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資料－１

地域を支える人材育成戦略 骨子案（素案）

１ 現状と課題

◆地域等と連携したキャリア教育の充実

地域の産業等に直接関わる体験活動が増加するなど、地域の活性化に貢献するキャリア教

育の充実が図られている。今後も「地域に根ざしたキャリア教育」の必要性やねらいを家庭

や地域、企業等に発信し啓発を図る必要がある。

また、高等学校に配置されたキャリアアドバイザーについては、配置校及び地域各校の教

職員との連携に加え、キャリアアドバイザー間の一層の連携強化を図るとともに、ふるさと

秋田でのキャリア形成への展望を開くための「ふるさと企業紹介事業」において、各校の実

情に応じたプレゼンテーション等を継続的に行う必要がある。

◆社会的・職業的自立に向けた取組の推進

近年、学校での生活や学びに対する目的意識の希薄さや、早期離職者の問題等が指摘され

ており、特に普通高校卒業者の離職率がやや高めに推移していることなどから、普通高校の

キャリア教育を一層充実する必要がある。

さらに産業構造の変化や社会のニーズに対応できるよう、専門高校の教育内容や施設・設

備を充実させるとともに、長期インターンシップを推進する等、産業界との連携を進めてい

く必要がある。

○県内就職者の１年後の離職者の割合 （単位：％）

H24.3卒 H25.3卒 H26.3卒 H27.3卒 H28.3卒

11.5 14.1 9.9 9.3 9.2

（出典）高校教育課「県内就職者の離職状況調査」

◆思考力・判断力・表現力等の一層の向上

全国学力・学習状況調査において、知識に関するＡ問題と知識等の活用に関するＢ問題の

いずれも全国平均を上回っており、各校での授業改善が進んでいることがうかがえる。しか

し、Ｂ問題の正答率はＡ問題に比べて低く、知識・技能を活用して課題を解決するために必

要な思考力・判断力・表現力等を一層高めることが課題である。県学習状況調査でも同様の

傾向が見られる。

○平成28年度全国学力・学習状況調査の平均正答率（全国との差）（単位：％）

教科 小学校６年生 中学校３年生

国語Ａ ７７（＋４） ７９（＋３）

国語Ｂ ６４（＋６） ７２（＋５）

算数・数学Ａ ８２（＋４） ６７（＋５）

算数・数学Ｂ ５２（＋５） ４８（＋４）

（出典）文部科学省「平成２８年度全国学力・学習状況調査」
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◆高校生の確かな学力の向上

平成28年度に実施した県独自の高等学校学力・学習状況調査の結果から、普段の授業で、

生徒同士で意見交換したり、自分の考えを発表する活動をよく行っていると感じている生徒

の平均正答率は、そうでない生徒に対して高い傾向が見られることが分かった。高校におい

ても主体的・対話的で深い学びの充実が求められており、引き続き「秋田の探究型授業」を

推進していく必要がある。

◆就学前教育・保育と小学校教育の円滑な接続の推進

就学前施設と小学校における子ども同士の交流や教職員間の情報交換は、多くで取り組ま

れており、連携が定着化してきたことがうかがえる。一方、接続を意識した指導計画の編成

が少数にとどまるなど、接続に関する取組には課題が見られる。双方の教育における共通点

・相違点の相互理解を深めるとともに、育ちや学びをつなげ、主体的に学びに向かう子ども

の育成を図る指導計画の改善等、円滑な接続を推進する必要がある。

○秋田県における就学前教育・保育と小学校教育の連携・接続に関する取組の状況

連携・接続の実践内容 就学前施設 小学校

子ども同士の交流 81％ 93％

教職員間の情報交換 91％ 100％

接続を意識した指導計画の編成 26％ 31％

（出典）幼保推進課「秋田県における就学前教育・保育に関するアンケート」(平成28年7～8月実施)

◆科学への興味・関心を促す取組の推進

県内の各市町村等で開催される科学技術関連講座の中から、小・中学生を対象としたもの

を「推奨講座」に選定してスタンプラリーを実施したところ、平成28年度は延べ2,699人の参

加があった。また、県内大学と連携して、中高生を対象とした実験中心の科学講座を開催し、

平成28年度には延べ106人の参加があった。

引き続き、ものづくりや実験を行うことができる体験型の講座や、高度な研究機器に触れ

て大学教員から直接指導を受けることができる機会等を提供することで、科学に興味を持つ

子どもの裾野を広げていくことが必要である。

◆英語コミュニケーション能力の強化

日本や秋田、自分の住む地域の歴史や伝統、文化等について理解し、そのよさを英語で発

信するとともに、自分の意見や考えをもち、積極的に英語でコミュニケーションを図ろうと

する態度を育成することが重要な課題である。今後は、小・中・高一貫した英語教育システ

ムを構築し、「聞く」「読む」「話す」「書く」といった英語４技能をバランスよく身に付け、

グローバル社会で活躍できる人材を育成していくことが必要である。

◆共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム(※)の構築

障害者の権利に関する条約の批准に伴う障害者差別解消法等の施行により、社会的障壁を

取り除くための合理的な配慮を行うことが求められており、障害の有無によって分け隔てら

れることなく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を目指す取組を進める必要が
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ある。各園・学校等で行われている交流及び共同学習を積極的に推進し、互いを正しく理解

