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第27期 北海道産業教育審議会 第３回審議会

１ 日 時 令和２年１月23日（木）15:00～17:00

２ 場 所 道庁別館９階第１研修室

３ 出 席 者

(1) 委員 12名

岡部会長、武田副会長、明田川委員、伊藤(美)委員、木村委員、廣瀨委員、

福井委員、福津委員、町田委員、マーカス・ボス委員、都沢委員、渡辺委員

(2) 事務局 ８名

藤村課長、諸橋主幹、今村主査、香取主査、長谷川指導主事、峯田指導主事、

岩館指導主事、楠主事

４ 会議次第

(1) 開会

(2) 議事

ア 建議案について

イ その他

(3) 閉会

５ 議 事 録

(1) 建議案について

【事務局(諸橋主幹)】

ただいまから第27期第３回北海道産業教育審議会を開会させていただきます。

はじめに、委員名簿に本日の出席者を記載してありますが、本日は、伊藤（博）

委員、猪股委員、藤田委員の３名の委員が、所用により欠席となっており、15名中

12名の出席をいただいているところでございます。規則により本会議が成立してい

ることを御報告させていただきます。

それでは開会にあたりまして、北海道教育庁学校教育局高校教育課、藤村課長か

ら御挨拶を申し上げます。

【事務局（藤村課長）】

皆さんこんにちは。高校教育課の藤村と申します。第27期北海道産業教育審議会

第３回審議会の開催に当たりまして、一言御挨拶させていただきます。委員の皆様

におかれましては、日頃から、本道の産業教育の推進に御支援、御協力をいただい

ておりますことに、心から感謝申し上げますとともに、本日は御多用の中、御出席

をいただきお礼申し上げます。本審議会では第24期答申を専門高校はどのように受

けとめ実践しているのかという状況を把握し、検証を行うこととしたことから、現

在、専門高校が抱えてる課題を整理し、その課題解決の方策について審議を行って

いただきました。おかげをもちまして、予定通り会議を積み重ね、最終審議を迎え

ることができましたことに感謝申し上げます。本日は最後となりますことから、そ

れぞれのお立場から、忌憚のない御意見を頂戴したいと思っております。本日はど

うぞよろしくお願いいたします。
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【事務局（諸橋主幹）】

続きまして、岡部会長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御挨拶申し上げます。委員の皆様には、何かと御多用の中、

そしてまた大変足元の悪い中、本審議会にお集まりいただき感謝申し上げます。本

審議会では、平成30年９月より、これからの本道の産業教育の充実方策について審

議を重ねてまいりました。この間、みらいの産業教育フォローアップ会議として、

代表者会議を３回、各分科会を計６回、学校訪問を３回開催し、皆様から熱心な議

論をいただき、貴重な御意見を多数伺ってきたところです。本日は、建議(案)につ

いて審議し、３月の手交に向けまとめていきたいと考えております。最後の審議会

となりますので、委員の皆様には、専門高校に学ぶ生徒がこの先の大きな社会の変

化にも対応しながら、夢と希望を持って学ぶことができるよう、改めてそれぞれの

お立場や知見から、御意見をいただきますようお願い申し上げ、開会の挨拶といた

します。本日はよろしくお願いいたします。

【事務局（諸橋主幹）】

ありがとうございました。それでは事務局から資料の確認をさせていただきます。

【事務局（長谷川指導主事）】

資料は要項、席図、建議(案)、建議(案)の概要版、以上の４点です。資料の過不

足がございましたらお知らせください。また、本会議の資料とは別に参考として、

2019北海道の教育というリーフレット、2019教育便覧をお配りしておりますので、

後ほど御覧ください。

【事務局（諸橋主幹）】

それでは、議事に入らせていただきます。進行につきましては、これまで同様、

会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【岡部会長】

よろしくお願いいたします。それでは議事に入りますが、これまで建議(案)の作

成に向け、審議会を２回、みらいの産業教育フォローアップ会議として、代表者会

議を３回、各分科会を計６回開催し、委員の皆様から様々な意見をいただいてきま

した。こうした会議を経てまとめられたものが、お手元にある建議(案)でございま

す。この後の進め方ですが、初めに事務局から建議(案)の説明を行っていただいた

後、各章ごとに、委員の皆様から記載内容が本審議会での議論の趣旨に合っている

か、削除が必要な内容や文言等がないか、追記を必要とするものがないかなどにつ

いて御意見等をいただく形で進めさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。なお、本日が最終の審議会となりますので、本日いただいた御意見の反映な

どについては、私に御一任いただくということにいたしたいと思いますが、よろし
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いでしょうか。

（異議なしの声）

ありがとうございます。それでは建議(案)について事務局から説明をお願いいた

します。

【事務局（長谷川指導主事）】

それでは建議(案)について説明させていただきます。はじめに、本建議(案)につ

いては、これまでに開催された審議会、分科会の議事録や、各調査結果を基に作成

し、修正を重ねたものです。分科会で出された意見をできるだけ多く反映したため、

委員の皆様が最後に御確認いただいた分科会の時のものとは、表記方法や表現方法

が異なっているところがございます。このため、皆様には、事前に建議(案)を送付

させていただきました。

本文は、第１章から第４章で構成されており、巻末は参考資料となっております。

最初に、１、２ページには、「はじめに」として、これまでの経緯を述べながら、特

に委員の皆様から現場に浸透するようにとの配慮をいただいた議論が進められたこ

とを記載しております。

続きまして、３ページからの第１章でございます。第１章は、３つの項目から成

っており、３ページの「１ 審議の背景」については、これまでの審議の中で、第2

4期答申についての専門高校の受け止め状況を把握するとともに、答申に基づく事業

の実施後の研究指定校の状況について整理し、検証を行うこととした内容となって

おります。４ページの「２ 審議体制」については、第24期答申に関する実施状況調

査と専門高校Progressiveプロジェクト推進事業の取組成果調査から、課題を「高校

と産業界との連携に関する課題」、「高校と大学等との連携に関する課題」、「高校の

校内体制などマネジメントに関する課題」の３つに整理し、その課題解決方策を示

すことによって、より答申の趣旨が徹底されるとの議論から、課題ごとの分科会形

式として議論を深めるよう、審議体制の工夫改善を図りました。

続いて、７ページの「３ 審議経過」ですが、これまでの審議の状況を表にまとめ

てございます。第１章については以上です。

続きまして、８ページからの「第２章 地域の産業界との連携に関わる課題につい

て」も、３つの項目から構成しております。１つ目の項目としては、「地域で求めら

れる役割をそれぞれが果たすこと」として、それぞれの地域で求められる人材育成

の役割を果たす上で、専門高校は、学科ごとの専門性の生かし方について、より幅

広く捉え直すことも必要であることなど、専門高校に求められる役割の考え方や、

実際の産業現場を意識した指導の工夫・改善についての内容となっております。

10ページからは、２つ目の項目「産業界とつながりを持つこと」として、生徒が

将来地域に何か貢献をしたいと思うことができるような体験の機会が求められてい

るため、産業界には、地域貢献に対する意欲を向上させる機会の創出に関わりを持

つことが求められていること、地域の企業と接点を持つ必要性としては、地域にど

のような会社があって、どのような業務を行っているか、就職後はどのようなキャ

リアを積むかなどの情報を収集し生徒に理解させることができるよう、専門高校は
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地域の多くの企業と接点を持っていることが必要であることなどについての内容と

