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平成２６年度 秋田県総合政策審議会第３回教育・人づくり部会 議事要旨 

 

１ 日 時 平成２６年１０月３日（金） 午後１時～午後３時 

２ 場 所 秋田地方総合庁舎６０７・６０８会議室 

３ 出席者 

○教育・人づくり部会委員 

藤里町教育長 浅利 美津子 

秋田大学教育文化学部教授 阿部 昇 

日本赤十字秋田看護大学・短期大学学長 安藤 広子 

秋田県立大学理事・副学長 小林 淳一 

秋田県ＰＴＡ連合会会長 加藤 寿一 

国際教養大学東アジア調査研究センター副センター長 豊田 哲也 

ＮＰＯ法人あきたＮＰＯコアセンター理事 吉田 理紗 

  ○県 

教育庁 教育次長 吉川 正一  

企画振興部学術国際局 局長 今井 一    他 各課室長 等 

 

４ 議事 

● 阿部部会長 

  議事に入りたい。前回の議論の整理について事務局から説明をお願いする。 

 

□ 金田教育庁総務課長 

  資料－１は、前回の部会で示した第１回部会の意見整理票に、第２回部会で出された意見を追

加したものである。追加した部分について説明する。 

  まず、施策１「自らの未来を切り開き社会に貢献する人材の育成」に関しては、№１「ふるさ

と教育の推進」に関し、実社会と教科での学習内容を意図的に結び付けた、教科を通じたキャリ

ア教育の推進について意見があった。これについては、各学校において、指導計画にキャリア教

育の視点を取り入れ、授業や進路指導を進めているほか、県としても、学校訪問や研究協議会等

を通じて指導の充実を図っており、今後とも推進していく。 

  また、保護者に対するキャリア教育の理解の促進についても意見があった。これについては、

研究協議会において啓発の方策をテーマに協議したり、地域の企業や保護者の協力を得て、高校

で講演会や面接指導を行ったりしている。来年度に向けては、保護者向け啓発リーフレットの作

成・配付など、更に理解を深める取組を検討する。 

  次に№４の「高校生キャリア教育推進・就職支援事業」に関し、配置の継続を求める意見があ

った。これについては、各校の取組や実績を考慮しながら予算の確保に努めていく。 

  続いて、施策２「確かな学力の定着と独創性や表現力の育成」に関してである。 

  №７「少人数学習推進事業」に関して、未実施の小５、小６での早期実施の必要性について意

見があった。これについては、国の動向も注視しつつ、対象学年の更なる拡大を目指し、検討を

進めていく。 

  次に、№１０「あきた発！英語コミュニケーション能力育成事業」に関し、英語力もトップク
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ラスになるよう、是非進めてほしいとの意見があった。これについては、小・中・高を通じた系