し共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶ場として効果的に活用する必要

がある。

※インクルーシブ教育システム

障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に

参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。

○小・中学校等と特別支援学校（特別支援学級）との交流及び共同学習実施状況（平成28年度）

交流及び共同学習 居住地校交流

特別支援学校 特別支援学級 特別支援学校

小 学 校 30％ 98％ 42％

中 学 校 32％ 99％ 18％

高等学校 36％ 7％

（出典）特別支援教育課「障害のある児童生徒との交流及び共同学習等実施状況調査」

◆特別な支援を必要とする幼児児童生徒への支援の強化

各学校・園等における特別支援教育に関する支援体制は、「校内委員会の設置」「特別支援

教育コーディネーターの指名」等、全ての学校・園において整備されているが、支援体制の

機能をより一層効果的に発揮させることで、一人一人の教育的ニーズに応じた支援を提供す

ることが求められる。特別支援教育を推進するための個に応じた多様な学びの場の整備とと

もに特別支援教育に携わる全ての教員の資質向上を図る必要がある。

◆不登校・いじめ・暴力行為に係る対策の推進

全国に比べると本県はいずれも件数が少なく良好な状況にあるが、不登校は学年が上がる

につれて増加する傾向がある。いじめの認知件数は、平成24年度の文部科学省の緊急調査で

大幅に増加した。暴力行為の発生件数については全国を大きく下回っている。今後とも規範

意識の向上と好ましい人間関係構築のための取組を一層進めていく必要がある。

○千人あたりの不登校・いじめ・暴力行為の件数
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

不登校
全 国 １１.２ １０.９ １１.７ １２.１ １２.６

秋田県 ８.５ ７.７ ８.８ ８.９ ８.９

いじめ
全 国 ５.０ １４.３ １３.４ １３.７ １６.５

秋田県 ３.６ １２.２ １０.６ １１.０ １７.８

暴 力 全 国 ４.０ ４.１ ４.３ ４.０ ４.２

行 為 秋田県 １.１ １.０ １.２ ０.６ ０.６

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

調査対象：不登校(小・中)、いじめ（小・中・高・特別支援)、暴力行為(小・中・高)

◆地域で学校教育や家庭教育を支える取組を推進する体制の構築

未来を担う子どもたちの豊かな学びを支えていくためには、学校・家庭・地域がそれぞれ

の役割を自覚し、連携・協力し、放課後や週末等の子どもたちの学習や様々な体験・交流活

動の機会を提供するとともに、地域の実情に応じた学校運営に地域が参画するなど、地域社

会全体で子どもたちの教育を支援していく体制の構築が必要である。
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◆多様な学びの環境づくりと活力ある地域づくりに活かす行動