なっております。また、11ページには、学校と企業との交流会を例として、北海道

商工会議所連合会主催の今年度のスキャナビフォーラムについて、写真を掲載して

紹介しております。

次に、12ページからは、３つ目の項目「地域における人づくりの視点を持つこと」

として、課題解決の授業を通した地域人材の育成のため、専門高校には、生徒の課

題解決に向けた取組が企業と円滑に進めるようなコーディネートを行うことが必要

となることや、高校生が課題解決に挑戦した成果については、学校外部の団体等が

主催するプログラムを活用するなど、生徒が表現する場面の設定についての内容と

なっております。さらに、第２章から第４章まで共通して記載しておりますが、IC

Tの環境整備として、企業との関わりを重視した教育活動を充実させるためには、専

門高校のICT環境が整備されていることが必要であることについても記載しておりま

す。第２章については以上であります。

続きまして、15ページからの「第３章 地域の大学等との連携に関わる課題につい

て」も、３つの項目から構成しております。１つ目の項目は「１ 大学等の意識」と

して、道内を中心とした16大学１研究機関の教員29名を対象に、明田川委員が行っ

た調査結果を記載しています。16ページの枠の下ですが、この調査結果から大学等

の教員の受け止めとしては、専門高校との連携に対する関心はあるものの、専門高

校が何を求めているかといった情報が不足していることや、大学側にメリットが得

られないなどの理由から、どのようにして協力して良いか分からない、といった状

況にあることについての内容となっております。

17ページからは、２つ目の項目、「２ 大学等とつながりを持つこと」として、高

大連携についての課題としては、専門高校が大学等に協力を求めたい内容には、科

目「課題研究」の指導に対する助言や先端技術の展望についての出前講義、指導方

法や内容の支援など、単発的なものから継続的なものまで幅広くあり、学校や科目

によっても求める期間が様々であることなどから、協力を困難にしていると記載し

ております。また、18ページには、大学等が専門高校の近隣にないことも、高大連

携が進まない理由の１つであるため、第２章と同じくICT環境の整備が求められるこ

とについての内容となっております。

19ページからは、３つ目の項目「３ 地域の学びの場としての役割をそれぞれが果

たすこと」として、専門高校と産業界や大学等を含む地域全体で人を育てるという

視点を、それぞれの立場に応じて持つことが重要であることや、専門高校、大学等

とも、お互いが地域の学びの場としての役割を果たすことが必要であることについ

ての内容となっています。また、大学等と連携するに当たり、専門高校には大学等

の負担軽減に配慮することも求められることや、目標とする成果が得られた段階で、

連携関係の見直しを図ることも重要であることなどについての内容となっておりま

す。

続きまして、21ページからの「第４章 校内の組織マネジメントに関わる課題」に

ついては、４つの項目から構成しております。１つ目の項目としては、「１ 校内体

制の見直しを図ること」として、専門高校が実践研究事業等を行う場合は、どのよ
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うな生徒を育成するかという目標を全職員が共有するとともに、取組の成果につい

ても共有し、検証を繰り返して、学校全体で一定の方向性を形作っていくことや、

学校全体で取り組むには、外部のプログラムを活用することのほか、特定の学科や

生徒を対象として実施するのではなく、全校生徒を対象として取り組むなど、組織

的な取組に対する教員の意識の改善を図ることが大切であることについての内容と

なっております。

23ページからは、２つ目の項目「２ 外部とつながりを持つこと」として、第２章、

第３章でも触れましたが、専門高校は外部に対して教育活動の依頼を行う場合、活

動目標を明確にして依頼し、事前にゴールを共用できるように説明することが必要

であり、学校としてはどのような期待をしているかについて、明確に意図を伝える

ことが必要であることなど、外部との連携に対する考え方についての内容となって

おります。また、24ページになりますが、学校は、教育内容と教育活動に必要な人

的物的資源等を効果的に組み合わせるカリキュラム・マネジメントが重要であるこ

と、そのためには、最初に外部と接点を持つこととなる教員のコミュニケーション

・スキルが大切でありますが、この場合、特定の教員に負担が集中しないようなカ

リキュラム・マネジメントに取り組むことが大切であることなどについての内容と

なっております。

24ページ後半には、３つ目の項目「３ 多様な評価軸を持つこと」として、一般的

に、いわゆる明朗活発で明るく元気に大きな声で自分を表現できる生徒は高く評価

されがちだが、こうしたことが苦手な生徒に対して、どのように評価基準を設定す

るかということについても目を向けることが重要であること、また、これまで専門

高校が取り組んできているインターンシップについても、生徒の多様な個性の伸長

を図ることができるよう、受入事業所とプログラムを設定することが重要であるこ

となどについての内容となっております。

さらに、第４章は最終章でありますので、まとめの意味を持たせることから、26

ページには、「４ 産業教育の充実」として、第２章、第３章を踏まえ、今後の本道

の産業教育をどのように充実させていくかとの視点でまとめており、道教委は、専

門高校、企業、大学等の３者による協力の場を設定するなどして、専門高校が企業

や大学等とパートナーシップを構築できるように取り組むことが大切であることな

どについての内容となっております。また、この部分でもICT環境を早急に整備する

ことの必要性について改めて記載しております。

27ページの「おわりに」については、これまでの議論をまとめ、道教委は、専門

高校が産業界や大学等との協力を得るための工夫をし、未来の産業、地域産業を担

う職業人の育成を目指した産業教育の充実について希望して結んでおります。

続きまして、28ページからは巻末として参考資料を添付しております。参考資料

につきましては、分科会でお示ししたものと大きく変更はありませんが、最後の48

ページに分科会や代表者会議の意見を踏まえ、新たに参考資料５として、「本会議で

目指す専門高校の人材育成モデル」を追加しています。産業界、大学等、専門高校

との関係を示し、建議(案)の本文である第２章から第４章は、どの部分について提

言されているのかが分かるように図で表したものです。ここで１点、修正の提案を
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いたします。この図の中で、家庭から生徒に出ている矢印についてですが、本建議

