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はじめに

グローバル化が加速する21世紀の経済社会においては、産業構造の変化や

新しい産業技術の開発が急激に進むとともに、国境を越えた人々の行き来も

激しくなり、多様な文化や習慣、価値観などを有する国内外の人々と協働し

て仕事をする環境が身近に生まれています。

本道においても、外国人観光客や世界市場とのつながりの増加に伴い、観

光業はもとより、農水産業や製造業などをはじめ様々な産業界において、そ

のニーズに適切に対応できる人材の育成が急務となっています。

このような中、これからの社会を支える人材育成については、産業界と教

育界とが認識を共有しながら協働して、全道で取り組むべき喫緊の課題であ

ることから、この度の第26期の北海道産業教育審議会において、これまで本

審議会が行った答申や建議を踏まえつつ、職業学科に学ぶ生徒が、今日の社

会の変化に対応しながら、夢と希望を持って学ぶことができるよう、今後の

地域産業人材育成の在り方や産業教育の充実方策等について検討を行うこと

といたしました。

検討に当たっては、まず、第１章の「審議の背景と審議体制及び審議経過」

では、これからの社会の変化の予測や学習指導要領の基本理念を踏まえると

ともに、専門高校における産業教育の課題等を改めて確認いたしました。

その上で、第２章の 「グローバル社会に対応できる資質・能力等につい

て」では、専門高校において、育成すべき資質・能力等をより明確にして教

育を行う観点から、全ての学科で共通して育成すべき資質・能力等と各学科

で育成すべき専門的な知識・技術等について明らかにするよう検討を重ねま

した。

第３章の「学校と社会とを円滑に接続させる人材育成システムの構築につ

いて」では、学校と社会との接続を充実させる観点から、地域や企業、大学

等と連携した教育課程の編成・実施や、早期離職を減少させる方策に関して

は、それぞれの立場で行うべき取組として何が必要かについて議論を行いま

した。

そして、この度、審議結果として「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について」を取りまとめましたので、建議いたしま

す。

平成30年2月19日

第26期北海道産業教育審議会



*1 キャシー・デビッドソン教授（ニューヨーク市立大学大学院センター）の予測。

*2 マイケル・オズボーン准教授（オックスフォード大学）の予測。

*3 アメリカの発明家で人工知能研究の世界的権威であるレイ・カーツワイルらが示した未来

予測の概念で、一つの仮説として想定され得る、人工知能が人間の能力を超える時点を意味

する言葉で、日本語訳は「技術的特異点」という。
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第１章 審議の背景と審議体制及び審議経過

１ 背景

(1) 今後予想される社会の変化

2030年には、少子高齢化が更に進行し、65歳以上の割合は総人口の３

分の１に達する一方、生産年齢人口は総人口の約58％にまで減少すると

見込まれています。同年には、世界のGDPに占める日本の割合は、現在

の5.8％から3.4％にまで低下するとの予測もあり、日本の国際的な存在

感の低下も懸念されています。

また、グローバル化や情報化が進展する社会の中では、多様な主体が

速いスピードで相互に影響し合い、一つの出来事が広範囲かつ複雑に伝

播し、先を見通すことがますます難しくなってきています。

子供たちが将来就くことになる職業の在り方についても、技術革新等

の影響により大きく変化することになると予測されており、子供たちの

65％は将来、今は存在していない職業に就く
*1
との予測や、今後10年か

ら20年程度で、半数近くの仕事が自動化される可能性が高い
*2
などの予

測があります。また、2045年には人工知能が人類を越える「シンギュラ

リティ
*3
」に到達するという指摘もあります。

(2) 学習指導要領の改訂

今年度改訂される高等学校学習指導要領では、学校が社会や地域との

つながりを意識する中で、社会の中の学校であるためには、教育課程も

また社会とのつながりを大切にした上で、教育課程を介して学校が社会

や世界との接点を持つことが、これからの時代においてより一層必要に

なるとされています。

したがって、これからの教育課程には、社会の変化に開かれ、教育が

普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、社会の変化を柔軟に受け止めていく

「社会に開かれた教育課程」としての役割が期待されています。このよ

うな「社会に開かれた教育課程」としては、次の点が重要になります。

〇 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じて

よりよい社会づくりを目指すという理念を持ち、教育課程を介してそ

の理念を社会と共有していくこと。



*4 参考資料１「グローバル人材の育成を意識したこれまでの北海道産業教育審議会の答申や

建議等」参照。

*5 高等学校のうち、職業に関する専門学科（農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、

福祉）を置く高等学校をいう。

*6 高等学校のうち、職業に関する専門学科（農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、

福祉）をいう。
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〇 これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合

い関わり合っていくために求められる資質・能力等とは何かを、教育

課程において明確化していくこと。

〇 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、

放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教

育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しなが

ら実現させること。

(3) 本道における産業教育の課題

今日的な社会の急激な変化を踏まえ、これまで、本審議会において、

国際化や高度情報化の進展などに対応した産業教育の推進に係る答申や

建議
*4
を行い、専門高校

*5
では、各教科の指導を通して関連する職業に従

事する上で必要な資質・能力等を育み、本道の産業経済の発展に寄与す

る人材の育成に努めてきているところです。

しかしながら、本審議会が実施した過去の調査では、職業学科
*6
に学

ぶ意義を理解していない生徒や、身に付けた専門的な知識・技術等と実

社会とのつながりを実感できない生徒が一定程度いるなどの課題が明ら

かになっており、このような課題に対応するとともに、今日的な社会の

変化や将来予測される社会の在り方に適切かつ的確に対応できる産業教

育の一層の充実が必要となっています。

また、本道の高校を卒業して就職後３年以内に離職する生徒の割合は、

例年50％前後の数値で推移しており、全国平均を上回る状況にあること

から、高校における指導の充実はもとより、地域や企業及び関係団体の

ほか、大学等とも連携し、学校と社会とを円滑に接続させる人材育成シ

ステムの構築も重要となっています。

２ 審議体制及び審議経過

(1) 審議体制

今期の審議会については、より学校教育現場の目線に沿った審議を重

ねることができるよう、次のとおり審議体制の工夫・改善を図りました。
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ア ワーキンググループの設置