県民一人一人が、学ぶことへの意欲を高め、充実した生活を送ることができるよう、地域

における学習環境の充実を図り、学びを活かした社会参加や地域活動により、人と人との交

流や出会いを生み出し、活力ある地域づくりを促進する必要がある。

◆芸術や文化に親しみ豊かな心や感性を育む取組の推進

大壁画「秋田の行事」や全国一の指定登録数を誇る数多くの国重要無形民俗文化財など、

本県ゆかりの芸術や文化に親しみ、子どもたちや県民が豊かな心や感性を育み、ふるさと秋

田への愛着を高めていく必要がある。

◆有形文化財や民俗文化財、記念物など文化遺産等の保存・活用

文化財を指定し、保存する取組は着実に進められているが、今後は文化財の総合的な保存

と活用を進める取組を行う必要があるほか、県内の文化遺産を世界文化遺産や無形文化遺産

に登録する取組を継続して推進する必要がある。

◆県内高等教育機関による地域への貢献

少子高齢化の進展や若者の県外流出、経済のグローバル化等に伴う産業構造の再構築など、

本県を取り巻く社会経済情勢の大きな変化の中、県内高等教育機関は、それぞれが有する人

的資源や、これまで培ってきた知的資源を最大限活用しながら、持続的で魅力ある地域を創

出し、これを牽引する多様な人材を育成しつつ、その人材を継続的に輩出していくことが期

待されている。

◆グローバル人材の育成に向けた国際教育・国際交流の拡充

友好協定等に基づくロシア極東地域や中国天津市との青少年交流、中国甘粛省からの研修

員の受入を通じ県民の異文化理解や国際感覚の醸成を図っている。また、国際交流団体等に

よる国際理解活動や国際協力活動を支援するとともに、在住外国人が安心して暮らせる多文

化共生社会づくりに向けて環境整備を図っている。

このため、グローバル社会に対応できる人材の育成に向けて、さらなる国際教育や国際交

流の拡充に取り組む必要がある。
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２ 戦略の目標

１ 全ての教育活動を通じてふるさと教育を基盤としたキャリア教育の一層の充実を図り、ふる

さとを愛する豊かな心を基盤として秋田の将来を支え、自らの未来を力強く切り拓く気概に満

ちた人材を育成する。

２ 教員の優れた実践的指導力等によって、児童生徒の高い志の下、知識・技能の定着はもとよ

り、これらを活用して課題解決を図る思考力・判断力・表現力等や、学びに向かう力、人間性

等を育む。また、生涯学習では、学んだ成果を地域づくりなどの行動に結び付けていく。

３ グローバル化と高度情報化が急速に進展する中にあって、世界の人々と積極的にコミュニケ

ーションを図ろうとする態度や全国トップクラスの英語力、問題解決力等を身に付けた、グロ

ーバル社会で活躍できる人材を育成する。

４ 就学前施設・学校・家庭・地域の連携の下、生涯を生きていく上での基礎となる、規範意識

や自他を尊重する心、望ましい生活習慣、体力を身に付けた、心身共に健やかな人材を育成す

る。

５ 各高等教育機関の特色を生かしつつ、地域ニーズを敏感に捉えながら、県内産業や地域社会

を将来にわたって発展させるための教育・研究・社会貢献活動の充実を図るとともに、優れた

県内出身学生を確保し、県内企業等が求める多様な人材を地域に送り出す取組を進める。

６ 海外との多様な交流等により、県民の国際理解を促進し、国際感覚や世界的視野を身に付け

た人材の育成や多文化共生の社会づくりを行う。
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３ 施策の概要

(1) 施策１ 自らの未来を切り拓き社会に貢献する人材の育成 （戦略目標１関連）

○目的

秋田の将来を支え、自らの未来を力強く切り拓く、気概に満ちた人材を育成するため、ふるさ

とを愛する心を基盤とした高い志と社会的・職業的自立に必要な力を育むとともに、産業構造の

変化や社会のニーズにかなう実践的な知識・技能の習得を図る。

方向性①：ふるさと教育を基盤とし地域等と連携したキャリア教育の充実

［視点］ 義務・高校

高い志を持ち、ふるさとを支えるとともに、グローバル社会で活躍できる人材を育成するため、

家庭・地域・企業等と連携しながら、小・中・高の教育活動全体を通じて郷土愛や進路意識を高

めていく、ふるさと教育の視点を重視したキャリア教育を推進する。

［主な取組］

・職場見学、職場体験、ボランティア活動等の推進 ※１

・キャリア教育推進協議会等の開催、キャリアノート等の効果的な活用の促進※１

・児童生徒と県内企業等を結ぶウェブサイトの開設 ※２

・「ふるさと企業紹介事業」の充実 ※２

・キャリアアドバイザー、就職支援員及び職場定着支援員との協力による職場定着

支援

・就職希望者を対象としたセミナー等の開催による社会人としてのスキルアップの

向上

【その他の取組】

・「地域との連携強化プロジェクト事業」の充実（高）

・児童生徒に地域の担い手としての力を育成する「起業体験推進事業」の実施（義）

※３

・就職情報ネットワーク会議の充実（高） ※２

・「社会人講師活用事業」の充実（高）

・労働局などの関係各機関との連携強化（高） ※２

・卒業後、早期に離職した者の把握・支援（高）

・離職に関する調査の実施・分析（高）

・長期インターンシップの受入先開拓（高）

【関連する部会意見】

※１ 校種を超えて一貫した郷土愛を育む戦略

※２ 学校と企業をマッチングする仕組みの構築

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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方向性②：社会のニーズに応える専門高校等の教育の充実 高校