(案)では、家庭についてほとんど触れられておりませんので、家庭から生徒に出て

いるこの矢印を削除したいと考えております。後ほど審議をお願いいたします。

さらに、もう１つ修正の提案がございます。４ページの審議体制ですが、４ペー

ジの本文上から８行目「大学と連携した出前事業の実施や大学における学習との連

続性を踏まえた教育課程の編成が18.5％」について、出前を削除したいという提案

です。出前授業となると出前講座をイメージしてしまいますので、区別するため、

出前を削除するということで御提案させていただきます。こちらにつきましても、

後ほど御審議願います。説明は以上です。

【岡部会長】

ただいま建議案について事務局から説明をいただきました。これより、各章ごと

に区切って委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。まず第１章について、

御質問、御意見、補足等はございますでしょうか。様式がかなり変わっております。

事前に委員の皆様に配布され、お読みいただいてると思いますが、その上で、何か

御質問、御意見、補足等がありましたら、いただきたいと思います。

まず、最初に４ページの修正の提案のところですが、18.5％という数字も出てお

りますけれども、具体的にどこを参考にすればよろしいでしょうか。

【事務局（長谷川指導主事）】

４ページの18.5％の根拠は、29ページの参考資料の２の「北海道産業教育審議会

答申に関する実施状況調査結果」の１の(９)「また大学等の高度な施設設備の見学

や実習などを体験させること」及び（10）「進学を希望する生徒のニーズに対応する

ため、大学における学習との連続性を踏まえた教育課程の工夫改善を図ること」の

質問事項について、「３ 実施していない」、「４ 実施できない」と答えた学校は、

(９)では３と答えたのが７校、４と答えたのが０校、（10）では３と答えたのが３校、

４と答えたのが１校の合計11校あります。この中で、重複している１校を除くと10

校となり、対象校が54校のうち10校ということで18.5％となります。

【岡部会長】

この文言の中に、(９)の項目も入るんですよね。

【事務局（長谷川指導主事）】

(９)と(10)になります。先ほど修正の提案をいたしましたけれども、(８)の質問

の出前講座と混同してしまうので、間違わないように本文の出前という文言を削除

したいというところです。

【岡部会長】

第１章は、皆様全員に関わる部分だと思いますので、何かお気づきの点がござい

ましたら、御指摘いただければと思います。第１章は総合的な部分ですので、これ
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ぐらいでいいのかと思います。第２章から第４章が建議の主要部分になると思いま

すが、その前に先ほどの前の部分を削除して記載するということで、よろしいでし

ょうか。（意見なし）ありがとうございます。

それでは続きまして、第２章についてでございます。御質問、御意見、補足等は

ございますでしょうか。企業との連携、地域との連携等を、専門高校の専門性も含

めて、もう少し幅広く捉えていくべきではないかという趣旨でございます。この部

分について、武田委員いかがでしょうか。

【武田副会長】

うまくまとまっていると思っております。私の目では細かなところまで気が付い

ていないところがあるかもしれないのですけれども、総体的に上手くまとまってい

ると思います。

【都沢委員】

ちょっと単純なことですが、２章「１ 地域で求められる役割をそれぞれが果たす

こと」を読んだときに、それぞれは誰と誰と思いました。中を読むと専門高校しか

登場しなく、先ほどの説明では、それぞれの係るところはそれぞれの地域とおっし

ゃっていた。乱暴な言い方ですが、このそれぞれはいらないのではないでしょうか。

【岡部会長】

今の御指摘に関連して、事務局から何かございますでしょうか。

【事務局（長谷川指導主事）】

先ほどの説明の中でそれぞれの地域という言い回しをしてしまいましたので、そ

の辺で混乱をさせてしまい本当に申し訳ないのですが、ここのタイトルではそれぞ

れの地域ということではなく、専門高校と産業界を指しております。ただ御指摘の

とおりそれぞれがなくても、十分意味としては伝わると考えております。

【都沢委員】

いや、産業界は登場してないですよね。

【岡部会長】

そうですね。それぞれの役割を果たすといったときに、専門高校の役割は述べら

れているけれどもというところですね。ありがとうございます。その他、お気づき

の点はございますでしょうか。福井委員はいかがでしょうか。

【福井委員】

いろいろ分科会で意見をさせていただいたが、本当によくまとめていただいて、

感謝の気持ちしかありません。当初、気になった表現として、学校が放り投げられ

たような印象を受けた文が多かったのですけれども、そこをよく汲み取っていただ
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いて、学校がしなければいけないこと、あるいは周りがしなければいけないことを

きちんと書いていただきました。後はこれに基づいて具体的にどう動いていくかに

なると思いますので、これを読んでいると動き方がわかるかと思います。つながり

を作ると簡単に口には出せますけれども、実は、つながりを作るのは大変です。つ

ながりのないものを作ることはすごく大変なのですけども、丁寧に書いていただい

たので、我々としても学校へのアプローチが逆にしやすくなると思いますし、話も

しやすくなると思いますので、次につながるような内容になったのではと思います。

【岡部会長】

次に渡辺委員は何かお気づきの点、御意見はありますか。

【渡辺委員】

これまでの発言を十分に書き込んでいただきありがとうございます。特に９ペー

ジの「実際の産業の現場を意識した指導の工夫・改善」のところ、農業の現場でも

機械、ITを使い、商業や観光の現場でもITを使うなど、いろいろと状況が変わって

きている中で、例えば水産高校に学ぶ生徒さんなら、水産の現場のことだけではな

く、いろいろなことに興味持ってもらえるような振り向けを学校でしていくという

ことが、将来の自分の行き場所や働き場所など、いろいろな可能性につながってい

くのだと思うのです。そういう意味で専門学校間、分野の違う学校間でコラボして

取り組めるということができれば非常に良いと思っています。是非それを実現につ

なげていただければと思います。

【岡部会長】

続きまして、ボス委員よろしいでしょうか。

【マーカス・ボス委員】

今日で最後ということでいろいろ考えてみると、よくできたと思います。特に僕

の発言とかをよくまとめて、僕の言った意見とかも入っているから、非常にうれし

く思います。最初はこの審議会に入ったときには僕が役に立つかどうかとか、どう

いうところで自分の経験を伝えることができるか分からなかったけれども、こうし

て全体を見ると、良い感じになるのかなと思っています。

【岡部会長】

いろいろと力強い御意見をいただきまして、大変ありがとうございます。今いた

だきました御意見でございますが、事務局から返答すべきことはございますか。

【事務局（長谷川指導主事）】

先ほどの「１ 地域で求められる役割をそれぞれが果たすこと」のそれぞれについ

ては、事務局で検討させていただきたいと思います。
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【岡部会長】

それでは続きまして、第３章について、御意見、御質問、補足等がございました

らお願いいたします。

【明田川委員】

大変よくまとめていただきありがとうございました。細かいところが２点ありま

す。１点目は15ページの注釈15の高大連携の説明ですが、「高等学校と大学との接続

におけると連携のこと」で、高大接続は入試改革のイメージがあるので「接続」は

取って、シンプルに生徒一人一人の能力を伸ばすための高等学校と大学との連携の

ことで良いのかと思います。

２点目が16ページ、こちらがもっと早く気付くべきで申し訳なかったのですが、

一つ目の○の一番最後の行「全くメリットを求めないと回答した方は２人だけ」と

いうところが、確認すると５名ということで、あまりインパクトに欠けることから、

「全くメリットを求めない」以降の文章を削除で良いかと思います。

【岡部会長】

これについて、事務局から何かございましょうか。

【事務局（長谷川指導主事）】

注釈は御指摘のとおり削除で考えていきたいと思います。また16ページの「全く

メリットを求めない」と回答の２人が実際は５名がいうことは、明田川委員から御

指摘いただきましたので、その前の「約半数が必要としており」を、「約半数が必要

としている」に修正して、後ろの方をカットする方向で、事務局で検討していきた

いと思います。

【事務局（諸橋主幹）】

今の注釈について補足させていただきます。高大接続に関しては文科省の文章を

そのまま記載したところでございますが、明田川委員からの意見の方が読みやすく

なると思いますので、そのように修正したいと思います。

【岡部会長】

一体改革が言われるようになってから、連携と接続がぐちゃぐちゃになってきて

います。切り離せない言葉ではありますが、区別した方が良いと思いますので、修

正の方向で考えさせていただきます。木村委員、その他お気付きの点、御感想があ

るでしょうか。

【木村委員】

１回目の分科会は学校の行事があり参加できなかったのですけれども、その後に

いろいろとこういう形でまとめていただいたものですとか、アンケート結果をどの

ようにこの中に入れ込んでいくかとか、細かな表現についても２回目の分科会で十
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分に検討されたと思っております。最終的にこのようになったものを読むと、非常