統的な授業改善、英語担当教員の指導力と英語力の向上、生きた英語を学ぶ環境の整備を３本柱

に、その推進を図っていく。 

  №１２「インクルーシブ教育システム構築推進事業」に関しては、特別な支援を必要とする児

童生徒が増加しており、手厚い施策が必要との意見があった。これについては、障害のある児童

生徒の多様な教育の場の充実のため、今後も取組を継続していく。 

  また、№１４－１になるが、学校に対する様々な要求が増加する中、小・中学校の校務支援員

の配置の必要性について意見があった。これについては、教員の業務の軽減を通じ、児童生徒と

向き合ったきめ細かな指導につながることから、配置の検討を進めていく。 

  続いて、施策３「豊かな心と健やかな体の育成」に関してである。 

  №１８の「少年自然の家プロジェクトアドベンチャー活動支援事業」は、教科外指導、生活指

導的な意味でも価値のある、学校教育だけではやりきれない部分であり、重要であるとの意見が

あった。これについては、子どもたちのコミュニケーション力の向上や円滑な学級づくりにも効

果があるので、長期宿泊体験活動の促進も視野に入れながら、予算要求してまいりたい。 

  №１９「生きる力を育む体力づくり事業」、№２０「スポーツ王国創成事業」に関しては、外

部指導者の派遣について意見があった。外部指導者の派遣は、児童生徒のつまずきへの対応や運

動技能の向上、指導者の資質向上と負担の軽減等に効果があるので、国の補助の条件も確認しな

がら、進めていく。 

  №２１「衛生管理・食物アレルギー対応推進事業」に関しては、食物アレルギーのある児童生

徒は増加傾向にあることから、講習会の内容を充実させながら取組を進めていく。 

  続いて、施策４「良好で魅力ある学びの場づくり」である。 

 №２２「教員研修の充実」に関し、中学校における授業改善、家庭学習の質の向上の必要性に

ついて意見があった。これについては、これまでも「学校改善支援プラン」等の提供や学校訪問

指導等、様々な手立てを講じてきているが、改善の余地はあるので、検証改善委員会とも連携し、

今後の方策を検討していく。 

  №３１「大人が支える！インターネットセーフティの推進」に関しては、いわゆる“デジタル

ネィティブ”である子どもたちと親達との間には知識や意識に格差があり、事業の継続が必要と

の意見があった。市町村や関係者等と協議しながら検討していきたい。 

  続いて、施策５「生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親しむ機会づくり」に関し

てである。 

  №３６－１になるが、読書活動の推進に関し、全国学力・学習状況調査結果において、読書は

好きだが１日３０分以上読書をする小学６年生の割合が全国平均より少ない理由として、読書環

境が整っていないことが挙げられるとの意見があった。現状として、県内の８３．５％の小学校

で読書活動を支援するボランティアが活用されているほか、県では、昨年度、読書環境づくりに

関する小冊子を市町村教育委員会等に配付している。また、各市町村では、小・中学生の読書を

推進するため９５名の職員を配置しており、これらの職員に対し県立図書館の打って出る司書が

スキルアップ研修会を実施している。 

  また、№３６－２になるが、読書習慣の形成を図る事業の継続について意見があった。これに

ついては、今年度から読書絵はがきコンクール等の事業を開始しているほか、新たに１１月１日

を県民読書の日として制定し、その日を含む１０日間を読書フェスタと称して各種イベントを開
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催することにしている。また、小学１、２年生に対しては読書を勧めるパンフレットを配布する

などしている。 

  次に№４１の「元気の源～民俗文化財活性化プロジェクト」に関し、民俗芸能の継続を図る発

表機会設定の必要性について意見があった。これについては、地域社会のコミュニティーの存続

とも関わり、多岐にわたる問題を包含しているが、公開の機会を設けるなど後継者育成の支援を

継続していく必要があると考えている。 

  続いて、施策６「高等教育の充実と地域貢献の促進」に関してである。 

№４９「カレッジプラザ運営事業」に関し、大学コンソーシアムの次のフェーズについて、大

学と関係部所で新たな提案をしていく必要があるとの意見があった。これについては、大学間の

話し合いの結果を踏まえ、県として協力できる点を協議したいと思う。 

  また、№４９－１であるが、人口減少問題に関し、産業振興につながるイノベーションを起こ

す人材育成の必要性について意見があった。これに関しては、大学を活用した小・中・高校生を

対象とした科学教室の開催や、産学官連携による共同・受託研究を促進することなどにより、取

り組んでいく。 

  以上が、前回の部会等で出された意見と、それに関する現在の取組状況等である。 

 

● 阿部部会長 

  次に、これまでの議論を踏まえた、この部会からの、県への来年度予算に係る提言書案につい

て検討したい。事務局と相談し案を作成したので、事務局の説明の後、意見交換をしていきたい。

説明をお願いする。 

 

□ 金田教育庁総務課長 

  資料－２の提言書案は、これまで委員から出された意見をもとに作成したものである。 

  議論は、大別すると、①キャリア教育、②教職員指導体制、③自然体験活動や読書活動、④体

育、保健、食育などについて意見があった。 

  これらの意見を、１ページのキャリア教育に関する提言１、３ページの教職員指導体制の整備

に関する提言２、５ページの心身ともにたくましい児童生徒を育成する環境整備の提言３、の３

つにまとめたほか、様々に出された意見を７ページにその他として記載している。 

  提言書の構成は、全部会に共通することだが、まず、「提言の背景」として、これまでの取組

内容と提言に至る現状認識についてデータを交えながら記載し、次にそれを受け、箱囲みで「提

言」内容を記載し、最後に「具体的な取組方策」を記載している。 

 まず提言１「キャリア教育の充実等、学校と社会との円滑な接続について」である。 

  背景としては、これまで全教育活動を通じ、校種間を貫くキャリア教育を進めてきた結果、全

国学力・学習状況調査において、本県は、将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合や、学習

が将来、社会に出たときに役に立つと思う児童生徒の割合が、全国平均を上回るなどしている。 

 しかしながら、新卒者の早期離職者の発生など、全国的にも学校と社会との円滑な接続の必要性

が指摘されているほか、本県の課題として県内就職の促進といったこともある。 

  これを受け、提言では、将来の働き方など、未来を切り開いていく力の育成の必要性を挙げて

いる。 

  そのために、普段の教科指導をはじめとした教育活動全体を通じた社会とのつながりを意識し
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た指導や、キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進、高校生への将来設計に対するき

