、成果などの傾向はあるのでしょうか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  地域や学科ごとに成果を表すものはございません。この中で成果の二つ目の「管内就職

率が約２ポイント増加した。」との、学校の回答がございますが、取組との因果関係が明

確となっていない状況です。 

 

 【明田川委員】 

  資料１の２ページ目の「地域パートナーシップ会議」は、現在でも定期的に開催してい

るのでしょうか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  「地域パートナーシップ会議」は、この時の事業に位置付けて行うこととしており、そ

の分予算を配当していました。事業終了後に、ゼロベースで継続している学校はない状況

です。 

 

 【岡部会長】 

 これらの研究テーマは、全ての高校で教育課程上に位置付けられていたか、特別活動で

行っていたのか。教育課程上に位置付けられているとしたら、どのような形で行っている

のでしょうか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  後で配付しましたProgressiveプロジェクトの研究概要を御覧いただきたいのですが、

美唄尚栄高校を除く、ほかの全ての学校は専門高校です。そのため、科目「課題研究」が

教育課程に配置されており、生徒が自ら課題を発見し、課題解決を図る取組が行われてお

ります。科目「課題研究」は、多くの学校で２単位相当、週２時間しかないため、少ない

時間の中で企業等と連携しながら実施しています。 

 

 【岡部会長】 

  はい、ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

  前回、御質問いただきました、福井さんの方から何か追加で質問等ございますでしょう 

か。 

 

 【福井委員】 

  地域、産業界等との連携が３期連続で続いていますが、産業界側からすると、高校側と

の連携は商工会議所としても薄いです。私どもも来年度の事業で、高校・高専とのつなが

りをつくる事業を立ち上げておりまして、函館と北見で実施する予定です。継続して連携

できる体制が必要だと思います。それが、いずれ事業だったり、企業訪問だったり、イン
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ターンシップだったり、最終的には就職につながっていくことになると思います。一過性

の連携ではなく、継続した連携がベースにないと、この産業教育のベースがその都度、１

期ごとに変わる体制でない方が良いのではないかと、資料を見て思いました。 

私どもの商工会議所は道内に42ありますので、連携できる地域は十分にありますし、経

営者においても、比較的若い経営者が地域にはいらっしゃいますし、高校や大学との連携

を重視している経営者もいらっしゃるので、そういったベースをきっちり、各地で学校単

位でも良いですけれども、しっかり作った上で、プロジェクトが動いていく方が、継続性

の観点から見ても地域のベースがあればこそかと、前回の会議から建議の内容ですとか、

経過を聞いて強く感じておりました。 

また、資料１、２にもありますが、成果と課題のところで、あまりにも抽象的な表現が

多いのが気になりました。例えば「増えた」、「取り組むようになった」、「向上した」

などの言葉があまりにも抽象的すぎるので、総括するには数字が必要だと思います。何ら

かの数字をもって、それが向上したのか、悪くなったのか、客観的に分析して、次の期に

何をしていくか、あるいはもっと深めていくかという議論になると思います。おそらく、

お手元に資料をお持ちかと思いますが、聞いているとばふらっとした印象を持ってしまう

ので、次につなげる、総括するという意味でも数字がどのようなところで取れるか、生徒

からアンケートで取れるのか、学校側から数字が取れるのか、少し今後のことも見据えて、

情報を取る、データを取るということも考えていく必要があると思いました。 

 

 【岡部会長】 

  ありがとうございます。今、福井委員の方から御意見いただきましたけれども、関連し

て何かございますでしょうか。 

  関連して質問なのですけど、今、配っていただきましたProgressiveプロジェクトにお

いて、産学官等の連携がありますが、これは各指定校が独自に開拓したものなのか、それ

とも別の体制があってのことなのか、どうなのでしょうか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  それぞれの学校がそれぞれの中身に応じて連携先を見つけている状況です。  

 

 【岡部会長】 

  あと、福井委員の方からありました、成果と課題が抽象的であるという点について、ホ

ームページ等で成果は出ておりますが、検証の部分で、数値で出すとかデータを揃えると

いうことに関しては体制が整っていないというのが実情であります。そこは、教育に携わ

る者としても、弱点だなと考えているところです。 

 