(ｱ) 目的

本道の各職業学科ごとに審議内容に係る実態を把握することを目

的に、７部会からなるワーキンググループを設置すること。

(ｲ) 所管担当業務

委員はいずれかのワーキンググループに所属して、各職業学科を

持つ専門高校における現地調査を実施するとともに、現地調査の結

果については、「意見検討のための基礎資料」としてまとめ、委員

に配布し情報を共有すること。

(ｳ) ワーキンググループの構成

部会名 構成委員 調査学校名

農 業 ☆森川 和德 官尾 昌子 岩見沢農業高校

岡部 善平

工 業 ☆千葉 武雄 岡出 直人 札幌琴似工業高校

岡部 善平 （小貫 秀治）

商 業 ☆羽山ひの木 芹澤 良通 札幌東商業高校

岡部 善平 （木村 司）

水 産 ☆髙倉 和也 川眞田政夫 小 樽 水 産 高 校

岡部 善平 （別所 正一）

家 庭 ☆藤田 和久 木村 佳子 江 別 高 校

岡部 善平

看 護 ☆武田 亜也 中村早千子 美 唄 聖 華 高 校

岡部 善平

福 祉 ☆岡部 善平 七戸キヨ子 置 戸 高 校

☆はワーキンググループ代表者

イ ワーキンググループ代表者会議の設置

(ｱ) 目的

３回の審議会とワーキンググループによる現地調査の報告を踏ま

え建議草案を作成すること。

(ｲ) ワーキンググループ代表者会議の構成

審議会 構成委員

代表者 岡部 善平 髙倉 和也 武田 亜也

千葉 武雄 羽山ひの木 藤田 和久

森川 和德

敬称略

敬称略
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(2) 審議経過

開催日 会議名及び審議内容

平成28年

10月11日（火） 第１回北海道産業教育審議会

・審議内容及び背景

・専門委員会の設置及び専門委員の選出

・審議会の日程

12月６日（火） 商業ワーキンググループ

12月８日（木） 工業ワーキンググループ

12月15日（木） 看護ワーキンググループ

12月21日（水） 家庭ワーキンググループ

平成29年

１月18日（水） 農業ワーキンググループ

１月26日（木） 福祉ワーキンググループ

１月31日（火） 水産ワーキンググループ

３月27日（月） 第２回北海道産業教育審議会

・各学科で育成すべき専門的な知識・技術等

・全ての学科で共通して育成すべき資質・能

力等

６月７日（水） 第３回北海道産業教育審議会

・グローバル社会に対応できる資質・能力等

を育成するための地域や企業及び大学等と

連携した教育課程の編成・実施

・早期離職を減少させる方策

８月30日（水） ワーキンググループ代表者会議

11月13日（月） 第４回北海道産業教育審議会

・建議（案）について最終審議



*7 本建議において「高度なコミュニケーション能力」とは、各職業学科で身に付けた知識・

技術等を生かしながら、多様な価値観や背景を持つ相手との相互関係を深めながら人間関係

を構築し、正解の見えない課題等について、対話により情報を共有し、相互に考えを伝えつ

つ、合意形成に至る能力をいう。

*8 資本や労働力の国境を越えた移動が活発化するとともに、貿易を通じた商品・サービスの

取引や、海外への投資が増大することによって世界における経済的な結び付きが深まること。

*9 「北海道におけるグローバル人材の育成に向けて」（平成28年９月、北海道）においては、

北海道に求められるグローバル人材像として、「北海道への誇りと異なる文化への寛容を身

に付け、国際社会に貢献する高い志と広い視野を持って、地域や世界の課題解決に向けて主

体的に取り組もうとする意志を持つ人材」と位置付けられている。
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第２章 グローバル社会に対応できる資質・能力等について