め細かな支援が必要としている。 

  具体的な取組方策としては、（１）では、将来の職業等、社会とつながる教科指導についての

教員協議会等を通じた更なる取組の推進や、啓発資料の配付等を通じた保護者や県民のキャリア

教育に対する理解の促進を挙げている。 

  また、（２）では、ふるさと教育に関し、市町村とも協働して、子どもたちが主体的に郷土の

課題や展望について考え、行動する取組を進めることなどを挙げている。 

  （３）では、高校等への就職支援員やキャリアアドバイザーの継続配置を挙げている。 

  つづいては提言２「教職員によるきめ細かな指導体制の整備について」である。 

  背景としては、現在、小学校第１学年から第４学年、中学校全学年を対象に３０人程度学級を

実施しているが、きめ細かな指導の実現と安定した学校生活の確保が図られた結果、全国学力・

学習状況調査は７回連続して良好な結果を収めているほか、小・中学生の不登校児童生徒数は全

国平均を大きく下回っている。その一方で、教員の高齢化が進み、世代交代の時期を控えている

ほか、先頃発表されたＯＥＣＤの調査では、日本の中学校教員の仕事時間は最長で、授業以外の

仕事が多いとの結果が出ている。 

  また、社会のグローバル化が進む中、国においては英語教育の早期化・充実等を内容とする英

語教育改革が検討されているほか、特別な支援を必要とする児童生徒が増加傾向にある。 

  これを受け、提言では、教職員指導体制の整備の必要性を挙げ、そのために、３０人程度学級

の小・中学校全学年での実施、教員の学習・生徒指導以外の業務の軽減、英語教育改革、特別支

援教育のニーズの増加、言語活動の充実を図った協働型・双方向型授業への対応が必要としてい

る。 

  そして、具体的な取組方策として、（１）では、小学校第５・６学年への３０人程度学級の早

期導入を挙げている。 

  （２）では、英語コミュニケーション能力育成に向けた、小・中・高を通じた授業改善、教員

の授業力向上、英語を学ぶ環境整備の推進を挙げている。 

 （３）では、障害のある子どものニーズに応じたきめ細かな指導・支援体制の整備と教員の資

質向上を挙げている。 

 （４）では、現在のベテラン教員が有する、子どもたちに話合いをさせながら学力を付ける等

の優れた授業力の、次世代への継承を挙げている。 

 （５）では、専門人材等の活用も含めた学校の体制整備の充実による、教員が指導に専念でき

る環境の整備を挙げている。 

  つづいて、提言３「心身ともに健康でたくましい児童生徒を育成する環境の整備について」で

ある。 

  背景としては、たくましく社会を生き抜く力がこれからの人材に求められる中、児童生徒の体

験活動の減少や、家庭の状況等による体験活動の差が指摘されている。また、２泊３日以上の宿

泊体験活動を行う小学校の割合は、全国平均を大きく下回っている。 

  読書については、全国学力・学習状況調査結果によると、読書が好きな小学生の割合は全国平

均を上回っているが、１日に３０分以上読書をする割合は下回っている。 

  体力に関しては、新体力テストの結果は全国を上回っているが、その度合いは縮小傾向にある

ほか、全国同様、運動習慣の二極化傾向が認められる。また、全国規模の大会での入賞数は減少
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傾向にある。 

  生活や食習慣に関しては、これらの習慣は、生涯にわたる健康的な生活を送る上で大事なもの

であるほか、近年は、アレルギー疾患などの課題も見られるようになっている。 

  これを受け、提言では、心身ともに健康でたくましく生き抜いていくための資質・能力の養成

を挙げ、そのために、自然体験活動機会の充実、望ましい読書習慣の形成、健康的な生活や食習

慣の形成と維持が必要としている。 

  そして、具体的な取組方策として、（１）では、少年自然の家等での体験活動に係る指導体制

の充実を挙げている。 

  （２）では、年齢に応じて参加できるイベントの開催など読書に親しむ環境の整備を挙げてい

る。 

  （３）では、外部指導者の派遣や中・高運動部活動の連携促進による、体力の向上とスポーツ

に親しむ態度の育成や、競技力の向上を挙げている。 

  （４）では、医師会等との連携による保健教育の充実、衛生管理・食物アレルギー対応研修や

訪問指導等を挙げている。 

  最後はその他である。 

  （１）では、子どもたちの安全安心なインターネット利用環境に関し、教育啓発メールの配信

や地域サポーターの養成等の必要性を挙げている。 

 （２）では、文化遺産の保存・継承に関し、保存修理への支援や民俗芸能の公開を通じた担い

手の育成等の必要性を挙げている。 

  （３）では、教育費負担の軽減に関し、国の動向を踏まえた対応の必要性を挙げている。 

  （４）では、人口減少社会において本県を支える人材の育成に関し、イノベーションを起こす

ことができる人材や、高齢化社会における介護人材や高度化する医療・看護に対応できる人材を

育成する大学等への支援の必要性を挙げている。 

 （５）では、大学コンソーシアムあきたに関し、今後の方向性を踏まえた事業展開の必要性を

挙げている。 

  以上が、提言の内容である。 

 

● 阿部部会長 

  資料１を踏まえながら、資料２の提言書案について意見交換していきたい。まず、提言１につ

いてどうか。 

 