 【福井委員】 

  今、追加でお配りいただいた資料の連携先を見ると、商工会議所や大学の名前がありま

す。商工会議所においても道内の大学、短大と連携体制を３年がかりで構築しました。こ

れまで地元就職を増やす目的で連携をしています。せっかく私も委員に加わらせていただ

いたので、商工会議所を介して地元の企業や大学とつながりをつくることができると思い
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ます。今後、是非こういう場で御相談いただけましたら、地元の方と相談させていただけ

ると思いますので、是非私どもを御活用いただきたいと思います。 

 

 【岡部会長】 

  ありがとうございます。御意見というか、御提案も含めて、大変に貴重な御意見をいた

だいたかと思います。ほかにいかがでしょうか。どうでしょう、佐藤委員の方からも何か

御意見等ございませんでしょうか。 

 

 【佐藤委員】 

  福井委員からも産業界側からのお話がありましたが、私どもの事業として、今年度から

高校に中小企業の経営者が直接訪問し、自社のPRや働くことの意義について伝えるセミナ

ーを実施しており、やはり地元の企業をよく知らないという御意見をよくいただきます。

裏を返すと、企業側が情報を提供していないという部分もあるのかもしれません。地元の

企業と高校とのつながりが非常に大事かと思いますので、何らかのつなぐ役割を担う機関

やルートがあっても良いのかなと思いました。 

  それから大学と指定研究機関との連携ということですが、確かに道内には多くの大学や

公設試験研究機関がありますが、各機関において産学連携の窓口を設けたり、HP等でこん

なことをやっていますと、積極的にPRをしていますので、そういうものを活用していただ

くとか、私どもの関連機関で、独立行政法人産業技術総合研究所という機関がありますが、

大通にサテライトを設け、技術的な関係の相談などに対応しておりますので、各学校でこ

んなテーマでこんな研究をしたいというものがあれば、そちらに御照会いただいて、地元

に近い、あるいはテーマに近い機関を御紹介していただくというのも一つの手段かと思い

ます。 

 

 【岡部会長】 

  ありがとうございます。畠山委員にお伺いしたいのですが、こういういくつかの商工会

議所や経産局に窓口がある中で、このような情報は学校側に伝わってきているのでしょう

か。 

 

 【畠山委員】 

  本校の場合は、たまたま経産省とつながりがあり、いろいろ情報はありますが、それが

全部の学校に情報があるかというと、そうではない状況と思います。 

 

 【岡部会長】 

  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。関連した部分で何か御意見をいただ

きたいと思いますが。是非、伊藤委員と福津委員からも一言ずつ御意見をいただければと

思いますが。 

 

 【伊藤委員】 

  第１回目を欠席してしまいまして、議論の方になかなかうまく参加できていませんが、
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審議会の役割、位置付けですが、先ほど数値という話がありましたが、資料４、５に数値