１ 英語力、ICT活用能力、高度なコミュニケーション能力
*7
等、全ての学科で共

通して育成すべき資質・能力等について

(1) 現状と課題

情報化やグローバル化
*8
といった社会的な変化の中、高校を卒業して

就職する生徒の割合が高い本道の職業学科の生徒には、これら社会の

変化にいかに対処していくかという受け身の観点からの指導にとどま

るのではなく、変化を前向きに受け止め、本道の社会をより豊かなも

のとするため、現在では思いもつかない新しい発想の基に、未来の姿

を構想し実現していくことができる資質・能力等を身に付けさせるこ

とが必要です。

このため、今後の本道の職業学科においては、学んだ専門的な知識・

技術等を地域にも国際社会にも生かしていこうとする高い志を持ち、

関係する地域の産業について世界との関わりから理解を深めることや、

課題を整理し主体的に解決に取り組もうとする力を育成するなど、「北

海道に求められるグローバル人材」
*9
の育成に向けて取り組むことが求

められています。

これまでも本審議会では、グローバル人材の育成を意識した産業教育

の充実の観点から答申等を行ってきましたが、今期の審議会で調査し

た結果からは、これらを受けて道内の専門高校がグローバル人材の育

成を意識した資質・能力等の育成に十分取り組んできたとは言えない

ことが分かりました。

幼いときからパソコンやインターネットに触れる機会があった現代の



*10 人と人との社会的なつながりを維持・促進する機能を提供する会員制のオンラインサー

ビスをいう。友人や知人間とのコミュニケーションを円滑にする場や、新たな人間関係を構

築する場を提供するなどのサービスがある。

*11 (社)人工知能学会では、「知的な機械、特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学

と技術のこと」と説明しており、一般的には、「コンピュータが人間のように見たり、聞い

たり、話したりする技術」「人間の脳の認知・判断などの機能、人間の脳の仕組みとは異な

る仕組みで実現する技術」と認識されている。

*12 Internet of Thingsの略称。あらゆる物がインターネットを通じて繋がることによって

実現する新たなサービス、ビジネスモデル、またはそれを可能とする要素技術の総称。
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生徒の状況としては、スマートフォンを用いてSNS
*10
を使いこなすなど、

ICT機器を活用したコミュニケーションには長けているものの、対面時

に自分の意見を持ち論理的に話すなどのコミュニケーションを円滑に

行うことができないという面も有しています。

また、道内の産業界等からは、「専門高校を卒業する生徒の求人にお

いて、特に英語力は求めていない。」との意見もありますが、本道の産

業においては、例えば、海外向け道産食材の販売や外国人観光客への

対応、AI
*11
やIoT

*12
などの先端技術の導入などが現実的に必要となって

きていることから、本道の専門高校においても、こうしたグローバル

社会に対応した資質・能力等の育成を喫緊の課題として受け止め、企

業・産業界、地域等と目標を共有して人材育成に取り組むことが必要

です。

このように、これまでの専門高校では、各専門教科に関する知識・技

術等の習得に重点を置くあまり、社会や産業界の変化を俯瞰した技術

等の進展への対応や、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、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ります。

(2) 今後取り組むべき方策等

今後においては、身に付けた専門的な知識・技術等をどう活用するか

について、教育課程に位置付けて取り組んでいくことが必要であり、

特に、職業学科における学習は、社会と直接接続しているところに大

きな魅力があることから、企業・産業界、地域、保護者など多様な人

々と連携し、産業教育の充実が地域産業の発展につながるよう、必要

な資質・能力等を協働して育成していく、「社会に開かれた教育課程」

を実現していくことが大切です。

さらに、高校生として地域に誇りを持ち、地域と積極的に関わろうと



*13 例えば、農業高校では、酪農科学科の生徒が生産した豚肉や牛乳などの原料を用いて、食

品科学科の生徒が商品を開発したり、商業高校では、流通経済科の生徒が地元の菓子店と連

携し企画した商品のパッケージを、情報処理科の生徒がデザインしたり、水産高校では、漁

業系学科の生徒が漁獲したマグロを、食品系学科の生徒が缶詰に加工・販売したりするなど

の事例がある。

- 8 -

する姿勢を身に付けるため、地域の教育資源等を生かして行う体験的

活動では、各職業学科の専門的な資質・能力等を高めることだけを目

的とせず、生徒の自己肯定感を高めるプログラムを取り入れることを

通して、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

です。

例えば、道内で起こった自然災害による甚大な被害の状況を報告し合

い、考えた対策について意見交換することや、人だけではなく家畜を

含めた感染症対策について専門家から助言をもらうことなど、地域社

会等の課題解決に向けて主体的、積極的に取り組もうとする意識を醸

成することなどが考えられます。

なお、専門高校が地域社会等の課題解決に取り組む場合には、同じ学

校内に設置されている学科間で連携してチームを編成
*13
するなど、学校

の持つ強みを生かしながら、ものづくりや商品開発を通して課題解決

に当たることが大切です。同様に、課題の内容に応じて、地域にある

農業科と商業科等の専門高校間で連携した取組を行うことも有効です。

ア 英語力に関わる方策等

グローバル人材の育成については、特に、諸外国との交流に関する

学習活動をイメージしがちであるが、異文化コミュニケーションとい

う観点からは、外国人観光客や国内で生活する外国人への対応などに

関する学習活動もグローバル人材の育成につながるものです。自分と

は違った価値観や考えを持った人の話を聞き、理解し、自分の考えを

持ち、伝えるなどの学習活動を、専門教科の学習に取り入れることが

大切です。

また、職業学科においては、専門性の向上に加え、多様な他者との

コミュニケーションを図ることができるよう、英語力の向上に取り

組むことが大切です。例えば、農業科では、道の農畜産物等の輸出

促進施策を踏まえ、商品の特徴や生産工程を英語で説明できること

や、工業科では、製品の英語マニュアルを理解し諸外国の技術者と

意見交換ができること、商業科では、諸外国の人に商品を紹介しな

がら販売できることなど、生徒に具体的な職業をイメージさせ、仕



*14 Assistant Language Teacherの略称。外国語指導助手は、日本の学校で外国語授業を補助

する助手のこと。

*15 札幌東商業高校の国際経済科では、韓国語、中国語を学ぶ学校設定科目を設置し、ビジネ

スで生きる語学力の育成をねらいとして、両言語を活用したインターンシップや、外国人観

光客を対象とした観光案内によるコミュニケーション能力の向上のほか、観光関連産業・大

学等との多彩な交流活動に取り組んでいる。
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事の現場で活用できる英語力を身に付けさせることなどが考えられ