［視点］

産業教育のフィールドを地域に広げる視点から学校と地域企業とのネットワークを活用し、専

門教育の充実を図る。

［主な取組］

・航空機産業及び情報関連産業人材の育成事業の実施 ※３

・企業の専門人材による教員の技術研修の実施 ※３

・秋田県産業教育フェアの開催 ※２

・高校間連携や学科間連携による商品開発の推進 ※４

【その他の取組】

・地域企業連携協議会等を通じた学校と企業との懇談・提言・研究発表 ※１

・社会人講師活用事業の実施

・実践的なビジネス教育の充実

・ツアープランニングコンテストの実施 ※４

・ビジネスプランニング教育の推進 ※４

【関連する部会意見】

※１ 地域課題の教育への取り込み

※２ 専門高校のスポットを当て保護者や地域から理解される取組

※３ 県の産業振興方針に則した取組

※４ 商売や起業ができる人材の育成、専門高校の連携

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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(2)施策２ 子ども一人一人に応じた教育の充実と確かな学力の定着 （戦略目標２関連）

○目的

秋田の将来を支える児童生徒の確かな学力を育成するため、基礎的・基本的な知識・技能の習

得と思考力・判断力・表現力等の育成を図るほか、科学的に探究する能力と態度の育成を図る。

また、乳幼児期において育みたい資質・能力の実現に向け、小学校の学びを念頭に置きながら、

乳幼児の自発的な遊びを通した総合的な指導により一体的な育成の充実を図る。

方向性①：一人一人の子どもに目が行き届く、きめ細かな教育の推進 義務・高校

［視点］

児童生徒の学力の向上を図るとともに、個性を伸ばし、その多様性に応えるため、児童生徒一

人一人に目が行き届くきめ細かな特色ある教育を推進する。

［主な取組］

・小・中学校における少人数学習の着実な実施による教科指導の充実と安定した学校

生活の確保 ※１

・全ての小・中学校の訪問等を通じた市町村教育委員会との連携強化

・高等学校における少人数学級の推進 ※１

・生徒の興味関心に応じた多様な選択教科及び科目の設定

・全国学力・学習状況調査、県学習状況調査及び高校入試を一体として捉えた検証

改善サイクルの確立

【その他の取組】

・生徒一人一人の習熟度に応じたきめ細かな指導の実現（高） ※１

・複数教員による個別に支援が必要な生徒への対応（高） ※１

・実験実習による探究的な授業の充実（高）

・検証改善委員会による全国学力・学習状況調査結果の分析と成果につながる取組

等の提示（義）

・Ｗｅｂを活用した各学校への教育コンテンツ等の提供（義）

・児童生徒の視点に立った「分かる・できる」授業の構築を目指した学校訪問指導

（義）

【関連する部会意見】

※１ 少人数学習の継続と運用の改善、高校への少人数学級の導入

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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方向性②：自分で考え、表現し伝え合う能力の育成 義務・高校

［視点］

問題を発見し、他者との関わりを通して主体的に問題を解決していく児童生徒を育成するため、

問題解決のプロセスを重視した「秋田の探究型授業」の充実を図る。

［主な取組］

・児童生徒が相互に学び合うことにより「深い学び」となるような活動を意図的・

計画的に取り入れた授業の推進

・「秋田の探究型授業」の充実に関する研修の実施や学校訪問等による趣旨の徹底

・高校における｢探究活動等実践モデル校事業」の推進 ※１

【その他の取組】

・教務主任研究協議会、教育課程研究協議会の充実（高）

【関連する部会意見】

※１ 高校への探究型授業の導入

※点線囲みは骨子案には載らない部分。

方向性③：特別支援教育の充実 （新規追加） 特支

［視点］

特別支援教育において、障害のある児童生徒一人一人のニーズに応じた適切な指導・支援、教

育と医療の連携、相談支援の充実等を図る。

［主な取組］

・関係機関との連携による、担当教員の専門性の向上

・校内委員会や特別支援教育コーディネーターを核とした校内支援体制の強化

・各特別支援学校による地域の特別支援教育に関するセンターとしての機能の充実

・特別支援学校への看護師配置による医療的ケアの実施

方向性④：就学前の教育・保育の充実と小学校教育との円滑な接続 幼保

［視点］

「環境を通して行う教育・保育」の充実、乳幼児期に育みたい資質・能力と幼児期の終わりま

でに育ってほしい姿の明確化及び小学校教員とのそれらの共有化等により、円滑な接続を推進す

る。

［主な取組］

・小学校教育との接続に関する研修機会の提供及び訪問指導を通した理解の促進

・市町村への教育・保育アドバイザーの配置など、接続等を支援する体制の構築

・「秋田県就学前教育・保育振興アクションプログラムⅡ」の作成や各施設におけ

る指導計画改善の促進

【その他の取組】

・就学前・小学校の合同研修会の実施及び市町村主催の研修に対する支援

・「わか杉っ子！育ちと学び支援事業フォーラム」等による支援体制構築の成果発信

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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方向性⑤：科学技術を活用できる人材の育成 義務・高校・未来