は出ているかと思います。この審議会の最終的な目的、ゴールは、資料４で言えば、道内

就職者の割合であり、資料５は就職者の数ということですが、道内に就職をするとか、そ

もそも就職できるようにするとか、そういうところがゴールなのでしょうか。いろいろな

プロジェクトが３年ごとに立ち上がって、それをぐるぐる回している形だと思うので、新

しい産業を生むとか、起業するだとかそういう結果が何らかのバロメーターというか数値

になって資料化されていると、確かにこのプロジェクトは新規産業の創造に貢献したと

か、しなかったとか、高校ごとに数字が出てくるものになるのかと思います。ゴール設定

がどの辺にあるのか。そもそもよく分からないところがあります。 

  それから、３年ごとに平成21～23年度までがPower UP事業、次の３年間がSkill Up事

業、その次がProgressive事業、そして今がOPENプロジェクトですよね。名前が似ていま

すが、ネーミングは何か意味があるのでしょうか。何かが達成したから、Power Upしたの

で、次はSkill Upだとか、そういうプロセスがあらかじめ決められていて、それを順番に

なぞっているのであれば、ロードマップ的にあった上でのプロジェクトという位置付けな

のかと思います。それとも単に３年ごとに見直す必要があって、たまたま付けた名前なの

かという、まずゴール設定をどの辺に置いているのかという共通認識を、この審議会もそ

うですし、各学校、それから生徒、保護者が共通のゴールを認識しているか否かでその結

果が大きく異なると思います。ゴール感というものがどの辺なのか。そこが不在なのであ

れば示す必要があります。去年、新しい北海道のキャッチコピー「その先の道へ北海道」

という、これも漠然としているが、そういうものからブレイクダウンして、酪農の専門高

校、漁業の専門高校、工業というスローガンからブレイクダウンして自分たちの高校はこ

う目指そうという、根っこのゴール感を共有しているのかなというところが疑問に思いま

した。 

 

 【岡部会長】 

  ありがとうございます。今の伊藤委員のことですが、次の議題２にも関わってきますの

で、是非そのときに御議論といいますか、今後の議論になってくると思います、指標の部

分ですが、私の判断ですと、不在とまでは言いませんが曖昧です。なので、作るところが

非常に重要なこの後の、この審議会の重要なテーマになってくるのではないかと感じてい

ます。事務局から補足はございますか。 

  

 【事務局（諸橋主幹）】 

  まず、今期の審議会のゴール地点ですが、これについては、24期の答申を基にした事業

がProgressive事業であり、この事業に取り組んだ８校について成果と課題を御覧いただ

きました。課題には、企業とのつながりや大学とのつながりに関わる部分が挙げられてお

ります。審議会からはもっと連携してこうした学校を増やしていくべきだとの御意見を賜

りましたので、事業を立ち上げましたが、実は、正直そこに至っていなくて、学校が困っ

ているところは、連携をどうしたら良いかとか、特定の先生だけしか携わっていないなど、

当審議会からの貴重な御意見をそのまま実現するに当たって難しいところもあるという

状況です。今期の審議会におきましては、そこをなるべくクリアにできるように、この後、
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分科会の形式で課題を３つに分けて、課題に応じて解決方策を皆さんから知恵をお借りし

ながら取りまとめて、もう一度学校に返したいというところがゴールとなります。我々も

学校ができる形にして支援していきたいと考えております。 

  これまでは農、工、商、水、家庭、看護、福祉という産業ごとに、それぞれの産業を担

う人材育成を担うことで、専門高校を盛り上げようということでPower UP事業といたしま

した。次にやはり基本的な技能・技術が大事ということでSkill Up事業といたしました。

そして、今後はこれからの時代を見据えると高度な最先端なことも取り入れていかなけれ

ばならないということでProgressive事業にしました。今、そこが一段落したので、今回

のOPENプロジェクトでは職業学科も普通科も含めて、そもそも自分たちが高校で学んだこ

とが社会に出て一体どんな役に立つのか、大人や地域の人たちがどんな課題を抱えている

のかというところにシフトしてきたとの流れとなっております。24期については、あくま

でもProgressive事業から見える課題などについて、これから皆さんに御審議いただきた

いということでございます。 

  また、このあと若干資料の説明をしますが、指標の設定については大変難しく、これを

したから必ず子どもが道内に就職、あるいは起業ができる人材になったか等を数値で測る

のがとても難しい部分があるので、このところはビジネスの最先端にいらっしゃる委員の

皆様のお力をお借りしながら、どういった指標設定が職業学科に望ましいのかを含めて、

この後の分科会等で議論をお願いしたいと思っております。 

 

 【岡部会長】 

ありがとうございます。福津委員、お願いします。 

 