ます。

本道の産業界の中には、専門高校の生徒に対する英語力へのニーズ

は高くないとの意見がある一方、道内の一部の企業では、様々な機会

を通じて自社開発製品を海外に紹介することが増加傾向にあります。

このような対応については、現在、多くの場合、通訳を介しています

が、挨拶はもとより、定型的で平易な表現であっても製品や商品の説

明を自ら英語でできるよう、専門教科の中でも取り組むことが大切と

の指摘があります。

このようなことも踏まえると、専門高校生の資質・能力等は多様化

しているものの、自校の生徒の状況や教育課程を踏まえ、相手と日常

会話が交わせる程度の英語から、専門的な知識・技術等を説明できる

程度の英語まで段階的に指導していくことが大切です。

このような学習活動を行うに当たっては、ALT
*14
を活用した専門科

目の授業、校内掲示物における日本語・英語・韓国語の併用表記、

JICA等の研修生の受入れ、留学生とのものづくり体験交流、海外の高

校とインターネットを活用した交流、各専門教科クラブ大会やインタ

ーンシップ報告会等における外国語による発表など、外国語科教員の

協力を得て、あらゆる機会を捉えて外国語に慣れ親しませ、外国語に

対する苦手意識を取り除く指導の工夫・改善が大切です。

また、北海道を訪問する外国人観光客が多い状況も地域の教育資源

の一つとして捉え、観光地での販売実習や観光産業と連携したインタ

ーンシップの実施などに取り組むことも大切です。地域によっては、

国際共通語としての英語だけではなく、中国語や韓国語などの外国語の

指導
*15
についても検討することが大切です。

このように、専門高校で学ぶ生徒には、それぞれの専門性を高める

とともに、生活の中で英会話を身に付けることができるようにするほ

か、より実践的な会話力を身に付けるため、長期休業などを利用した

短期留学の機会の拡大についても、学校と行政が連携して取り組むこ



*16 Bring Your Own Deviceの略称。個人が所有しているスマートフォンやタブレット、ノー

トPCなどの端末を会社や学校に持ち込み、業務や授業等に積極的に活用していくこと。
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とが大切です。

イ ICT活用能力に関わる方策等

職業学科におけるICT活用能力を育成する指導においては、ソフト

ウェアの利用方法に留まっている事例が多いことが、課題の一つと

してあげられます。また、企業の現場では、報告書として作成した

情報を読み解くことができない、目の前にあるデータをそのまま伝

えるだけで相手を納得させるプレゼンテーションができないなどの

課題も指摘されています。

このことから、専門教科の指導においては、情報の信頼性を判断し、

データとしてどう活用するかなどの論理的な思考力や表現力を育成

するよう指導内容を工夫・改善することが大切です。

また、ICT機器なども効果的に活用することで、教室に居ながらに

して国内はもとより、世界中の企業や大学等と意見を交換すること

も可能となります。

このような学習活動を通して、最先端の理論や技術に触れる機会を

充実することも大切です。

今後の産業技術の高度化等を踏まえると、専門高校で実践的なICT

活用能力を育成するための実習環境として、通信回線とICT機器の両

面からの整備や、BYOD
*16
環境の構築などについて、道教委が積極的に

検討していくことが非常に重要です。

ウ 高度なコミュニケーション能力に関わる方策等

専門高校においては、英語力やICT活用能力を生かした高度なコミ

ュニケーション能力を将来にわたって身に付けさせるため、その土

台となる、相手の話を傾聴する力や情報を正しく相手に伝える力の

ほか、挨拶や話し方などのビジネスマナーを体得させておくことが

大切です。

職業学科では、実習などの各場面において複数の教職員から指示を

受けることや、生徒間で課題解決に向けたテーマを設定し、話し合

うなどの授業を通して、コミュニケーションの重要性を理解させる

とともに、企業等における体験的な学習活動を通して、例えば、上

司の指示への対応やお客様への応対などを、ジョブシャドーイング

の手法も用いながら習得できる機会を設けることが大切です。



*17 インターネットを介して、音声や文字、動画等による通話のほか、ファイル共有なども行

うことができるアプリケーションソフトなどがある。

*18 農業生産工程管理（Good Agricultural Practice）は、農業生産活動を行う上で必要な関

連法令等に則した点検項目に沿って、各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行う改善

活動をいう。
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高度なコミュニケーション能力は、実際に社会に出てから発揮され