によく分かる説明になっていると思いますので、大変、良いものに仕上がったと思

っております。自分自身は中学校の所属ですので、本来的な専門高校と大学との連

携や接続とかとは少々違う視点なのですけれども、今回分科会に入っていろいろ皆

様の御意見伺いながら見たときに、誰もがこの中身を読んで、やはり「分かる」も

のになっていくということはすごく重要な視点であると思います。自分も含め様々

な立場の方が読んでも伝わってくる、そういう表現になっていることが大変ありが

たいことだなと感じております。

【岡部会長】

ありがとうございます。その他にありますでしょうか。

【福井委員】

ちょっとお聞きしたいのですが、岡部先生と明田川先生から見て、高校の視点か

らの連携が書かれていると思うのですけど、大学側の立場から見て、この内容を本

当に実行に移せるかと考えたときに、どの様な感想を持たれますか。是非、聞いて

みたいと思います。

【岡部会長】

まずは、明田川委員お願いします。

【明田川委員】

大学側の視点に関する調査がとても少ないという現状がありましたので、母数と

しては少ないですが事前に調査を行ったところ、「情報が少ないので連携に関心があ

るができない」と答えた大学教員が多いという結果がありましたので、やはり高校

からの情報発信、情報共有に重きを置こうという議論になりまして、想定では、大

学側から見た時に、あまり乖離したものにはなっていないのかなと思いました。

もう一点が、この道教委の御意見があって助かったのですけれども、18ページ「道

教委の担当指導主事が専門高校と大学等との意思疎通を図るパイプ役としての役

割」という文言が入ったことは、今までつなぐ役割ということが明確になっていな

かったと思いましたので、ここはすごく大学にとってもありがたい。今後、大学で

何かあった時に、ここに連絡をしたら良いと捉えることができますので、現実的な

文章になっているかと思います。

【岡部会長】

ありがとうございます。私からですが、例えば、17ページの下から２つ目の段落

に「大学が主催する教育フォーラム等を活用し」という文言を入れていただいてお

ります。これは実は大学側から見た時に非常に重要です。先ほど接続の話がありま

したが、入試改革も含め大学が一生懸命、高校、さらに前の段階の中学校に対して、

どうやってアプローチをしていけば良いのかということを、かなり本気になって考
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えている状態がございます。現在、プログラミングの授業が入ってきたり、英語も

あったりして、できる限り早い段階から連携をしていく必要があると考えてるとこ

ろで、大学も同じなのです。そうした時に、こういった形で実は高校側もそれを模

索しているというところを、具体的な形で示していただいた時に、大学側としては

どこでニーズの一致を見ることができるのかというところで、模索につながると思

っております。そういった意味では、現実的かつ具体的であると私は思っておりま

す。

それと専門高校に関しては、これも私は商科大学に勤めているので商業高校には

入試レベルではつながりますが、例えば17ページに書いてある水産とマーケティン

グというのは非常に重要です。あるいは、工業にもつながる部分だと思いますが、

大学側から見ても視点が広がる形の提言がなされているという点では、非常に重要

な指摘をしているのではないかというところは、大学に勤める人間として受け止め

た部分でございます。だから、大学側のある種の実行可能性、どういった形である

のかということに関する具体的な踏み込んだ調査などは、これからもう少し進めら

れるのかなと、これを読んで改めて感じるところであります。

【福井委員】

教育庁の皆さんにお伺いしたいのですが、担当指導主事とはどの様な方なのです

かというのことが一点と、大学と高校を結ぶ時に、教育庁には大学を担当する部署

があるのですか。

【事務局（藤村課長）】

ないです。

【福井委員】

それでは、例えば大学の状況が分かっていて、話をつなげられる人が本当にいる

のですか。その辺はいかがでしょうか。

【事務局（諸橋主幹）】

この担当指導主事というのは、専門高校の担当の指導主事という意味です。例え

ば、先ほどから説明している長谷川は水産担当でございますし、工業、商業、水産、

農業、ほかにも福祉や看護、家庭というものも専門高校にはありますが、それぞれ

担当指導主事がおりますので、専門高校に関しては、大学からまずは道教委の担当

の者に話をしていただく。指導主事は学校の情報をたくさん持っておりますので、

そこでお答えしたり、つないだりという役割をしていくということ。これもこの分

科会の議論で、大学等とのつながりを誰が担うのかということが大きくなり、先ほ

どの産業界、企業とのつながりのところで、それこそ道商連さんの今回のフォーラ

ムを活用させていただく事例を紹介させていただきましたけども、大学との接続に

ついてはその具体的な部分が、まだこれからであると思います。それでも、つなぐ、

つながっていく必要があるとの議論になり、最初の取っかかりは、やはり我々が担



- 12 -

う部分が大きいだろうと思います。明田川委員の調査では、大学の先生は高校に行

って良いか分からない。そんなことは全くないが、道教委にお伺いを立てなければ

いけないとも考えておられるという実態も報告されましたので、そういうことはな

いのですよという、意味合いでございます。

【岡部会長】

先ほど出てきたフォーラムなど各大学でいろいろなことをやっておりますけれど

も、情報はおそらく教育委員会にも行くはずですが、それが直接、一校一校の高校

には行っていない可能性はありますので、そうした時に担当指導主事から発信でき

る形も考えられると思います。その他、いかがでしょうか。

【事務局（諸橋主幹）】

小さなことですが、この章の中で例として、水産高校が２回出てきているのです

が、水産高校しか例がないのかという声を聞いたような気がするのですが、たまた

まこの審議会を担当している指導主事が水産担当なので、御容赦いただきたいと思

います。

【岡部会長】

出ていない意見を掲載するわけにはいきませんので、違和感等はございますか。

【明田川委員】

先ほどの質問について、道教委に大学を管轄をしている部署があるかという点は

いかがでしょうか。

【事務局（藤村課長）】

大学は都道府県ではなく国の管轄となりますので、大学に我々が直接物を申すこ

とはできませんが、先ほどの話にあったように、大学からの依頼は教育庁が受けて

いますので、依頼があった場合は内容によって、高校教育課であったり、生涯学習

課であったりしますが、高校教育課に問い合わせていただければ、関係課にお願い

しに行くという形になっております。

【明田川委員】

重ねて補足ですが、大学には道教委のように管轄する省庁のようなものがなく、

大学の中で完結をしている組織になっているので、高校と大学をつなぐようなパイ

プ役が存在していない状況にあると思います。その中で誰が接続を担当していくの

かというところで、煮詰まった部分もありましたが、「担当指導主事が」という一言

を入れたことが、小さいことかもしれませんが、大きな一歩になると思います。

【岡部会長】

不思議なもので、大学と高校が連携する時は個別となり、あくまでも進路指導部
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を中心に個々の高校にダイレクトにつながっていくことから、どうすれば良いのか