［視点］

今日の科学技術の発展はめざましく、その成果が社会に広く活用されていることから、基礎的

な科学的素養を幅広く養い、科学に対する関心をもち続ける態度を育てる。

［主な取組］

・小・中学生を対象に科学的な思考力を育むことを目的とした学習機会の設定（科

学の甲子園ジュニア秋田県大会の開催） ※１

・プログラミング教育の推進のための教員研修の実施と教育環境の整備 ※３

・ＳＳＨ(注１)指定校事業やＳＰＨ(注２)指定校事業の充実 ※１

・専門高校の生徒を対象とした長期インターンシップの拡充 ※２

・若手研究者を対象とした科学技術奨励制度の実施

【その他の取組】

・大学等と連携して行う科学講座の実施（未来） ※１

・各市町村と連携して行う推奨講座の受講促進（未来） ※１

・職場見学、職場体験、「起業体験推進事業」（施策１①「キャリア教育」関連）（義）

・理数科合同研究発表会の充実（高） ※１

・タイ王国バンコククリスチャンカレッジ等との課題研究を通した交流事業の充実（高）※１

・専門高校等の老朽化した施設・設備の更新、新規施設・設備の導入促進（高）※１

・専門性を生かした就職や大学進学等に関するきめ細かな指導（高）

・専攻科における教育活動の充実（高） ※１

・専門的知識や技能を有する社会人を活用した授業等による専門性の深化（高）※２

・航空機産業人材育成事業、情報関連産業人材育成事業の充実（高） ※３,４

【関連する部会意見】

※１ 校種を超えた系統的な理数教育 ※２ 産業技術に係る企業と学校の連携

※３ プログラミング教育に科学・テクノロジーを取り込んだ取組

※４ 県の産業振興方針に則した取組

※点線囲みは骨子案には載らない部分。

注１：ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）

文部科学省が平成14年度から実施している事業で、将来の国際的な科学技術人材を育成す

ることを目指し、理数系教育に重点を置いた研究開発を行うものとして指定を受けた高校。

本県では、平成29年度現在、秋田中央高校、秋田北鷹高校、大館鳳鳴高校の３校が指定を

受けている。

注２：ＳＰＨ（スーパープロフェッショナルハイスクール）

文部科学省が平成26年度から実施している事業で、社会の第一線で活躍できる専門的職業

人を育成するため、先進的な卓越した取組を行う専門高校として指定を受けたもの。

本県では、平成29年度現在、大曲農業高校が指定を受けている。
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(3)施策３ グローバル社会で活躍できる人材の育成 （戦略目標３，６関連）

○目的

グローバル化が加速度的に進展している社会において、ふるさとや異文化を理解し、協働的な

問題解決の力や英語による発信力を育むため、地域の教育資源を最大限に活用するとともに、児

童生徒の実践的な英語コミュニケーション能力を育成する。また、県民の国際理解を促進し、国

際感覚や世界的視野を身に付けた人材を育成するとともに多文化共生の社会づくりを行う。

方向性①：「英語力日本一」に向けた取組の充実 高校

［視点］

世界に通用する英語コミュニケーション能力の育成を図るため、ふるさと秋田を世界に向けて

積極的に発信し、我が国及び国際社会の発展に貢献しうるグローバルな人材の育成を小・中・高

を通じて進める。

［主な取組］

・児童生徒の発達段階に応じたイングリッシュキャンプの実施と参加の促進

・生徒の学習意欲向上及び英語４技能の総合的な育成を図るための外部検定試験の

の活用

・校種間の接続を意識した学習到達目標リストの運用改善

・外国語活動・英語担当教員指導力向上研修の充実

【その他の取組】

・外国語指導助手（ＡＬＴ）との協同授業による効果的な授業の実施

・各研究指定校における成果の共有化

・小学校英語指導集中実践セミナーの開催

・研修実施後のフォローアップ研修の充実

・外国語担当指導主事による小・中・高校への学校訪問指導の充実

・高校生国外派遣交流の充実

・高校生海外研修の開催

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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方向性②：学校における多様な国際教育の推進 高校