◎ 小林委員 

  提言１の背景で記載されている県内就職率の低下に関して確認したい。高校生は県内就職を希

望していないのか、それとも県内を希望しているが就職先がないという状況なのか。低下の理由

はどちらなのか。 

 

□ 吉川教育次長 

  両方である。平成２６年３月卒業生は売り手市場で県内求人が増えたが、必ずしも県内就職率

の上昇にはつながらなかった。２５年３月卒業生までは不景気であった。景気がこのまま改善す

れば求人は増えていくと思うが、高校生の希望にマッチする職種がなく、県内就職率が伸び悩ん
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でいる状況にある。 

 

◎ 小林委員 

  キャリア教育を通して県内でがんばろうということを目指しても、出口となる就職先がない。 

 

□ 吉川教育次長 

  子どもたちが希望する職種が県内・地域にあればよいが、景気が良くなっているといってもな

かなか難しい。 

 

◎ 小林委員 

  かつて県内就職率が良かったときもあったと思う。そのときとの違いはどこにあるか。 

 

□ 鎌田高校教育課長 

企業側の要因が秋田県の場合は大きい。平成１２年度に７４．０％と最高値を記録して以降、

景気が悪くなるにつれて県内企業の求人数が減少し、極めつけでリーマンショックのときに大き

く減った。 

 

◎ 小林委員 

  教育分野では雇用の領域までは入っていけない。就職だけでなく、起業して自分で仕事をつく

るところまでキャリア教育の先を見ていかなければ解決しないのではないか。 

 

□ 鎌田高校教育課長 

  県内の就職先が減ってきているということもあるが、子どもたちや保護者が県内の企業を知っ

ていないということがある。県としてはそこを掘り起こして紹介していく必要があると考え、全

高校でふるさと企業紹介事業を行っている。そして、将来を見据えた上で秋田に残る選択肢も提

案しながら、キャリア教育を進めていく必要がある。 

 

● 阿部部会長 

  どうしても大企業、中小企業でも名を知られている企業を生徒は希望しがちである。提言書案

２ページの（３）に就職支援員やキャリアアドバイザーのことが書かれているが、マッチングの

改善が必要である。生徒も県内企業のことが分かれば違ってくる。 

それから、全員が県内に残ることは無理であるから、県外に出て行くことは必ずしもダメでは

ない。県外で活躍することは、秋田の人材が全国、世界に生きることなので、その視点も一方で

必要である。大学進学率が高くなると県外転出が増えるから、大学進学率を高めないように、と

いう議論と重なってはいけない。進学率は高くなってほしいし、キャリア教育が豊かになって、

もちろん県内に残ってほしいが、県外に出て行く子どもたちも、やがては日本のために生きると

いうことの二枚腰でないといけない。そういう意味からいうと、（３）は継続してほしいと思う。 

 

◎ 加藤委員 

親からすると、県外に出て行った子どもには帰ってきてほしいし、できれば県内にいてほしい
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というのが本音だと思う。マッチングの部分で本人の希望と合わないという状況があるのだとは

思うが、１ページに、医師確保を目的としたキャリア教育を進めた結果、平成２６年度入試によ

る医学部医学科進学者数が過去最多となったとある。ピンポイントで、例えば、理系の技術者を

養成するようなプログラムをつくれば、その分野で県内就職率が上がって、県内の企業に貢献で

きる人材が育つかもしれないし、仮に県外に出ていっても技術を高め、帰ってきて起業するよう

なファイトのある人材が育つのではないか。 

 

● 阿部部会長 

県外の大学に進学しても、ある程度経験を積んで秋田に戻ってくることも考えられる。秋田が

好きだという若者は多いので、今は無理でも、やがて一定の年齢になったら戻ってくるという選

択があってよい。 

   

◎ 加藤委員 

今はインターネットがあるので、秋田でできないということはないと思う。 

 

● 阿部部会長 

実際に不利だという面はあるが、思い込みの面もあると思う。 

 

◎ 吉田委員 

  エリート志向の保護者ほど県外の難関大学に入って欲しいという思いがある。進学に関しては

親の影響が大きい。国際教養大学の地元枠は埋まっていないようだが、秋田県＝教育、国際教養

大学というイメージは、県内以上に県外で注目されていると思う。 

  小林委員の意見にもあったが、起業がこれからは大事だと思う。宮城県では若者のイノベーシ

ョン支援に取り組んでいる。震災で地元企業が減っていることも背景にあるのだろうが、入り方

だけでなく出口の作り方ということもあると思う。 

それから、東京と地方の両方で生活する二拠点居住が増えてきている。モバイル端末等を使っ

て秋田で仕事をする人が何人か出てきている。一箇所に縛られない都会と地方をつなげた生活が

あると思う。 

 

● 阿部部会長 

  いろいろな働き方が増えてきているので、２ページ（１）のキャリア教育を充実し、都会型の

働き方、中間型の働き方、秋田のような地方の働き方のデザインを子どもたちに示すことで将来

設計の視野を広げるような、キャリア教育を豊かにすることが大切だと思う。 

 