 【福津委員】 

このような資料の書き方に目が慣れていないので、なかなか情報を時間内に読み取るこ

とが難しいです。私の力がないからかもしれませんが。各学校の概要も成果も課題も、い

ろいろな取組が平均的に書かれています。前回、アンケートにどの先生が答えたのか、校

長なのか教頭なのかみたいなやり取りがありましたが、この資料を見ると、どうしても報

告を上げなくてはいけなくて、たくさん報告を頑張って上げたところをきれいにまとめた

資料に見えてしまいます。本来こういう場で共有したいのは、例えば企業側から「これで

は良くない。」と言われたケースや、学校側からも生徒がこういうふうに困ってしまった

という困りごとですね。中には素晴らしくうまくいったケースもあるでしょう。きっとい

ろいろな物語が詰まっているのだろうと思いますが、なかなかそれが伝わってこない。だ

から福井委員のおっしゃったように、ぼんやりとした表現が続いてしまっています。今後

どういうところに論点を置いて議論したら良いのか見えづらい印象がありました。今後の

資料作りでは物語とまではいかなくても、何かエピソードが入るなど、分かりやすい具体

例を入れていただけると議論するときのフックになるのではないかと感じました。 

 

 【岡部会長】 

  ありがとうございます。 

 次の説明に移らせていただきます。引き続き、御質問等ございましたらお願いします。 
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続きまして、資料３～５について既に話には入っていますが、改めて全体の概要を御説明

いただきたいと思います。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  続いて、ここから、資料３～５までまとめて御説明いたします。資料３～５については、

参考資料として御覧いただきたいと思います。 

資料３を御覧ください。職業学科ごとに、進学か就職か、さらには就職にしても高校で

学んだことを生かした職業に就いたかどうか、進学にしても高校で学んだことを更に高め

る進学をしているかという、状況を示したものです。農業科を見ると、10年前はその他が

１割くらいいましたが、現在はほとんどいません。また、年々農業関係の就職も増えてい

ることがわかります。 

続いて、資料４についてです。４－１から４－３までの３枚を綴じてございます。 

４－１を御覧ください。右上にPower Upとありますが、平成21～23年まで実施した研究

指定校が縦にございます。数値は、就職者のうち道内に就職した者の割合を示しておりま

すが、事業実施中の３年間の平均に対して、事業後の６年間の平均はどのくらい増えてい

るかが、表の右端の「事業後の伸び率」となっております。19校のうち、14校までが100

を超えておりますので、増えていると言えます。同様に４－２は、Skill Up事業、４－３

はProgressive事業のものとしております。４－２からは必ずしも道内人材が多いとは言

えませんが、ちょうど求人倍率が高くなってきた時期ですので、就業環境なども大きく左

右されているかと考えます。また、４－３については、今年度が結果になりますので、結

果が出ていないところです。 

続いて、資料５は、今度は割合ではなく、各学科がどのくらい道内に人材を供給してい

るかを表したもので、折れ線グラフの上から二つは、工業科と商業科であり、それぞれ毎

年1300人の生徒が道内で働いております。 

以上、参考資料として、資料３～５について御説明いたしました。 

 

 【岡部会長】 

  はい、ありがとうございました。ただ今、事務局の方から資料３～５について説明があ 

りましたが、何か御質問などはございますでしょうか。 

 

 【藤田委員】 

  資料３とか５というのは、指定校ではなくて全体、全部入るのですか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  はい、補足いたしますと資料３、５については全体のものとなっております。指定校ご

との資料を作ることも考えたのですが、学科によっては、専門の業種に幅が広いところも

あり、比較できないということも考えられましたので、全体の学科ごとの資料を作りまし

た。 
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 【岡部会長】 

  はい、ありがとうございます。ほかに何か御質問等ございますか。よろしいでしょうか。

こちらの方もですね、今後の職業学科、専門学科がどういう状況にあるのか、これも一つ

の指標というのか、参考数値としてですね、是非参考にしていただければと思います。 

これ以上質問がないようでしたら、次の議事に進めてまいります。 

  それでは、続きまして、議事２といたしまして、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説明をお願いします。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  要項の４ページをお開きください。 