［視点］

グローバル化が進む中、世界の人々とコミュニケーションを図る能力がこれまで以上に求めら

れていることから、各学校において実践的な英語力の育成や国際感覚の醸成、異文化理解の促進

に取り組む。

［主な取組］

・留学生や外部講師と小・中・高校生との交流の促進 ※１

・ＡＬＴのコーディネートによるビデオ通話アプリを活用した国際交流の推進※２

・秋田ふるさと紹介ハンドブックを活用した英語による発信力の向上

【その他の取組】

・海外の学校との交流の推進

・あきたっ子グローバルびじょん事業（海外勤務や留学等の経験をもつ県内外の各

分野で活躍する人材との交流等）の充実

・海外姉妹校とのビデオ通話アプリを活用した交流の実施

・高校生の海外留学促進

【関連する部会意見】

※１ 海外体験の共有

※２ ＩＣＴを活用した英語教育

※点線囲みは骨子案には載らない部分。

方向性③：多様な国際交流及び国際理解の推進と多文化共生 国際

［視点］

海外との多様な交流等により県民の国際理解を促進するとともに多文化共生の社会づくりを行

う。

［主な取組］

・青少年交流や学術交流等の推進による国際感覚や世界的視野を身に付けた人材の

育成

・国際交流団体等による国際理解活動や国際協力活動の支援

・留学生の受入れや外国人も暮らしやすい多文化共生社会づくりの促進

・海外勤務・留学経験者等を活用した異文化理解の促進 ※１

【関連する部会意見】

※１ 海外体験の共有
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(4)施策４ 豊かな心と健やかな体の育成 （戦略目標４関連）

○目的

児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、個人の価値を尊重しながら、自他の敬愛と協力を重ん

ずる態度、心の通う対人交流を行う能力を養うほか、いじめ防止対策を総合的・効果的に推進す

ることにより、児童生徒が健やかに成長できる環境をつくる。また、運動等を通じて体力を養い、

望ましい食習慣など健康的な生活習慣の形成に努め、心身の調和的発達を図る。

方向性①：規範意識や他人への思いやりなど豊かな心の育成 義務・高校・生涯

［視点］

家庭・地域と連携し、道徳教育・人権教育・体験活動の充実や、いじめ等の問題行動や不登校

の未然防止、早期発見、適切な対処を図るとともに、専門的な人材を確保するなどの相談体制等

の整備を図る。

［主な取組］

・教育活動全体における道徳教育の推進体制の確立（小・中・高の円滑な接続）

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置の充実等による教育

相談体制の強化 ※１

・スペース・イオ、適応指導教室等の活用による不登校児童生徒への学習面・生活

面での支援

・いじめ防止に向けた研修会の開催やアンケート調査等によるいじめの早期発見、

適切な初期対応と実態把握

・インターネット健全利用啓発講座やネットパトロールの実施

・豊かな人間性を育む問題解決的プログラムを導入した自然体験活動の実施

【その他の取組】

・児童生徒の道徳性の向上を図るための家庭や地域社会との連携強化（義）

・人権教育の推進による人権を守ろうとする意識・意欲・態度の育成（義）

・いじめ防止対策の重要性についての理解徹底と、豊かな情操や道徳心、互いの価

値を尊重し合う態度、心の通う対人交流を行う能力等の育成（義）

・児童生徒の問題行動等調査結果の分析及び活用（高）

・ネット依存対策「うまほキャンプ」開催（生）

・家庭教育支援チームの推進（生）

・ＰＡ（プロジェクトアドベンチャー)を活用した道徳教育の推進（生）

・少年自然の家等の利用促進及び提供プログラムの充実（生）

【関連する部会意見】

※１ スクールカウンセラーの配置など相談体制の充実

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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方向性②：共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム(注)の構築 （新規

追加）

［視点］ 特支

障害者が積極的に社会参加・貢献していくことができる社会、誰もが相互に人格と個性を尊重

し、多様な在り方を相互に認め合うことができる共生社会の形成に向けた取組を推進する。

［主な取組］

・小・中学校等と特別支援学校（特別支援学級）との計画的な交流及び共同学習の

推進

・特別支援学校在籍者が地域の小・中学校等で行う居住地校交流の充実

・小・中学校等における障害理解教育の充実

・障害のある児童生徒等が、地域の方々とともに活動する場づくりの推進

【その他の取組】

・障害のある児童生徒等が、地域の方々とともに活動する場づくりの推進

・特別支援教育に関する積極的な情報発信

・児童生徒の障害等に応じた学びの場の整備推進

※点線囲みは骨子案には載らない部分。

注：インクルーシブ教育システム

障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に

参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。

方向性③：生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成 保体

［視点］

児童生徒の体力の維持向上と健康の保持増進に向け、学校体育・運動部活動の充実のための取

組を推進するとともに、医療関係者、家庭、地域等と連携し、児童生徒の健康の増進に向けた健

康教育と食育の更なる充実を図る。

［主な取組］

・子どもたちの望ましい運動習慣の確立と体力の維持・向上に向けた取組の推進

・地域の人材の活用による授業の充実と運動部活動への支援

・学校・家庭・地域が一体となった基本的生活習慣の改善等に関する学校保健活動

の推進

・学校における食育推進リーダーの育成

【その他の取組】

・児童生徒の体力の実態把握と啓発活動の実施

・教員等の資質向上に向けた取組支援

・中･高運動部の普及・育成や競技力向上を図る取組の推進

・食で創るスポーツ選手の育成 ・医療等関係者等による連絡協議会の開催

・学校給食施設における衛生管理徹底のための指導の充実

・食物アレルギーに関する講習会の開催

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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(5)施策５ 良好で魅力ある学びの場づくり