◎ 安藤委員 

  ２ページ（３）の就職支援員とキャリアアドバイザーに関しては、人数もだがどのような人材

を配置するか、資質の向上も大事である。 

 

□ 鎌田高校教育課長 

  卒業後の進路として就職が主な高校には就職支援員を、進学が主な高校にはキャリアアドバイ
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ザーを配置しており、ハローワークＯＢや企業の人事経験者、教職経験者等が就いている。全部

で４９名を配置しているが、地元の企業をよく知っているような人ということで、採用は学校に

任せている。 

 

● 阿部部会長 

  全員を集めての研修会等は行っているのか。 

 

□ 鎌田高校教育課長 

  情報の交換等は必要なので地区ごとに協議会を開いているほか、全県規模でも二回程度、進路

関係の会議で方針や生徒への対応等を指示するなど、研修会的なことを行っている。 

 

◎ 安藤委員 

  １ページの提言の中に書かれている「これまでの固定的な働き方・生き方の見直しが一層進む

こと」を理解した上で生徒と関わることができる就職支援員、キャリアアドバイザーを考えてい

かないと、これまでと変わらず発展していかない。 

 

● 阿部部会長 

  量と質の両方が大事である。 

  大学進学に関しては、本人の能力からすれば大学に進学できるが、家庭の事情からあきらめて

いる子どもたちがいる。今の国の制度では奨学金は貸与型で、７ページに「（３）国の動向を踏

まえた教育費負担の軽減」とあるが、拡充が必要である。１人であれば無理してでも大学に入れ

ても、２人、３人となれば無理というところがある。ＯＥＣＤの調査結果にもあるとおり、教育

支出の私費負担割合が日本は高い。県独自の教育費負担の施策で、大学進学に関する経済的支援

の拡充ができないか。 

 

□ 金田教育庁総務課長 

  国では奨学金に関し、有利子から無利子へという流れがある。 

  県独自の奨学金制度があるのは、４７都道府県中、本県を含めて２０団体で、入学一時金に関

しては、本県を含め５団体で、秋田県は大学進学に関する経済的支援を手厚く行っている。 

  奨学金の返還免除に関しては、先頃、国への特区申請の中で、卒業後、県内に定住した場合の

免除制度の創設を申し入れている。 

 

● 阿部部会長 

  是非、拡充をお願いする。 

 

◎ 浅利委員 

生徒の話を聞くと一度は県外に出てみたいという。だが、その生徒たちは戻ってこないかとい

えばそうではなく、秋田のよさを分かっている。外に出て行くことで秋田のよさを再発見できる

と思う。必ずしも全員が県内に残らなければならないということはないと思う。 
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◎ 吉田委員 

子どもの貧困問題がテレビで取り上げられていた。給食以外に食事をしていないとか、経済的

事情から放課後、友達とファーストフード等で食事して遊べない子どもがいるそうだ。学力があ

りながら大学進学をあきらめなければならない状況は残念なことである。県内でも、経済的事情

から塾に通えない子どもたちに学習の場を提供するＮＰＯができた。こういったサポートはこれ

から増えてくると思う。あしなが育英会が対象とする親が亡くなった子どもたちのほかにも支援

が必要な層が存在する。 

 

● 阿部部会長 

  支援の情報が届いていない面もある。大学の授業料の減免制度は意外によく知られていない。

奨学金も本来なら借りることができるが借りていない子どもがいる。きめ細かに情報提供してい

くことが大学進学につながっていくと思う。きめ細かな情報提供や支援が必要だと思う。 

  提言２について。明らかに３０人程度学級は成功していると思う。全国学力学習状況調査結果

で、国語、算数・数学の勉強が好きだと思う子どもたちの割合は増えている。同様に、国語、算

数・数学の授業内容がよく分かると思う子どもたちの割合が、秋田県は平成１９年度の第１回調

査でトップクラスであったが、更にその割合が増えている。これは、先生方の努力に加えて体制

整備にもよる。本県の特徴である探求型、課題追求型の授業は４０人学級では難しい。少しでも

早く３０人程度学級の全学年での実施をお願いしたい。 

 

◎ 小林委員 

  ５、６年生で３０人程度学級が実施できていない理由は何か。 

 

□ 廣野義務教育課長 

公立小・中学校の教員の配置には１／３の国庫負担があるが、国が定めた基準に対して行われ

るため、児童・生徒数４０人の計算に基づいている。県独自の基準で３０人程度学級を実施すれ

ば、オーバーした分は県の負担となるため、財政状況を勘案しながら、順次、拡充してきた。５、

６年生での実現は、県の負担が増えることと財政状況の兼ね合いにかかっている。 

 

□ 吉川教育次長 

１学年増やすと７千万円から１億円が必要である。知事の理解の下、小学校では常勤臨時講師、

中学校では非常勤講師を配置している。 

 