分からないという事態も生じてしまう時に、教育庁あるいは担当指導主事という言

葉を入れていただくと、高校教育課にまずは問い合わせをすれば良いという、一つ

のヒントとなると思います。

それでは、第３章については、いただいた意見として、接続の言葉の修正、２例

だけの部分を削除する等の方向で事務局の中で検討を進めさせていただきたいと思

います。

続いて、第４章について、御質問、御意見、補足等はございますでしょうか。

【都沢委員】

48ページの図について、第４章が専門高校のカリキュラム・マネジメントとなっ

ています。まず、このカリキュラム・マネジメントは今回初登場の言葉だと思いま

すが、あまり理解ができていないので、もう一度説明してほしいことと、第４章の

ところが点線で、産業界とか大学等が実線で、生徒の周りが点線で色が塗ってある

ということは、何か意味があるのでしょうか。この２点についてお願いします。

【事務局（長谷川指導主事）】

カリキュラム・マネジメントについては、24ページの一番下の注釈に「子供たち

の姿や地域の実情等を踏まえ、各学校が設定する学校教育目標を実現するために、

学習指導要領等に基づき教育課程を編成し、それを実施・評価し改善していくこ

と。」と記載していますが、学校教育目標のために教育課程の編成、どういう科目を

編成するかであるとか、本文にも関わるところですが、教員の働き方のトータル的

なマネジメントということで、今回はカリキュラム・マネジメントを使わせていた

だいたところです。

続いて、48ページの図の点線については、第２章、第３章、第４章について、第

４章に関しては印刷の関係で見えにくくなっていますが、今回、章に関しては全て

色を付ける形で作らせていただいております。点線についても、すべて章を示して

いて、建議の第何章に書かれているということは点線にし、それ以外の産業界、大

学等、生徒に関しては実線、専門高校も実線で書かれていて、その３者を結んだ形

で作らさせていただいております。

【都沢委員】

折角なので、ここで示している中身も少し説明してほしい。家庭の矢印は減らす

という話もあったが、矢印の意味は何を示しているのでしょうか。

【事務局（長谷川指導主事）】

矢印の意味ですが、太い線に関しては、例えば産業界と専門高校の第２章のとこ

ろに入っているが、この矢印は本文で多く触れているところであり、インターンシ

ップや地域課題の解決に向けての連携協力ということで、代表的なテーマを説明書

きで載せている。また同じように、大学等と専門高校に関しても、第３章でかなり
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触れさていただいているところで、特徴的な部分として、一つ挙げています。例が

少ないので、分かりやすくするため、第２章、第３章、第４章のそれぞれに何が書

かれているかについて、もう少し盛り込むことは可能かと考えております。

【都沢委員】

分かりました。矢印はそれぞれの関係性を示していて、言葉で少し補足したこと

が表されており、専門高校のところのカリキュラム・マネジメントというのは、こ

この内部というか、矢印でつながらないような対象を示そうということを意図され

ているということですね。

【事務局（長谷川指導主事）】

第２章、第３章は色々な方策を提言してきたところですが、第４章ではそのため

には高校の体制はどのようなことが必要かという視点で記載しておりますので、矢

印に乗らない形でカリキュラム・マネジメントを記載しております。

【都沢委員】

先ほどのカリキュラム・マネジメントの定義に戻りますが、教育課程の編成が言

語的には定義になるわけであり、それとここに書かれたカリキュラムマネジメント

が示そうとしている内容が、若干ずれているという印象があります。第３分科会の

皆さんにも御意見伺いたいと思いますが、どうでしょうか。

【岡部会長】

まず事務局の説明について、少し補足をさせていただきます。これは私の専門で

もあるので。カリキュラム・マネジメントという言葉なのですが、次期の学習指導

要領にある意味では初めて盛り込まれることで、我々の業界では一つの事件であり、

学習指導要領に今までカリキュラムって言葉が使われたことはなく、すべて教育課

程でありました。今期の中で、初めて導入されていて、定義としては24ページの注

の19で御説明いただいた形になりますが、一つだけ重要なものが少し抜けていて、

「子供たちの姿や地域の実情等を踏まえ、各学校が設定する学校教育目標を実現す

るために、学習指導要領に基づき教育課程を『教科横断的な視点』で編成し、それ

を実施・評価し、改善していくこと。」ということです。今まで高校はどうしても各

教科というものに、セクト化されている部分があって、学校全体の教育活動を教育

目標に基づいて、マネジメントしていくっていう意識が薄かったと言われておりま

す。カリキュラム・マネジメントという言葉は、小学校、中学校でも言われていま

すが、高校に対して言っている部分がすごく強いです。教科全体を広く横断的に見

て、それを指標があったら評価し、改善してPDCAサイクルを確立していくという意

味合いで、ここは使われている。その中には、地域、外部との連携、本文の方にも

書かれているが、人的・物的資源や学校外、外部との資源も含めて活用しながらと

いうものも、PDCAをまわしていく上で、要素として入ってくるという形になってい

ます。よって、48ページの図で言うならば、第２章、第３章で書かれているもの、
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生徒の学びも含めて、それを組織的に下支えしていくようなイメージで、カリキュ

ラム・マネジメントというものが捉えられていて、この矢印も下支えのイメージで

書かれていると伺っております。何かそれについて事務局から補足はありますか。

【事務局（諸橋主幹）】

岡部会長に補足していただいたとおりですが、分科会の議論ではカリキュラム・

マネジメントの言葉自体は出ているが、そこに絞った形での議論は正直なかったと

ころですが、24ページの一番上のまとまりを御覧いただくと分かるとおり、分科会

では一番最後の結びで、最初に外部と接点を持つ教員のコミュニケーション能力が

とても大事だという議論はございました。なぜそういうことをするのかというと、

外の色々な方を学校教育の中に取り入れていくために、外とのつながりを持つとい

う議論がございましたので、岡部会長に補足していただいたとおり、学習指導要領

の中でちょうどカリキュラム・マネジメントということが言われていたことが合致

した。そこで、注釈を付けて敢えて入れたところですが、我々にとってはとても馴

染みがあるのですが、皆様の視点、観点で御意見いただきたい。このカリキュラム

・マネジメントと言う単語を使わなくても、十分意見としてなっているので、少し

その部分の御意見をいただければと思います。

【岡部会長】

いかがでしょうか。

【福井委員】

今の話を聞いていて、むしろそれを書いた方が良いのではと感じます。本建議は

学校向けではありますが、やはり、一般向けに言っていかなければならない話なの

で、ここでしっかりと説明しておいた方が、今後の活動のためにはプラスになるの

ではないでしょうか。

【岡部会長】

実は私もそう考えていて、この章の中ではカリキュラム・マネジメントを使わな

くても良いかもしれないのですが、全校的にとか、他の学科等とも連携をして、あ

るいは他の学校ともという形になって、これこそまさにカリキュラム・マネジメン

トという言葉が言っている主要の部分だと思うので、書き込むことができるならば、

非常に適切であると考えております。これに関しまして、何か御意見等ございます

か。

【都沢委員】

時代を先取りしてではないですけど、私は賛成です。

【岡部会長】

この点に関してですが、そうした時に、「カリキュラム・マネジメントが重要とな
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るため、最初に外部との接点を持つこととなる教員のコミュニケーションスキルが