○目的

学校や家庭を取り巻く教育環境を整え、児童生徒の確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成

につなげるため、教職員の資質能力の総合的な向上、県立学校の整備等を進めるほか、学校・家

庭・地域が連携・協力し、地域ぐるみで子どもを育む体制を整備する。

方向性①：質の高い学習の基盤となる教育環境の整備 総務・施設・義務・高校・特支

［視点］

教職員の資質能力の向上を図るため、キャリアステージに応じた研修等を実施するほか、生徒

数の減少など社会状況が変化する中において、良好な教育環境を維持・向上させていくため、様

々な面からの検討を踏まえて高校の再編整備等を推進する。

［主な取組］

・教職員のキャリアステージに応じた研修の充実による資質能力の向上

・教員養成課程をもつ大学等との連携による、教員育成指標に基づく優秀な人材の

確保 ※２

・ＩＣＴ活用と情報モラル教育の推進に係る研修の充実 ※１

・特別支援学級や通級指導教室、障害等のある児童生徒が在籍している通常学級の

ニーズに応じた研修の充実

・第七次秋田県高等学総合整備計画、第三次秋田県特別支援教育総合整備計画、

あきた公共施設等総合管理計画による県立学校等の整備・改築等の推進

・私立学校の運営や魅力ある教育活動に対する支援

【その他の取組】

・学校の課題解決に向けた校内研修の実施と支援

・教職員のニーズを踏まえた研修体系の検証と改善

・教員研修や人事交流における校種間の連携強化

・授業改善に向け、教科の枠を超えた授業研究会の推進

・指導主事の学校訪問による授業研究会等における、他校種・他教科の教職員と合

同で行う授業参観及び研究協議の促進

・特別支援教育セミナーによる実践的研修の実施

・全ての教職員が特別支援教育に関する研修を継続的に受ける機会の提供

・教員採用試験における受験資格等の見直し ※２

・他県教諭に対する県外教員採用試験会場の検討 ※２

・能代地区専門系統合校の整備 ・比内支援学校の改築

・横手高等学校、大曲高等学校、金足農業高等学校の整備方針の検討

・県立学校等の計画修繕の実施 ・授業料等の経済的負担軽減のための支援

・高校生や大学進学者等に対する奨学金の貸与

【関連する部会意見】

※１ 教員側のＩＣＴ教育

※２ 教員の大量退職等に向けた教員確保策の検討

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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方向性②：学校・家庭・地域の連携と協力による子どもを育む環境の整備 生涯

［視点］

未来を担う子どもたちの成長を支えるため、学校・家庭・地域が積極的に連携・協働し、学校

運営や家庭教育を支援する体制を構築する。

［主な取組］

・「地域学校協働本部」を推進する地域人材の育成と推進体制の構築 ※１

・コミュニティースクール（ＣＳ）の導入促進に向けたＣＳディレクターの育成及

び配置と運営体制整備の推進 ※１

・地域人材の参画による子どもたちへの学習や体験活動の場の提供

【その他の取組】

・地域人材育成研修

・学校支援活動やわくわく未来ゼミの実施 ※１

・家庭教育支援チームの推進

・県立学校へのコミュニティスクール導入 ※１

【関連する部会意見】

※１ コミュニティースクールの導入等、地域と学校の連携体制の推進

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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(6)施策６ 高等教育機関の振興 （戦略目標５関連）