◎ 小林委員 

既に３０人程度学級を実施している学年を組み替えて５、６年生で実施するということはでき

るのか。 

 

● 阿部部会長 

  既に実施している学年を元に戻すことは無理である。 
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□ 吉川教育次長 

小学校では小一プロブレム、中学校では中一ギャップがあり、そういったことに配慮して順々

に導入してきた。中学校の場合は教科担任制であるので、教科を担当する非常勤講師をこれまで

配置してきたが、学級数を増やすと学級担任を増やさなければならない。非常勤講師は担任にな

れないので、主任級の教師が学級担任にならなければならなくなるなど、今の配置方法に難点も

ある。 

 

● 阿部部会長 

  ５、６年生になると、思春期になり、生徒指導面でも難しい点が出てくる。この時期の大切さ

もある。提言書ではこの点をできれば強調してほしい。２学年に導入するとなると、約２億円の

費用がかかるが、保護者はもちろん、県民の総意として導入には賛成だと思う。是非、早期の導

入をお願いしたい。 

 

◎ 豊田委員 

教育の世界を大きく変える可能性のある外的な要因として、英語とインターネットがあると思

う。この２つが提言書案に入ってはいるが、英語に関しては何のために英語が必要かという議論

が弱い。インターネットに関しては、インターネットから子どもを守る発想はあっても、インタ

ーネットを活用できる力についての記載がない。英語教育をポジティブな面から、なぜ英語を勉

強するのかをもっと明確にし、インターネットに関しても学校教育に対する脅威として捉えるの

ではなく、秋田のように大都市から離れた地域、世界の交通アクセスが比較的悪い地域において

は、インターネットこそが武器になるということを前面に出して捉えることが必要だ。 

教育とキャリアのつながりについては、仕事があるところに秋田の子どもが就職できないとい

うミスマッチをできるだけ減らすための努力は大事であるが、もっと根本的な問題としては、秋

田の将来の若者が、秋田に産業を生み出す力、豊かさの源を生み出す力、つまりイノベーション

の力を子どもたちに付けさせることが大事である。英語、インターネット、キャリアのことをバ

ラバラに捉えるのではなく、今、英語力が求められており、秋田では英語教育が大成功というわ

けではないが大きく前進しており、インターネットに関しては秋田にとって非常にチャンスとな

る時代が訪れている。そういう時代にこそ、秋田で今まで十分でなかったイノベーション教育を

進めることにより、やがてはそれが秋田のキャリア教育の中核になってくるのではないか。イノ

ベーション教育に関し、もちろん全ての子どもがイノベイティブである必要はないが、秋田に英

語やインターネットという武器を使ってイノベーションを起こせる人材を育てるキャリア教育

の観点を提言１に入れてもよいのではないか。 

 

● 阿部部会長 

  キャリア教育は高校までということではなく、大学でも必要だ。 

 

◎ 小林委員 

７ページ（４）に書かれているが、キャリア教育の目的は豊田委員が言った部分にあるという

ことを明確にしてはどうかということだと思う。 
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● 阿部部会長 

  高校生はもちろんだが、県外に進学した学生には戻ってきて欲しいし、県内大学の卒業生もで

きるだけ多く県内に残るような、小・中・高だけではなく、大学も含めたキャリア教育が必要だ。

ただ「県内に残れ」というだけでなく、秋田に残りたくなるようないろんな角度からのキャリア

教育は必要だ。 

 

◎ 豊田委員 

国際教養大学のようなところからの観点でいうと、今、グローバル化で英語の時代だからこそ、

秋田の高校生が英語をできるようにして、そして、英語を使って秋田を変えてやるという気持ち

を育て、大学では、秋田を変える力を学び留学もして、卒業後は秋田でビジネスを起こすように

なるというのが我々としては理想だ。秋田の高校生にはそのような気持ちをもってもらいたい。

国際教養大学に限らず他の大学に進学したとしても、秋田に戻ってきて仕事をするという気持ち

を中学生、高校生のうちから育てていきたい。このことは、提言３に書かれているグローバル化

や情報化が進展する時代に、自立した個人としてたくましく生き抜いていくための資質・能力の

養成とも関わってくると思う。 

 

● 阿部部会長 

  教育・人づくり部会だけの話に限ったことではないが、起業に対する支援がまだまだ弱いと思

う。起業のリスクは高いが、失敗したときにどうするかの部分が非常に弱い。よほどのことがな

いと起業する気に秋田ではなれないと思うので、そこを変えていかないといけない。起業のリス

クを減らすようなセーフティネットが必要だ。 

 

◎ 豊田委員 

教養大出身者で起業する卒業生がチラホラといるが、大体が県外出身者である。秋田出身の学

生で起業する者が出てくればと思う。 

 

◎ 小林委員 

４ページ（５）の専門人材とは、どのような人材をイメージしているのか。 

 