大切になります」とは、何かつながりが唐突なような気がしているのです。外部と

の連携を活用するということがカリキュラム・マネジメントです。これは三つの側

面があるうちの一つなのですけれども、これは良いとして、一度ここで切ってしま

った方が良いのではと思います。「カリキュラム・マネジメントが重要となります」

という形で切ってしまって、次の文章は、次の項の教員のコミュニケーションスキ

ルの向上の冒頭に持ってきた方が、読む側としては、一旦、話題が切り替わったけ

れどもつながっているとスムーズに納得できるのではないかと感じました。これも

少し事務局と検討させていただきたいと考えております。「重要になります」でこの

項は切ってしまい、コミュニケーションスキルの向上の部分の冒頭に、「外部と接点

を持つことになる教員のコミュニケーションスキルの向上が必要になります、この

ため」という形になるのではと感じました。その他、第４章につきまして、お気付

の点、御意見等はいかがでしょうか。

【伊藤委員】

前回の分科会で好き放題言わせていただきましたが、たくさん意見が出たという

ことはすごく良いことだと思っておりました。ただし、まとめられた方はが非常に

難儀したのではと思いながら、この出来上がったものを見ていました。私などは編

集レイアウトの専門でもありますので、書き方から始まって、これは見やすい見に

くいみたいなことも全部言いましたが、それをもとに書いて作り上げているので非

常に探しやすくて見やすい。見出しや段落があり、これはすごく大事なことです。

中身は当然大事ですが、それを読み解いていただく方がその向こう側にいる、そう

いうことを考えることは非常に大事なことで、本当にホスピタリティの典型だと思

っています。ここを教育関係の方々が大事にされるということは、対人間とのやり

とりにもなっていきますので、非常に大事な部分ではないかと思います。そこもす

ごく改善されていて、私はとても感動しました。

内容に関しては、とてもよくまとめられていますし、先ほど都沢委員もおっしゃ

っていただきましたが、あのような視点もなるほどと思いました。

私が願うことはただ一つで、これだけたくさんの方々が集まって、たくさん意見

が出て、とても良い方策がここに並べられたことが、本当に施策に生かされるかど

うか、この先がとても心配ではなく、とても希望を持っております。よくあること

は、いいだけこういうものを作っても、現場では誰も読まない、見ない。目の前で

起きたトラブルに関して、とりあえずそれをクリアして次に行く。やらなければい

けないことを、やったという結果を出すためにやる。よって、この第４章では特に

ごく一部の中での活動ではなく、こういうプロジェクトがある場合は、全校生徒が

なるべくそれぞれの立場で、それぞれのステージの中で、理解をして進めていく、

参加している、自分たちが体験をしている、そういうことが、卒業後、社会に出た

後に、自分は大きな組織の中でどのような存在であれば良いのかという私財になっ

ていくと思う。これをやられたら、現場の教育職の皆さんが、なるほどなと思って、

今までなんとなくルーティンでやっていたことを、何かチャレンジをしていったら
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良いなと思いまして、それに関してはとても満足しています。

【岡部会長】

まさにおっしゃるとおり、伊藤委員の一言で、このレイアウトか決まりまして、

非常に大きなアイディアをいただき、これを事務局の方が本当に綺麗にまとめてい

ただいたという形です。廣瀨委員はどうでしょうか。

【廣瀨委員】

内容については特にございませんが、ただ先ほど出ておりましたように、専門高

校としては、これを受けてどうするのかというところを少しだけお話させていただ

きます。私たちはこの内容を見せていただいて、少しは想定された内容ではありま

したけれども、これを根拠を持って明確化して、また広い様々な視点でまとめてい

るこの建議は、とても意義深いものだと感じております。また、これをどのように

して具現化していこうかと考えたときに、現在も専門高校は、産業界や大学と多く

の連携事業を行っております。しかしながら、私の中では一つ一つの行事を丁寧に

もう一度この建議を指針にして点検、見直していき、整理することから始めたいと

考えています。

【岡部会長】

大変貴重な御意見をいただきました。点検という言葉がございましたけれども、

まさに、それこそカリキュラム・マネジメントの根幹に関わる部分かと思います。

ほかに何かございませんでしょうか。

【福津委員】

カリキュラム・マネジメントを盛り込んだことがすごく新しく、カリキュラムと

マネジメントそれぞれの言葉自体はよく聞く言葉ですが、この言葉に込められた意

義や期待することなど、盛り込まれた意味を改めて感じました。これを読んだ方に

届き、ここで話し合われたことが上手に届くと良いと感じました。ただ、このカリ

キュラム・マネジメントが必要、大切と書かれていますが、盛り込まなくて良いか

もしれませんが、これを誰がやるのか、どこが窓口か、どの人が担当として意識を

持ってやっていくのかなど、読んだ人に伝わるとさらに良いと思いました。

私の仕事で、年末に元高校の校長先生にインタビューした際に、外から学校の中

に入っていける、お手伝いができるようにといろいろ話をされた中で、ICTの必要性

をうちの教頭先生と協議すると、いつもちょっと大変だと表現すると言っていまし

た。やはり学校の中では、ある一定の先生に集中した結果、全く進まないなどの話

ばかり聞いてしまうものですから、カリキュラム・マネジメントをせっかく盛り込

んだ時に、現場ではどの立場の人が一番率先するのか、教頭先生なのか、先生一人

一人なのか、そのような人を外部から入れることも将来的には必要であると、少し

でも伝わると良いのではと思いました。

また、話が前後しますが、先ほど大学のフォーラムなどすごく良いことをやって
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いて、高校生との連携に大変役立つという話がありましたけれども、これまで私が

聞いた話では、学校の先生には届くが生徒に届かない。先生が忙しくて先生のとこ

ろで止まってしまう。それならば、大学と生徒が直接つながれるような、大学の情

報を高校生が直接引き出せるような窓口、ここに聞けば何でも分かるとか、相談で

きるとか、効果的に参加できるとか、１人で勝手に申し込むのではなくて、高校の

先生と相談しながら、戦略を立てて、有効的に参加できるとか。何かそういうとこ

ろも高校のカリキュラム・マネジメントとか、その周辺の人に期待してしまうので

すけれども、特定の教員に負担が集中しないようにと盛り込まれたところも、すご

く良いことだと思いました。

【岡部会長】

重要な御意見をいただきまして誠にありがとうございます。誰がという問題はこ

れから出てくると思いますけれども、やはり管理職の重要性は、また改めて別の形

で増してくるのではないかと受けとめられることができるのではと思います。生徒

が高校を飛び越してダイレクトに大学につながるということも、これはあながち空

想的なことではなくて、そういう意見、流れも出ているので、それ故、何か高校の

役割が問われているのかなと感じます。町田委員はどうでしょうか。

【町田委員】

私はPTAの会長をさせていただいており、少々、皆様と違う立場ですが、この会議

に参加させていただいたことに本当に感謝しております。勉強させていただくこと

も多く、会議についていくのがやっとでありましたが、今日の建議を見せていただ

いて、一般の立場というか、母親の立場で見ても、内容がすごく分かりやすいもの

になっていたので、本当に感謝いたします。

【岡部会長】

いろいろと御意見をいただきましたが、これを踏まえて第４章に関して、事務局

から追加で何かございますか。

【事務局（長谷川指導主事）】

先ほどの質問のモデル図について、矢印等は先ほどの説明のとおりですが、第２

章と第３章の具体の説明の記載をもう少し盛り込んだほうがよいのかどうか、御意

見いただければと思います。

【岡部会長】

これは次の参考資料に関わってくることかと思いますので、続いて、これを含め

参考資料について、御意見、御質問、補足等をいただきたいと思います。特に参考

資料５のについて、事務局からは冒頭の説明にあった家庭からの矢印を削除するこ

とを考えている点と、すでに記載されているものを含めてもう少し内容をこの図の

中に盛り込む必要があるかどうかという点については、どうでしょうか。
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【福井委員】