はじめに、「みらいの産業教育フォローアップ会議」について、改めて御説明いたしま

す。本審議会では、学校の取組等について調査・検証を行う「みらいの産業教育フォロー

アップ会議」を組織することとしております。また、フォローアップ会議では、これまで

の答申・建議について各専門高校が取り組んだ課題等に対し、具体的な解決策を提示した

りするなど、学校の取組をフォローアップしていただくこととしております。 

さらに、審議会では、課題を３つ程度に整理し、課題ごとにフォローアップ分科会を設

置するものとしておりまして、この分け方について、これから事務局案をお示しし、検討

いただくものです。また、分科会には、代表者を選んでいただき、代表者の方は、各分科

会の意見等をまとめ、審議会資料を作成し、審議会に報告することとしております。 

まずは、フォローアップ会議についてですけれども、ここまではよろしいでしょうか。 

 

 【岡部会長】 

  よろしいでしょうか、何か御質問等あればお願いします。では、引き続き説明をお願い

します。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

 それでは、事務局案として提案いたします。 

課題として皆様にお知恵をお借りしたいところを中心に、分科会１といたしましては、 

「地域（特に産業界）との連携について」を中心に武田副会長、伊藤博之委員、佐藤委員、

福井委員、マーカス委員の５名にお願いしたいしたいと思います。また、分科会２につき

ましては、「地域（特に大学等）との連携について」を中心に、明田川委員、猪股委員、

木村委員、藤田委員の４名にお願いしたいと思います。さらに、分科会３につきましては、

「校内体制などマネジメントについて」を中心として伊藤美菜子委員、畠山委員、福津委

員、町田委員、都沢委員の５名にお願いしたいと思います。また、それぞれの分科会の代

表者といたしまして、武田副会長、明田川委員、伊藤美菜子委員には御名前に○印を付け

させていただいておりまして、代表ということで取りまとめをお願いしたいと思っており

ます。以上、事務局からの提案でございます。 

 

 【岡部会長】 

  ありがとうございます。ただ今、事務局から、みらいの産業教育フォローアップ会議に
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ついての提案がありましたが、何か御質問や御意見などはございませんでしょうか。 

 

 【藤田委員】 

  結構漠然としたことが書いてあって、フォローアップ会議ということであって、フォロ

ーアップする対象が１つなのですけど、これがまずどこの学校なのかっていうことと、そ

れと、前にも分科会があったと思うのですけど、分科会で全体の調査を行うことだったの

ですけど、フォローアップですから、助言ですとか、こうするということだと思うのです

けど、相手があってのことなので、そういうことが本当にできるのかどうか、というとこ

ろをお聞かせいただきたい。 

 

 【岡部会長】 

  事務局の方から何か補足ありますか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  補足させていただきます、まず対象というところでございますけれども、資料２でもう

一度対比させて御説明申し上げたいのですが、(1)の地域産業を担う人材育成については

全てに関わってくると思いますので、特にここだけを取り出した課題化はしておりませ

ん。(2)の地域や産業界との連携については、これを分科会１の課題として設定しており

ます。(3)の大学や試験研究機関との連携の課題について、これを同様に分科会２の課題

として設定しております。(4)の校内の組織体制と(5)教育課程に関わる部分ついては、分

科会３としてマネジメント能力を含めての課題として設定するなど、それぞれの分科会の

役割を、ここでの課題のフォローアップをお願いするということでお考えいただければと

思っております。 

対象となる学校ですけれども、２ページ以降に黒丸での学校名が記載しておりますので

主にその学校が対象となるのですが、これについては分科会の中で、どこを集中的に、ど

この学校から聞き取るかということは御相談申し上げながら進めてまいりたいと思って

おります。 

 

 【藤田委員】 

  改めて、対象となる学校はどこでしょうか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  対象となる学校については、同じ資料２の２ページ以降、資料２の１枚目は抜粋の概要

版ですが、２ページ以降は全ての成果、課題が記載されておりまして、それぞれの学校名

も括弧付きで書いておりまして、どの学校がどういうまとめをしているのかについて分か

るものと思います。 

 

 【岡部会長】 

  例えば、集中的にどこを対象とするかフォローアップ会議を実際に スタートして検討

していくということでよろしいですか。 
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 【事務局（諸橋主幹）】 

  はい。 

 