□ 廣野義務教育課長 

学校の状況が様々にあるのでいろいろだが、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、これは家庭環境や福祉の領域までをも含めて課題解決に当たるコーディネーターの役割を

担う人だが、その他には様々な法律上の問題に関わる人などである。教員だけでは対処しきれな

い問題が出てきているということで、国ではチーム学校という動きがあり、専門人材は多岐にわ

たるが、課題に応じ専門的な知見をもって対応できる方が学校現場で関わってもらえれば、その

分、教員としての専門性を発揮して指導に専念できることになるので、専門人材も含めた形で学

校の体制を充実できればと思う。 

 

● 阿部部会長 

  教員は業務がいっぱいあり、本来、メインであるべき授業や生徒指導、学級経営の準備が逆に
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業務の隙間で行われているような状況である。部活動や事務仕事がたくさんあり、そこは目に見

える部分なのでやらなければいけない。一方、授業の準備は目に見えない部分なので、どうして

も目に見えるところが先にやられて、一番大事な部分ができていないということがある。教育の

質を維持し向上するためには多忙化を解消する必要があり、ギリギリのところまで来ていると思

う。中学校の先生は、土日も長期休業中も部活動があって、平日も暗くなるまで練習をみている。

全部が全部というわけではないが、隙間の時間を使って授業研究が行われているという状況があ

るので、チーム学校ということを進めてほしい。 

 

◎ 小林委員 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を増やさなければならない背景がも

う少し記載されていてもよい。 

 

● 阿部部会長 

  ３ページの提言２の背景の２段落目にＯＥＣＤの調査結果が書かれているが、この辺をもう少

し厚めに書いてはどうか。 

  外部指導者の部活動への活用の拡充等は、１校や１地域ではできない。市町村全体、場合によ

っては県全体で進めなければ、試合に負けたとき保護者からクレームが出る。 

 

◎ 浅利委員 

藤里町のスポーツ少年団には一般の人が外部指導者として関わっている。 

 

● 阿部部会長 

  中学校は中体連だが、スポーツ少年団みたいにはできないにしても、外部指導者を入れること

は禁止されていない。大事な生徒指導面は教員が関わるにしても、土日、保険を付けて、外部指

導者だけで交流試合をするようにしていけば負担軽減ができると思う。 

 

◎ 浅利委員 

スポーツ少年団は指導者が先生でないので、保護者がいろいろと意見を言う。そのため、藤里

町では先生にも少し関わってもらい、学校での体調に気をつけてもらったりしている。良い面も

あれば悪い面もある。 

 

● 阿部部会長 

  先生と外部指導者の役割分担の形を上手につくっていかなければいけない。ＯＥＣＤ加盟の国

や地域で、先生が部活動をこんなに指導しているのは日本だけである。海外がそうだからそうし

なければならないということではなく、教育活動に支障が出ていると思うので、国レベルでも動

いてほしいが、県、市町村レベルでも動いてほしい。例えば、学校支援地域本部を市町村ごとで

なく県レベルで計画的に動かすとか、父母が部活動費のように費用を負担し、企業が外部指導者

を雇って保険を付けて活動して、教員の負担軽減を図っている例もある。そういうモデルに学び

ながら変えていく必要がある。 

  提言３について。６ページ（１）の自然体験活動は非常に重要な要素である。（３）の外部指
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導者の派遣も必要である。 

 

◎ 安藤委員 

（４）には医師会等との連携が書かれているが、養護教諭の活用を加えてはどうか。スクール

カウンセラーはどこでも力を入れるようになっているが、連携役としての養護教諭の役割をもっ

と充実してよい。健康の部分で、病院や施設との連携の組み方で養護教諭が中間役となり、学校

と医療施設との関係を調整していくことになると思うので、活用してはどうかと思う。 

 

● 阿部部会長 

  食育もそうであるが、「訪問指導等食育の更なる推進」については来年度も行うことになるの

か。 

 

□ 越後谷保健体育課長 

例えば、アレルギー対応研修は、今年度から予算化され、三地区で医師、栄養教諭、養護教諭、

保護者が連携して２００名程度が参加している。今後も続けていく予定である。 

 

◎ 安藤委員 

保護者会等で県としても力を入れていることをアピールすればよい。 

 

● 阿部部会長 

  ６ページの（２）に関してだが、本の絶対量が少ない気がする。自分の経験からすると、本が

嫌いな子どもはほとんどいないと思う。子どもは自分のチャンネルに合った本は読む。そのため

には多めにいろんな種類の本があって、いつでも手に届くところに本があることが必要だと思う。

全国学力学習状況調査結果で、秋田県は本が好きな子どもが多いが、３０分以上読書をする子ど

もが全国平均を下回っていることはそれが理由だと思う。 

 

□ 吉川教育次長 

小・中学校の学校図書の整備に関しては、市町村に地方交付税措置されている。交付税措置さ

れたとおり図書が整備されればよいのだが、他に使用されており、図書整備には平均で５から６

割程度が充てられているようだ。 

 