るものであることから、専門高校は、企業や関係団体と一体となっ

て、そのような能力を身に付けた人材をどのように育成するかにつ

いて協議しながら、指導の工夫・改善を図ることが大切です。

また、各職業学科の専門性を高める教育の中で、国際共通語とし

ての英語を中心とした語学力や、スマートフォンを含め、ICTを活

用したコミュニケーション能力を高めるとともに、インターネット

によるコミュニケーションシステム
*17
を活用するなどして、諸外国や

他地域の高校生と相互の課題について意見交換を行うことにより、

高度なコミュニケーション能力の育成に取り組むことも大切です。

２ 各学科で育成すべき専門的な知識・技術等について

(1) 現状と課題

北海道の基幹産業である農業や水産業では、地域の自然環境や技術力

を生かして、野菜の栽培が難しい地域へのレタスの出荷や、ホタテの養

殖や加工などを行っている例があります。このような北海道ならではの

魅力ある付加価値の高い商品や製品などを生み出す技術力を、職業学科

で学ぶ生徒が受け継ぎ、発展させることが必要です。

職業学科においては、将来の北海道の産業を支えていくため、関連す

る職業に従事する上で必要な資質・能力等の育成に関わる目標を、学校

が地域や企業等と共有し、相互に協力しながら取り組むことが必要です。

例えば、生徒自らが地域の課題を発見し、職業学科で学んだ専門的な知

識・技術等を生かして解決の方向性を検討・立案し、実行に移すなどの

学習活動を行うなどして、課題解決能力を身に付けることができるよう、

教育内容の工夫・改善を図ることが重要です。

(2) 農業に関する学科

世界的にも食品の衛生管理や安全確保への意識が高まる中、例えば、

GAP
*18
に関する学習に見られるような国際的に通用する認証を取得でき

る資質・能力等を育成するなど、農産物の輸出拡大などに対応した農業を

担う、国際感覚と経営感覚を兼ね備えた人材を育成することが大切です。



*19 危害分析重要管理点（Hazard Analysis and Critical Control Points）は、食品の安全

性と品質を管理し、対象食品の危害因子を確認して制御するための管理方法のこと。

*20 国際標準化機構(International Organization for Standardization)が制定するISO22000

は、食品安全マネジメントシステムに関する国際規格のこと。

*21 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約（The International

Convention on Standards of Training,Certification and Watchkeeping for Seafarers,

1978）のこと。
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(3) 工業に関する学科

日本の製造業が国際的な展開を図り、高い評価を受けてきたことを踏

まえ、専門科目の学習において、輸入製品の取扱説明書などを読み解く

ことや、世界の製品を比較し、特徴や使われている技術を英語で説明す

ることなど、専門的な知識・技術等に関するコミュニケーション能力を

向上させることが大切です。

また、身に付けた技術は海外でも通用することから、「技術は世界の

共通語」であるとの視点に立ち、工業技術に関する新しい知識・技術等

を生涯にわたって獲得していく態度を育成することが大切です。

(4) 商業に関する学科

経済のグローバル化の進展に対応するため、例えば、わが国における

食糧・環境問題、技術革新、経営、物流などをテーマにした課題を具体

的に設定し、ビジネスを取り巻く状況を踏まえ、新たなビジネスモデル

を創造する学習に取り組むことが大切です。

また、商業に関する学科では、履修させる専門科目の中に、外国語に

属する科目の単位を５単位まで含めることができると学習指導要領で定

められていることから、ビジネスの諸活動における外国人との対応や商

談などで用いられる英会話について実習するなど、具体的なビジネスの

場面を想定した学習内容となるよう工夫・改善することが大切です。

(5) 水産に関する学科

日本は主要な遠洋漁業国の一つであると同時に、世界的な水産物の消

費国であることから、適切な水産資源の管理や持続的な利用に関する学

習に取り組むことが大切です。

特に、食の安全や資源管理に対応させる観点から、国際的な衛生管理

（HACCP
*19
、ISO22000

*20
など）に関する学習や、船員養成の国際基準（ST

CW条約
*21
等）に対応した資格取得などを通して、水産業及び海洋関連産

業のグローバル化に対応した人材を育成することが大切です。
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(6) 家庭に関する学科

日本の食文化やファッションについての情報発信を通して、世界の文

化や仕事へとつながっているとの意識を醸成し、世界の舞台で活躍でき

る能力や異世代・異文化の人々とコミュニケーションを図ることができ

る能力を、専門的な知識・技術等と併せて育成することが大切です。

(7) 看護に関する学科

看護師として、臨床の最前線に立つ人材を育成することが必要なこと

から、実際の看護の場で外国人労働者とともに働くことや、多様な患者

への対応などの実践力を養う学習を充実させることが大切です。

(8) 福祉に関する学科

職場における外国人労働者との業務がますます多くなっていくことが

予測されることから、介護場面の実践力として、必要な意思疎通を図る

英会話力を育成することが大切です。

また、福祉用具や介護ロボットなどの新しい福祉機器を活用した学習

を充実させることが大切です。



*22 第24期答申「今後の本道の産業教育の在り方について」において提唱。

*23 グローバル（Global：地球規模の、世界規模の）とローカル（Local：地方の、地域的

な）を掛け合わせた語で、「地球規模の視野で考え、地域視点で行動する（Think globally,

act locally）」という考え方による。
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第３章 学校と社会とを円滑に接続させる人材育成システムの構築について