第４章について１箇所。21ページの下から２つ目のパラグラフに、「また、企業で

プロジェクトを行う場合～」という説明が３行ありますが、書き方がすごく雑だと

思いました。これでは企業のプロジェクトはすぐには分からないと思う。もう少し

説明をするか、あるいは省くか。プロジェクトを進める場合とは３行では説明でき

ないです。

また、最後の参考資料５ですが、これはイメージ図なので説明をしては意味がな

いです。すべての関係性がこれを見ただけで分からないと意味がないので、今の段

階で質問が出るということは、関係性が分からないということです。

もう一つは、専門学校と産業界と学校は太い線で結ばれていますが、本来の趣旨

からすると生徒と産業界、生徒と大学の関係性をきちんと作ることが目的であって、

学校と産業界、大学が結ばれることは手段であり、そこを取り違えてはいけないと

思います。目的は生徒が企業、大学とつながっていくということなので、学校はあ

くまでもサポートが役割であり学校が主ではない。主語がきちんと分からないから、

イメージ図がきちんとできていないのです。

もう一つは、家庭が外れている。これは一番問題です。本来、家庭は生徒の一部

であるし、そこを切り離すという発想は納得できない。あくまでもそこは一体だと

思いますし、家族の皆さんにも企業や大学のことを知ってもらわなければならない。

大学進学や就職する時に一番相談するのが母親です。保護者を無視はできない。外

れるという発想は本来あってはいけない。むしろ、生徒と一緒に保護者にもきちん

と理解していただくことが大事であって、書いている主語が違うからこうなる。

これ１枚で説明なしで分かるような図にしなければ、半端なものを載せるとこれ

は何となります。事前に送られてきたものを見た時に、ちょっと違うなと思いまし

た。実はこれは関係性を示すから大事なのです。教育庁がどこに重きを置いているの

か分かる。先ほどのカリキュラム・マネジメントもそうですが、カリキュラム・マネ

ジメントがどの様な役割を果たすかを、ここにポンと載せても中を読まないと分か

らない。イメージ図はその様な関係性では駄目である。そこをもう少し考えていた

だきたいと思います。

【岡部会長】

少々伺いたいが、21ページですが、確かに雑ということはあるが、いっそのこと

取ってしまうか、あるいはもう少し丁寧に書くかという御意見だったと思いますが、

ストレートに聞いてしまいますが、何が欠落している、完全に外れているという点

は、どういった点があると考えていますでしょうか。

【福井委員】

プロジェクトをやるということは、出したい成果があるということです。そこに

どうアプローチしていくかであるので、目的、方法とかは当たり前の話です。企業

がプロジェクトをやる本来の意味というのは、例えば企業が新しい製品を作るとい

うのもありますが、企業価値を高めるためにプロジェクトをやるのです。製品はあ
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くまでも成果物。プロジェクトと簡単に使いますが、きちんと理解しないとすぐに

できるものではありません。それに向かって投資する時間、労力、お金、専門的な

知識、熱意も必要で、熱意がないとプロジェクトは絶対に生まれません。ただ単純

にプロジェクトはこうだという、すごく違和感がありました。

【都沢委員】

これに関連して、分科会３で冒頭に校内体制の見直しを図ることを念頭に置いて

議論してきたのがProgressiveプロジェクトであるので、そこでプロジェクトという

言葉が出てきていて、第４章はこのプロジェクトに振り過ぎてる感じがします。第

２章も第３章も割と汎用的というか高校教育一般に関係するような物言いをしてい

ますが、第４章の冒頭はいきなりProgressiveプロジェクトを対象にした議論になっ

ていて、Progressiveプロジェクトのことは本文には全く触れられていないところ

で、通読するとここだけが少々浮いている感じがあります。例えば課題研究を念頭

に置くとどういう表現になるのかとか、少しプロジェクトから離れてモデレートな

表現を考えた方が良いのではという感じはしました。

【岡部会長】

確かにここでのプロジェクトはその流れの中で出てきたものであり、言葉として

少々引きずられた部分があるかもしれない。その他に追加の御意見等はございます

か。

【福井委員】

今の話を伺っていて、ここまでの例えばアンケート調査の流れを見ると、地域課

題の解決や共有という話がいろいろ出てきていたので、やはり地域課題にどうアプ

ローチするかということを考えるべきかと思います。この間の全道フォーラムの時

にも地域課題を解決するという発表が結構ありました。そういった切り口で書いた

方が学校の皆さんもしっくりくるのではないでしょうか。いきなりプロジェクトと

言われるよりは、地域課題をどうやって探そうとか、例えば普段から新聞を読んで

いたらどの様な情報が入ってくるかだとか、情報の取り方や分析の仕方、あるいは

データがあるのであればデータの取り方など、何かもう少しかみ砕きやすい表現、

内容の方がしっくりくるかと思います。

【岡部会長】

確かにこのプロジェクトという言葉はある種の唐突感というか、乱暴な部分があ

るかもしれない。これについて、事務局から何かございますか。

【事務局（諸橋主幹）】

21ページの最初の「事務の推進方策」で、都沢委員が言われたように、この事業

と書かれているのはProgressiveプロジェクトのことで、そのことについて、学校か

ら学校全体で取り組めないという課題が挙げられていました。学校からはできれば
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企業のノウハウを得て自分達もできるようになりたいが、そのノウハウを教えてほ