【岡部会長】 

はい、分かりました。そのほか、何か御質問、御意見ございますか。 

 

 【佐藤委員】 

  どんなスケジュール感でお考えですか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  この後でございますけれども、分科会として会議を持っていただくのは、10月くらいま

でに各分科会を２回程度開催する予定にしております。それから、今年の11月にはそれぞ

れ代表者の方にまとめをお持ちよりいただいて、次の審議会にかける建議のまとめを作成

いただき、第３回の審議会は今年の年末を予定しております。明けた１月、２月になると

思いますが、27期の審議会の建議としておまとめいただくというところが、全体スケジュ

ールとなっております。個々の細かな、例えば分科会の中のどの学校から意見を聞くとか、

場合によってはどの学校を見るとか、その学校の現場で働いている先生から意見を聞くと

か、そうした細かいところについては、分科会の中で御調整を申し上げたいと思っており

ます。 

 

 【岡部会長】 

  はい、ありがとうございます。そのほか、何か御質問等ございますでしょうか。また、

御担当の分科会の方に対しましても何か御質問、御意見等あればお聞かせ願えればと思い

ます。フォローアップ会議では、こちらの方に趣旨が書かれておりますけれども、かなり

踏み込んだ具体的なところまで話し合うことができればという、理解でよろしいですか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  はい。 

 

 【岡部会長】 

分かりました。そのほかよろしいでしょうか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  先ほど、福井委員からおっしゃっていただいた中で、分科会１に、例えば商工会議所の

事業と我々との関係とか、今後そういった形で進めていただくことができれば、建議とし

ていただきたいと思っています。この後は分科会として少人数での形で、アイデアを聞か

せていただきたいと思います。先ほどからある、課題の中で、若干どうしたら良いのだと

いうところも正直あるものですから、お知恵をお借りしながら進めてまいりたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 
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【岡部会長】 

  はい、ありがとうございます。おそらく、福井委員の方から御指摘あった大学と連携の

部分についても関係しているかと思います。いくつか、今回用意していただいた資料２の

中で課題として挙げられていたものがあると思います、これをどうクリアしていけば良い

のかというところが議論になると思います。単発になるのではとか、企業と継続的な連携

が取りにくいということがありましたし、２については、近くに連携するべき大学がない

とか、窓口が分からない、要するに、どんな大学でどんなことをやられているのか、窓口

がもしかしたらあるのかもしれないけれど、そこに対する情報が得られないということが

ありました。３に関しては全校的な研究体制が取れない、指標という問題も実は全校体制

でカリキュラムを運営していく時に非常に重要になってくる、ゴールは何なのかというと

ころが実は曖昧のまま進んでいる、内容ありきで進んでいるところがあるなど、そういっ

た部分をどうやってクリアしていくのかというところです。あと、今盛んに言われていま

す、PDCAサイクル、カリキュラムマネジメントをしっかり回そうとした時に、そういうノ

ウハウを持っている学校、持っていない学校の中で差があります。そのようなことも踏ま

えてアイデアですとか、提案ですとか、解決策を提示していくのがこの後のフォローアッ

プ会議の課題になってくるかと思います。今回の審議の中で随分と具体的な糸口のような

ものを御提案していただきましたので、それをより具体的に深めていくことになっていく

と思います。 

それではいかがでしょうか、「みらいの産業教育フォローアップ会議」について、提案

どおり決定とさせていただきたいと思います。このような形で、今後、審議を進めてまい

ります。小さな会議、分科会という形ですので、委員の皆様の横の連携が非常に重要とな

ってまいります。その横の連携を深めながら進めて行くことができますよう、御協力をお

願いいたします。今後の進め方についてですけども、事務局の方から何か補足等はありま

すでしょうか。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  今後の進め方については先ほどの御質問で、御説明申し上げたとおりでございまして、