１ グローバル社会に対応できる資質・能力等を育成するための地域や企業

及び大学等と連携した教育課程の編成・実施について

(1) 現状と課題

グローバル社会に対応できる資質・能力等の育成については、学校の

中だけで完結するものではなく、これまで本審議会でも提唱してきた

「地域の人材は地域で育てる」
*22
との理念を、改めて学校や行政機関、

企業、関係団体、大学、地域等で共有し、連携して取り組むことが必

要です。

これまでも多くの専門高校が、企業等と連携し、インターンシップや

課題研究などに取り組んでいるものの、部分的な協力関係に留まって

おり、学校と企業等の双方が目指す人材の育成について、どのような

役割分担が考えられるかなど、具体的な情報共有や実効性ある取組等

には至っていないなどの課題があります。

特に、インターンシップの実施については、前例踏襲が前提となって

いる傾向にあり、個々の生徒の資質・能力等の伸長にどの程度の効果

があったかなどについて、検証が十分行われていないなどの課題もあ

ります。

(2) 今後取り組むべき方策等

専門高校では、地域の関係機関や企業・産業界等と連携して、例えば、

「地域人材育成会議」を設置し、校内で行う実習等の内容や指導方法

が産業現場に直結したものとなっているかなど、実態に即した教育課

程の編成・実施について定期的に意見交換の機会を持つことが大切で

す。

学校において、教育課程を編成・実施する際には、今日、企業活動が

既にグローバル社会の中で行われていることを踏まえ、地球規模で考え

地域視点で行動するグローカル
*23
の視点を持つことが大切です。

例えば、地域産業や地域経済について調査を通して理解を深めること

や、地域が抱える課題の解決方策について考える学習に取り組むことな

ど、地域をフィールドとした教育課程の編成・実施となるよう、不断に



*24 キャリアプランニングスーパーバイザーは、

① 地元産業に関する理解を深めるキャリア教育の推進及び、地元への就職など地元に根付

く人材育成の促進（職場体験やインターンシップの受入先の開拓を含む）

② 教職員への支援・相談・情報提供

③ 地元の産業界や労働部局・福祉部局等の関係機関との連携・調整などを行うこととされ

ており、道教委では各教育局に配置した進路相談員がこの役割を担う。
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点検しながら工夫・改善に取り組むことが大切です。

また、生徒の指導に当たっては、学校で学んでいることが、実社会に

出たとき、どのような場面で、どのように必要になるのかを知ること

が、学ぶ意欲を高める上で大切であることから、１年生の早い段階か

ら、これから学ぼうとしている学習について理解するガイダンスなど

に計画的・系統的に取り組むことが大切です。

さらに、インターンシップを含む体験的な学習活動については、今、

学んでいることが、この先どのような仕事に生かされ、今後どのよう

な知識・技術等を身に付けることが必要になるのかについて、生徒が

実感できるよう、学校と企業が意見を出し合いながら実施することが

大切です。

インターンシップの実施においては、学校側と企業側のマッチングや

連絡調整に、キャリアプランニングスーパーバイザー
*24
を積極的に活用

するなどして、双方で成果の得られる体験的活動を実現することも大

切です。

これまで実施されているインターンシップでは、体験が可能な企業の

中から選択するメニュー型が中心でしたが、今後は、生徒の主体性な

どを育成する上でも、生徒自らが体験したい企業を探し、連絡し、依

頼する自己開拓型のインターンシップにも取り組むことが大切です。

このため、学校においては、日頃から校内の掲示板等に受入先企業の

情報を掲載するなど、生徒が企業情報に日常的に触れる機会を設ける

などの工夫を行うことが大切です。

また、「地域の人材は地域で育てる」ことのファーストステップとし

て、地域ぐるみによる人材育成の視点から、専門高校と企業・大学・関

係機関等が連携して、インターンシップの検証・評価を行うことが大切

となりますが、地域によっては、必ずしも学科と直接関連する企業や大

学等が近くにないなど、実践的・体験的な学習を行う上での課題も想定

されることから、長期休業等を利用して、生徒が積極的に活動の場を広

げるよう働きかけることも大切です。



*25 「新規学校卒業者の過去３か年度の在職期間別離職状況」（北海道労働局）参照。
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２ 早期離職を減少させる方策について

(1) 現状と課題

本道においては、高校を卒業して就職後３年以内に離職（以下「早期

離職」という。）する生徒の割合は、ここ10年の間、50％前後の数値で

推移しており、全国平均を上回る状況
*25
にあります。

早期離職の理由としては、業務上のミスに対する叱責を厳しさとして

受け止めてしまい、「会社での厳しさについて行けない」と考えてしま

う例や、仕事に対する充実感よりも、人間関係や仕事内容のストレス

が上回ってしまい離職する例が多いことが指摘されています。

このほか、「仕事がイメージと違った」「仕事が大変である」などの

漠然とした理由も多くあり、自分は企業で何ができるかではなく、企

業が自分に何をしてくれるかといった感覚を持つ者が離職する傾向に

あることが伺えます。

このような理由のほかに、高校において専門性を身に付けたと感じて

いる生徒が就職したときに、希望と異なる部署に就くこともあり、必

ずしも学んだ知識・技術等を生かせないと思い、そこで夢と現実の違

いから就業意欲が低下し、早期離職につながる例もあるなど、多様な

生徒への対応が課題となっています。

(2) 主として企業が取り組む方策等

生徒が入社する前の取組としては、インターンシップを通して職種へ

の理解を深め、適性を判断できるよう、例えば、遠方の地域に住む生

徒に対して、学校の休業中の受入れや、インターンシップの複数化・

長期化を検討するなど、入社の有無に関わらず、専門高校の教育活動

へ積極的に参画していくことが大切です。

生徒が入社前に受けた説明と、企業が実際に求める知識・技術等が異

なることや、業務内容等に関する知識が十分でないまま就職すること

で、仕事に対する意欲が低下し、早期離職に至るケースもあることか

ら、生徒や教員だけではなく、保護者も含めた応募前面談や企業説明

会の開催など、企業側が責任を持って丁寧な説明をすることが大切で

す。

近年は求人倍率が高く、企業側の「人を確保すること」が優先され、

実際に働く上での厳しさを伝えない傾向があることも早期離職の一因

となっています。また、企業によっては人を育てる余裕がなくなって
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いるとの声もあります。企業では、職場見学やインターンシップの際