しいというのが、この冒頭のスタートラインでありました。それを受け、分科会３

ではここに書いているとおり、ノウハウを取り得たからといっても、組織そのもの

が違うのでうまくいかないとバッサリ切っている。企業とそっくりそのまま学校に

取り入れようとしてもそれは難しいところがある。そもそも企業がプロジェクト事

業を行う場合は、最初からきちんとやっているが、学校はできていないのではない

か。学校は教員の個人事業主の集合体のようになっているから、それが難しいので

はないかということが実は裏にあったので、先ほど雑ではないかということからス

タートした議論でありますが、もう少し議論の中身を入れる形で分かるようにした

い思っています。

【岡部会長】

その経緯も含めて、この議論、この提言が出ている訳でありますか。個人事業主

の集合体になってしまっているという点で、先ほど出てきたカリキュラム・マネジ

メントという言葉にもなってくる部分がありますので、この部分は丁寧に説明をし

ていければと思います。参考資料５の図に関してはいかがでしょうか。

【明田川委員】

参考資料５について２点。１点目は、人材育成モデルとテーマがつけられていま

すが、１ページの本審議会の議論の趣旨として、「専門高校が地域産業界、大学、研

究機関等と連携し、教育内容を工夫・改善していくことに関わる課題について、そ

の解決に向けてどう取り組んでいくべきかについて議論してきました。」ということ

と、「専門高校に学ぶ生徒が、夢と希望を持って学ぶことができることを議論の中核

とし」と書いていますので、それを踏まえると、「産業界・大学との連携モデル」と

した方が良いのではないでしょうか。人材育成モデルでは少しニュアンスに違和感

がありました。

２点目は、図に関しては根本的に書き直したほうが良いのではと思うのですが、

直感的に見やすくする上で、矢印と産業界と大学とを結ぶ直線が併用されているの

で、矢印のみにしたほうが良いと思います。また、第２章、第３章を表していると

思われる色付きの点線はいらないのではないでしょうか。

【岡部会長】

福井委員からもあったとおり、モデルというよりイメージ図に近いものがあるの

で、連携に関するイメージ図にしたほうが良いのかもしれません。あくまでも建議

内容の概要を示すことを意図しているもので、連携モデルというよりは、関わるイ

メージ図とした方が良いと、今の発言を伺って考えたところです。それと、矢印に

統一したほうが良いというのは重要な意見と思います。その他御意見、気付いた点

はございますでしょうか。
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【町田委員】

この資料５の家庭からの矢印を外す理由をお聞かせください。

【事務局（長谷川指導主事）】

生徒と家庭は切っても切れないものというのは当然なのですが、今回の建議案の

中では、家庭については述べられていないので、構成を考えた上で外しましたが、

家庭を中に入れ込んだ形で考えていきたいと思います。

【町田委員】

秋口に道教委のお誘いがありまして、札幌の工業高校２校で企業を回らせていた

だきました。その時に都沢委員がいらっしゃる苫小牧のトヨタさんやデンソーさん

にお邪魔させていただきました。これは生徒向けではなく、保護者向けということ

で、バス１台を貸し切って行きました。私も、自分の子供が就職する所、大学もそ

うかもしれませんが、どういうことをしてどういう仕事をしているかが分からない

といけないと思っていたので、工業高校、道教委がそういうことをやっていただい

たことに対して、保護者やＰＴＡでも参考となり、ぜひこういうところに子供を就

職させたい、道内にもこういう企業があって、こういう仕事があるのであれば、工

業高校に行かせて良かったという意見も多々ありましたので、やはり家庭は切り離

せないと思いましたので、少しでも載せた方が良いのではと思いました。

【岡部会長】

ありがとうございました。その他、参考資料については何かありませんか。よろ

しいでしょうか。いろいろいただいた意見につきまして、建議に記載、追加するこ

とについて、事務局と私の方で判断させていただきたいと思います。大変、貴重な

意見ありがとうございました。以上になりますけれども、追加があれば御指摘をお

願いします。

【福井委員】

新年早々の道新に遠隔授業の設置という記事読まれましたか。これはプレス発表

された記事ですか。

【事務局（藤村課長）】

教育長が年末に話していたものですが、報道発表はだいぶ前にされていたものが

なぜか年初めに出ていたので、逆に我々もびっくりしていました。

【福井委員】

ちょうど建議の中で議論していたことが掲載されていたので、我々としては少し

前向きな方向に進むのかなということで、本当に嬉しく思いました。

その一方で道立高校のブラック校則の記事も出ていたのですけれども御覧になり

ましたか。これはひどいですね。本来あってはならないことだと思います。生徒と
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学校の信頼関係を損なうことでもありますし、自分の頃もそうでしたけれども、校

則は本当にここまで必要かと思います。ここまで踏み込まざるを得ない話になって

いるので、こういうのは残念だと思いました。一方で先ほどの前向きな話もあった

のにというのがあって、年始に２件ありましたので、こういうことに携わる以上、

看過できないということで話題にさせていただきました。御覧になっていない方が

いらっしゃいましたらぜひ御覧ください。

【岡部会長】

ありがとうございました。議事(２)のその他に関わる話題と思うのですが、議事

(１)については終了させていただきます。続きまして、議事(２)その他ですけれど

も、先ほど福井委員からいくつか説明がありました。最初に遠隔については、後押

しする記事になったということかなと思います。ブラック校則につきましても、こ

こ数年報道されています。関係者としては非常に悩ましいことであると思います。

このことについても検討を進める必要があると思います。

ほかに全体を通して何かありますでしょうか。本日いただいた意見を参考に、今

後は私と事務局での整理となります。最後に事務局から連絡お願いします。

【事務局（長谷川指導主事）】

本日の議事録についてですが、委員の皆様には１月末までに郵送で送りたいと思

います。御多忙のところ大変恐縮ですが、届きましてから１週間後の２月７日（金）

を目処に修正等の意見をいただきたいと考えております。その後、第３回の審議会

の正式な議事録として確定させていただきたいと考えております。御協力お願いい

たします。

【岡部会長】

ありがとうございます。それでは、進行を事務局にお返しいたします。

【事務局（諸橋主幹）】

ありがとうございました。これで審議は終了となります。福井委員から新聞に掲

載された記事の御紹介いただきましたが、今回の建議には各章ごとにICTの件を記

載しております。おかげさまで年末の報道にありましたとおり、国の方針として、

すべての小中学校、高校を含めて整備が進むという状況になり、皆様の御議論が国

にも届いて、我々の手元にも入ってくるのかなと勝手に思っております。丁度良い

タイミングの建議になりましたことを御礼申し上げたいと思います。また、今の国

の考え方としてはクラウドファーストというそうです。クラウド前提で進むという

ことで、まさに建議にもクラウドの表現がありますが、皆さんの御意見、今回の建

議がそのままいろいろな形で施策へ反映が進む方向で、国を挙げて動いていると御

承知いただければと思います。

それでは皆様、本日の審議は終わりますけれども、お忙しい中お集まりいただき

まして大変ありがとうございました。最後に会長から閉会の挨拶をいただきたいと
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思います。

【岡部会長】

本日は長時間にわたり、御審議いただき誠にありがとうございました。委員の皆

様の御尽力により、本道の産業教育の充実方策についてまとめることができまし

た。建議につきましては一旦、私が預かりまして事務局とも相談しながら整理をい

たしまして、３月を目処に道教委に建議したいと考えております。これまでの議論

にあるとおり、我が国において、産業構造や就業構造が変化しております。このよ

うな変化の中、若者を育てるためには、学校や行政だけでなく地域社会が一体とな

って取り組んでいくことが不可欠であると改めて考えたところです。本審議会の建

議を踏まえ、専門高校と産業界、大学等がますますつながりを深め、本道の各地域

の産業教育が充実、発展することを期待しております。最後になりますが、委員の

皆様には１年半にわたり、審議会委員の大役をお勤めいただきました。これまでの

お力添えに、改めて心から感謝申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。本日

はありがとうございました。

【事務局（諸橋主幹）】

続きまして藤村課長よろしくお願いします。

【藤村課長】

私からも一言、御礼申し上げたいと思います。委員の皆様におかれましては、こ

れまで１年半にわたり、精力的に御審議いただき改めて感謝申し上げます。また、

本日はこれからの本道の産業教育の充実方策について、建議をまとめていただき、

感謝申し上げます。道教委といたしましては本建議を可能なものから施策に反映さ

れるよう努めてまいりますほか、専門高校が地域が一体となった人材を育成する教

育活動を推進できるよう、各学校へ指導助言を行っていきたいと考えております。

今後とも岡部会長、武田副会長をはじめ、委員の皆様には専門高校における産業教

育の充実に御支援、御協力をお願い申し上げまして、最後の挨拶とさせていただき

ます。本当に長い間ありがとうございました。

【事務局（諸橋主幹）】

それでは以上を持ちまして第３回審議会を終了します。ありがとうございました。