○目的

地域を指向した教育・研究・社会貢献活動を進め、地域を支え地域に役立つ「地（知）の拠点」

としての存在価値の向上を図ります。

方向性①：教育・研究・社会貢献活動の充実 （変更） 高支

［視点］

県内高等教育機関が有する多様な資源（シーズ）を活用し、県内産業や地域社会における課題

（ニーズ）解決を図るための教育・研究内容の再編、充実に向けた取組、及び県内企業や自治体

と連携した社会貢献のための取組を支援します。

［主な取組］

・教育課程の充実や教育体制の再編に対する支援

・特性を生かした先端的・独創的研究活動への支援

・県内産業の振興や地域社会の活性化等への政策提言を行うなど課題解決に向けた

取組の支援

【事業名等】

・公立大学法人運営費交付金 ・公立大学法人施設設備等整備事業

・看護系大学・短期大学運営費補助金 ・私立専修学校等運営費補助金

・カレッジプラザ運営事業

※点線囲みは骨子案には載らない部分。

方向性②：県内出身学生の確保と県内就職の促進 高支

［視点］

県内高等教育機関が、進学先としての魅力を高めつつ、その特色や求める学生像等の情報発信

を広く行うとともに、入試のあり方の見直しを進めます。併せて、県内企業等が求める人材を十

分に把握しながら、既卒者のＡターンを含めた就職活動の強化に向けた取組を支援します。

［主な取組］

・特色ある教育プログラム導入やキャリア教育等への支援

・高大連携による県内高等学校との連携強化への支援

・産学官の連携強化による就職活動の支援

【事業名等】

・私大・短大等パワーアップ支援事業

・公立大学法人運営費交付金（再掲）

・公立大学法人施設設備等整備事業（再掲）

・看護系大学・短期大学運営費補助金（再掲）

・私立専修学校等運営費補助金（再掲）

・就職説明会・面接会の開催、県内企業におけるインターンシップの推進

・奨学金返還助成制度の利用促進（いずれも移住･定住促進課所管）

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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(7)施策７ 県民総参加の学びの場の提供と芸術・文化に親しむ機会づくり

○目的

地域コミュニティを活性化する取組や魅力ある地域づくりへの住民参加を促進し、元気な秋田

づくりにつなげていくため、生涯学習の成果を行動に結び付ける環境づくりや文化遺産等の保存

・活用に取り組むほか、読書活動や芸術・文化体験活動を通じて豊かな情操を育むとともに、共

感を通じて人と人とを結び付け、協働・共生する心、主体的に判断し適切に行動する力の育成を

図る。

方向性①：多様な学習機会の提供と学んだことを行動に結び付ける環境づくり

［視点］ 生涯・総政

生涯にわたる学習機会の提供や読書活動の推進により、地域における人と人とのつながりによ

る活力を生み出すとともに、学んだことを行動に活かしている事例を紹介し、生涯学習の成果を

社会に還元する気運の醸成を図る。

［主な取組］

・学校や公共図書館等への県立図書館の支援体制の充実 ※１

・「家族で読書運動」の推進等、県民が読書に親しめる環境の構築 ※１

・読書に触れる多様な機会を創出し、読書の楽しさを発信する人材の育成 ※１

・県民の学ぶことへの気運醸成や地域における学習機会の充実

・学びを活かした社会参加や地域活動による活力ある地域づくりの推進 ※２

【その他の取組等】

・読書が広がるホップ・ステップ・ジャンプ事業（生） ※１

①幼少期、児童生徒への啓発

②ボランティア養成とネットワーク構築

③ビブリオバトル、家読ノートの配布

・公共図書館への指導支援の充実（生） ※１

・県民に身近な場所で図書コーナー等を設置する団体等に対する支援（総） ※１

・「読んだッチ・リレー文庫」による子どもの読書環境の充実（総） ※１

・学びを地域づくり等へ活かすための情報発信やネットワークづくり（生） ※２

【関連する部会意見】

※１ 読書活動の更なる推進

※２ 生涯学習活動の更なる推進

※点線囲みは骨子案には載らない部分。
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方向性②：芸術・文化体験活動の推進と文化遺産の保存・活用 生涯・文化財

［視点］

優れた芸術や文化に触れることにより、子どもたちの豊かな感性を育むととともに、“ふるさ

と秋田”の魅力を発見する機会を提供する芸術・文化体験活動を推進するほか、地域への誇りや

愛着につながる貴重な財産である文化遺産等の保存・活用を進める。

［主な取組］

・芸術・文化施設のセカンドスクール的活用の推進 ※１,２

・美術館や博物館での多彩な展覧会等、県民が芸術文化に親しむ機会の充実 ※１

・文化財の保存修理、祭りや行事の継承への支援

・「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた取組の推進

【その他の取組】

・子ども文化体験促進事業 ※１,２

・芸術文化普及（文化芸術派遣事業、青少年劇場） ※１

・学校での民俗芸能等の発表や保存団体の交流機会の設定 ※２

・発掘調査見学会の実施 ※２

・各種媒体を活用した文化遺産等に関する情報発信

【関連する部会意見】

※１ 文化施設を中心とした知識の醸成

※２ 文化財等にふれる機会の充実

※点線囲みは骨子案には載らない部分。