今後それぞれ分科会の進め方など代表の方と我々事務局の方で詰めさせていただきなが

ら、進めてまいりたいと思っております。先ほど若干触れましたけれども、分科会での方

向付けなどを、改めてそれぞれの分科会ごとに皆様の意見をお伺いしながら、事務局の方

では調整をさせていただきながら進めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

 【岡部会長】 

  事務局が用意した議題は以上ですけれども、委員の皆さんから御意見、要望、全体を通

じて何かございませんでしょうか。 

 

 【福井委員】 

  本庁さん側の人材育成事業もあると思うのですけれども、本庁さん側との連携あるいは

情報共有というのもこの場でしていただきたいなと思います。重なっているようなものあ



- 21 - 

 

れば連携していくべきですし、そこをさらに深掘りするか、もっと新しい切り口でやって

いくか、という判断にもつながると思うので、本庁さんは各部で事業をお持ちですけども、

是非共有していただきたいと思います。 

 

 【岡部会長】 

  そのほか、何か全体につきまして御意見、御質問はございませんでしょうか。 

 

 【武田副会長】 

  もし可能であれば、先ほども御意見あったかと思うのですけど､この短い時間の中にこ

れだけの資料に目を通して、整理をして追い付けない部分があって、少し前に資料等、目

を通す時間を、ここに来る前にいただけると助かるのかなと思いました。 

 

 【事務局（諸橋主幹）】 

  大変失礼しました、以後、気を付けます。 

 

 【岡部会長】 

  よろしくお願いいたします。それでは、これで第２回審議会の議事については終了した

いと思います。進行を事務局にお返しいたします。 

 

 【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、ここで事務局から一点連絡を申し上げま

す。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、２月28日（木）を目途にして、修正等の御意見をいただきまして、その後、今

回の第２回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。 

 

 【山本課長】 

  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、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】 

  本日はありがとうございました。閉会に当たりまして、御挨拶申し上げます。本日の会

議の結果に基づきまして、３つの分科会を設置することとし、委員の皆様には、それぞれ

に分担いただきまして産業教育の現場での課題解決に向けて、さらに御助言をいただくこ

とをお願いいたします。このあとの予定ですが、事務局とも調整の上、分科会の開催を調

整してまいりますが、これから年度末そして新年度始めといろいろと動きが多いことと考

えますので、当面はメールなども利用しながら、どのように調査を進めていくかそれぞれ

検討してまいりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。 
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  また、少し早いですが、今年度をもって、畠山委員が御退職により退任されることとな

っております。畠山校長先生におかれましては、これまでの農業教育への御尽力に感謝申

し上げますとともに、引き続き、当審議会にお力添え賜りますようお願い申し上げます。

それでは、各委員の皆様におかれましては、引き続き、よりよい建議に向け御協力をお願

い申し上げ、御挨拶といたします。本日は、ありがとうございました。 

 

 【山本課長】 

  それでは終わりに道教委赤間局長より御挨拶申し上げます。 

 

 【赤間局長】 

  本日はどうもありがとうございました。事務局の進め方で資料事前送付のお願いがござ

いましたが、この後分科会等で進める中で、こうしていただいた方が良いというものがあ

りましたら事務局の方に御遠慮なく申し付けてください。資料の送付、連絡の調整につい

てお忙しい皆様が、何とかスムーズに進むように取り組んでまいりたいと思います。 

この後フォローアップ会議ということで各分科会の作業をまたお願いすることになり

ますけれども、その中で本日いろいろ御意見をいただきました様々な課題について解決に

向けて御検討いただいて、様々な施策に反映させることを考えております。 

建議としては、年明けとなりますので、今日いただいたような、例えば商工会議所様か

らの様々な地域での連携を、会議所さんを通して情報をいただけるということですとか、

産業総合研究所のお持ちの様々な情報など、この審議会とも並行して各学校に情報提供し

て、すぐにでもいろいろなことを御相談申し上げる場面もあるかと思いますので、情報提

供いただきましたことに感謝申し上げたいと思います。 

この後また、年度をまたいで会議が続きますけれども、お忙しい中どうぞ御協力をお願

いいたしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

 

 【山本課長】 

  以上をもちまして、第27期北海道産業教育審議会、第２回審議会を終了いたします。あ

りがとうございました。 