に、従業員の職場での経験やライフスタイルなどについて説明する場

を設定するほか、会社の業務内容に関する説明を、５分くらいの動画

にまとめインターネットで配信するなど、スマートフォン世代の生徒

に分かりやすく伝えるなどして、生徒が自社で働くイメージを持った

上で応募できる取組が大切です。

中小企業では、仕事が多岐にわたることがあり、業務全般についてイ

メージできないことが早期離職につながることもあるため、会社説明

会などの機会を通して、具体的な仕事の内容を伝えることが大切です。

また、入社後の取組としては、新入社員教育係だけに任せるのではな

く、社内のあらゆる立場の社員と関わりを持つ機会を設定することに

より、新入社員が困ったり悩みを抱えた際に、自分の経験に基づいて

相談に乗る体制をつくることのほか、経営者の経営理念をどう自分の

業務に反映させていくかについて、新入社員を含めた数人単位で定期

的にディスカッションを行うなどして、モチベーションの保持や自己

効用感を高める取組が大切です。

さらに、企業側では、経営者層と今の生徒や保護者とで職業観や勤労

観に対する考えの違いが年々大きくなっていると受け止めていること

から、企業が学校や保護者と一体となって「仕事がきつい」「休日が友

人と合わない」などの理由による、安易な早期離職を防ぐ方策につい

ても検討していくことが大切です。

(3) 主として学校が取り組む方策等

職業学科では、基礎・基本を重視した学習内容を精選して指導するこ

とや、挨拶や話し方などの基礎的なビジネスマナーに関する学習を充

実させるほか、関係団体等が開催する労働関係法規の出前講座を活用

し、働くに当たってのルールや制度を指導することも大切です。その

際に、知識だけではなく、卒業生からの体験談なども取り入れ、実社

会を知る機会とすることが大切です。

求職と求人のミスマッチを防ぐためには、生徒が求人票を通して企業

に持つイメージと実際の業務に隔たりが生じないよう、求人企業に対

し、積極的に応募前職場見学を実施していただくよう依頼することや、

卒業生が勤めている企業を訪問し、直接体験談を聞く機会を設けるな

どの取組を行うことが大切です。

また、インターンシップを実施しても、実際にその場ではミスマッチ

に気付くことができないまま就職してしまい、早期離職につながるこ

ともあります。インターンシップ後の振り返りを十分行うことにより、
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生徒がどのような意識を持つことができたかなど、受入企業側にも報

告し、仕事に向かう態度や適性について、企業側の評価を指導に生か

すことが大切です。

就職した後の生徒についても、状況を定期的に企業等と情報交換する

ほか、キャリアプランニングスーパーバイザーを積極的に活用するな

どして、把握に努めることが大切です。

就職した生徒が離職等に悩んだ場合、卒業後も学校が相談に乗ること

などについて、保護者や企業等には知られていないことから、事前に

十分周知することが大切です。

キャリア教育を推進する教員の意識啓発を図るため、教員が自校のケ

ーススタディーを持ち寄った研修会を開催し、指導力の向上に努める

ことが大切です。

(4) 主として道教委が取り組む方策等

道教委は、学校と企業の連携・協働した取組を推進していくことがで

きるよう、北海道産業教育振興会や道内経済団体のほか関係機関等と連

携し、本建議に示した方策等の円滑な実施について協力を求めていくこ

とが大切です。

早期離職については、企業側でもその本当の離職理由を掌握できてい

ない状況にもあることから、離職者を対象とした調査を行うことのほか、

企業等と連携して、入社後３年目までの社員に対して、就業を続けるに

当たりこれまで力になったこと、離職を思い留まった理由などについて

調査を行い、早期離職の減少に向けた検討を行うことも大切です。

また、高卒者の職場定着に向け、職業選択の幅を広げる「高等学校就

職促進マッチング事業」を活用し、経営者の講話や企業内で自己実現を

図る方法等について従業者との意見交換を実施するなど、内容の充実を

図るとともに、その成果を広く学校や企業に還元することが大切です。

さらに、学校に対しては、キャリアプランニングスーパーバイザーの

活用やインターンシップの評価などについて提言を行ったことから、改

めて、キャリア教育の一層の推進に向け、職業を通じて未来の社会を創

り上げていく視点を踏まえ、専門高校においても基礎的・汎用的能力の

育成に向けた取組の充実を図るよう、指導助言していくことが大切です。
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おわりに

日本経済の景気の変動等により、新規高卒者の就職は非常に厳しい時代も

ありましたが、平成21年を境に雇用情勢が着実に改善の方向に転換し始め、

平成28年度においては、新規高卒者求人倍率が２倍を上回る状況になりまし

た。

しかし、グローバル化の進展は、都市部だけに止まらず地域の産業界にも

影響を及ぼしており、今後においては、社会の変化に柔軟に対応できる人材

育成や、少子化の影響から深刻な人手不足への対応等が、社会全体に求めら

れています。

このような中、第26期北海道産業教育審議会では、この度、審議結果を建

議いたしましたが、北海道教育委員会におかれましては、将来、世界との関

わりを意識しながら地域で活躍できる人材育成に向け、本建議の内容や審議

会の思いを十分にお汲み取りいただき、本建議を「絵にかいた餅」とするこ

となく、学校を含めた行政機関、企業を含めた関係団体、大学、地域等の連

携の下、今後の産業教育の充実施策に反映していただくよう希望いたします。

本審議会でまとめました「建議」が、次代の地域産業を担う職業人を育成

する本道の産業教育の一助になれば幸いです。
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参考資料

１ グローバル人材の育成を意識したこれまでの北海道産業教育審議会の答申

や建議等

第16期答申(平成１年２月)

経済社会の進展に対応した本道高等学校における職業学科のあり方に

ついて

○ 外国語によるコミュニケーション能力の育成や国際理解に関する教育を

推進するため、語学演習装置や外国事情に関する学習に利用する視聴覚機

器等の整備が必要。

○ 実用的な語学力の向上及び外国の生活、文化、習慣等に関する学習の充

実などを通して、国際的な感覚を育てる教育の推進することが求められて

いることから、教員自らが国際理解教育についての研修を深めることが大

切。

第17期答申(平成３年３月)

本道高等学校の職業教育における地域社会との連携の在り方について

○ 地域産業の国際化に対応し、豊かな国際感覚や広い視野を備え、実践的

な語学力や専門性を身に付けた人材の育成を図っていくことが大切。この

ため、学科や地域産業の実態に即して、生徒や教員の国際的な交流の機会

を一層拡充し、産業界や実務経験者、在道外国人の協力を求めるなどして

体験的に学習ができるような方策について検討していくことが必要。

第19期答申(平成８年10月)

21世紀を展望した本道高等学校における職業教育の在り方について

○ 体験実習、産業施設等の見学、専門高校訪問等を主な内容とした生徒や

教員間の諸外国への派遣、交換留学、海外研修旅行等の実施など、国際理

解を深める教育を積極的に推進し充実することが必要。

第21期答申(平成13年８月)

新しい時代に対応する魅力ある職業教育の充実方策について

○ 企業の経営や経済活動を、国際的なビジネスの諸活動として捉える広い

視野と、それらに適切に対応する英会話などのコミュニケーション能力が

求められていることから、ＡＬＴの活用、英会話トレーニングシステムの

充実や専門高校生の国際交流についても配慮することが大切。

○ 海外との取引、技術交流など国際化に対応できることも基礎・基本に位

置付けられるものと考えられることから、それぞれの職業分野で取り扱う

商品やサービスについて適切な説明ができる英会話力などのコミュニケー

ション能力やコンピュータを使って電子商取引ができる能力などを身に付

けさせることが必要。
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第22期建議(平成21年２月)

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

○ 経済や社会のグローバル化、国際競争の激化が進む中、生徒には、広い

視野と豊かな国際感覚を身に付けさせるとともに、各産業の国際的な動向

を理解し、コミュニケーション能力等を育成することが重要。

○ そのため、国際理解教育の視点に立ち、ＡＬＴの積極的な活用等により、

コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力等の育成を図るととも

に、自国や本道の文化・伝統、産業等に関する学習を深め、ロシア、中国、

韓国等、北海道とかかわりの深い近隣諸国に関する学習を積極的に取り入

れるほか、姉妹校交流等を推進し、技術交流なども視野に入れ、生徒間交

流の充実を図ることが必要。

第23期報告(平成23年12月)

高等学校の産業教育の充実に関する調査

○ 高校においては、外国語の能力の向上を含めて、十分な指導がなされて

いない現状。こうしたことから、専門的な知識や技術を持った外部人材を

活用するなどして、外国語の能力向上と合わせて、コミュニケーション能

力の向上を図るとともに、日本や北海道の文化や伝統に関する理解はもと

より、産業や経済などの国際的な動向や近隣諸国に関する学習にも取り組

んでいくことが必要。

第24期答申(平成26年５月)

今後の本道の産業教育の在り方について

○ 地域の産業や社会の動向を踏まえ、新しい分野で活躍できる人材、国際

化に対応できる人材、環境保全の技術を担うことのできる人材、少子高齢

社会において実践力を身に付けた人材などの育成を目指し、教育課程の不

断の見直しはもとより、教育内容・方法の改善・充実を図ることが重要。

第25期建議(平成28年２月)

社会の変化に対応した産業教育を推進する学科の構成等について

○ グローバルに活躍できる人材を育成するため、英語教育の充実に加え、

中国語や韓国語等の外国語を学ぶことができる新たな学科を設置すること

は一つの方策として有効。
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２ 第26期北海道産業教育審議会委員名簿（50音順）

委 員 岡 出 直 人 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

（～H29.3.31）

副会長 岡 部 善 平 小樽商科大学商学部教授

委 員 小 貫 秀 治 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

（H29.4.28～）

委 員 川眞田 政 夫 北海道札幌東商業高等学校長

（～H29.3.31）

委 員 官 尾 昌 子 北海道武蔵女子短期大学教養学科教授

委 員 木 村 司 北海道小樽水産高等学校長

（H29.4.28～）

委 員 木 村 佳 子 札幌市立常盤中学校長

委 員 七 戸 キヨ子 北海道ホームヘルプサービス協議会会長

委 員 芹 澤 良 通 北海道小樽水産高等学校長

（～H29.3.31）

委 員 髙 倉 和 也 サンダイヤ株式会社取締役営業統括

委 員 武 田 亜 也 株式会社アンビックス小樽朝里クラッセホテル支配人

委 員 千 葉 武 雄 株式会社白石ゴム製作所代表取締役会長

委 員 中 村 早千子 北海道札幌工業高等学校父母と先生の会副会長

委 員 羽 山 ひの木 株式会社札幌丸井三越執行役員札幌三越店長

委 員 藤 田 和 久 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

委 員 別 所 正 一 北海道札幌東商業高等学校長

（H29.4.28～）

委 員 森 川 和 德 峰延農業協同組合代表理事組合長

会 長 田 勝 彦 日糧製パン株式会社代表取締役社長

（任期：平成28年８月24日～平成30年８月23日）
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