● 阿部部会長 

  比較的規模の大きな市であれば回せるが、小さな町村だと数百万円といっても回せないようだ。

全国学力学習状況調査の検証改善委員会での話だが、故事成語が弱い。故事成語の知識は読書量

から来る。読書をしていると自然と故事成語に親しむ。故事成語を授業で扱うことは大事だが、

読書を増やすことで語彙や日常では使わない表現が身に付く。読書習慣を増やすための環境整備

が必要である。ここは強めに書いてほしい。 

 

◎ 小林委員 

  質問だが、図書館などで本を購入する場合、基本的には新品の本しか購入できないと思うが、
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中古の本を購入できれば予算的には変わってくると思うが、そういったことは規則上、可能か。

金額が同じでも、購入できる冊数が変わってくると思う。 

 

□ 吉川教育次長 

  中古の本を購入するということは聞いたことがない。 

 

● 阿部部会長 

  福島県の矢祭町に「もったいない図書館」というものがある。建物は町で作ったが、蔵書は寄

附で揃えている。各家庭には眠っている本がある。寄附を受けても整理の問題があるが、そこは

ボランティアで行ったそうだ。通常購入の他に、寄附を受け入れれば本が揃うと思う。 

 

◎ 小林委員 

  購入の他に寄附を活用できれば少ない予算でもちがってくる。 

 

● 阿部部会長 

  本の整理はボランティアを活用すれば可能だと思う。 

 

◎ 吉田委員 

  ６ページに「（１）たくましく社会を生き抜く力の養成を図る自然体験活動の推進」とあるが、

たくましさは大事なキーワードだが、それに続くのが自然体験活動だけではちょっと尻すぼみな

感じがする。自分が就職活動をしていたときには、「就活うつ」とか「就活自殺」という言葉を

聞いたことはなかったが、社会環境の変化であったり、企業内教育の力が下がったりしているの

だと思う。企業でも研修費に充てる予算が減っていて、社員としてだけでなく、一人前の社会人

に叱咤激励して育てる機能が下がっているのだと思う。たくましさに関し、心持ちの強さという

か、分かりやすい例でいうと、東日本大震災のように経験したことがない出来事から回復してい

く力、どうにもならない出来事に陥ったところから回復していく力の養成みたいなものが、どう

いう教科の枠に入ってくるのかは分からないが、最も大事なことだと思う。 

 

● 阿部部会長 

  そういう意味ではキャリア教育とも関わる。多面的にものを見るとか、俯瞰的にものを見る力

とか、ある種批判的に状況を解釈できる力とか、一方では素直さが大事である。秋田の子どもた

ちは素直でよいが、素直さと俯瞰的に見たり批判的に見たりする力は両立すると思う。両立させ

るような教育は各教科でもやると思うが、一方で、キャリア教育の中でそれができるし、総合学

習でもできる。吉田委員の発言の内容は、体験活動よりキャリア教育に関わることだと思う。 

 

◎ 小林委員 

  （１）の見出しが内容と合っていないのでないか。 

 

● 阿部部会長 

  たくましさというのはもっと多様なものではある。  
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◎ 小林委員 

  自然体験活動を挙げるのであれば、表現がちょっと大上段すぎるのでないかということだと思

う。 

 

● 阿部部会長 

  体験活動の充実ということからすれば見出しを変えるか、場合によっては吉田委員が話した内

容と合わせてキャリア教育のところに書くことも考えられる。秋田県は被害が少なかったが、東

北は震災を経験した。絶望的な状況の中から立ち上がっていくことができるものの見方とか、

様々な状況の中で俯瞰的・批判的に自分を見ることができるものの見方は必要だと思う。キャリ

ア教育のところにつなげて書いてはどうだろうか。全教科の中でのキャリア教育ということは吉

田委員の発言ともつながる。 

  最後にその他について。ここは全く異質なものが一緒になっている部分である。 

  加藤委員、インターネットについての記述はこれでよいか。 

 

◎ 加藤委員 

県の方でも研修会、講習会を行っているし、学校に絡む相談もやってもらっている。この程度

で十分だと思う。 

（２）の貴重な文化遺産を後世に引き継ぐことに関しては、秋田県は民謡や民俗芸能が日本一

盛んだと思うが、どんどん後継者がいなくなってきている。民謡界では４０歳代が抜けている。

５０歳代より上はいる。下は小学校、中学校にいる。各市町村等で大会を開いているのでだいぶ

底上げが図られているが、男の子の場合は声変わりのとき、女の子の場合は高校に入るときや部

活動を始めるときにやめてしまうことが多い。せっかく一生懸命勉強してきたことがつながらな

くなるので、できればつなげていくような体制で、秋田の財産である民謡や伝統芸能を継承して

いけるような形にしてもらいたい。 

 

● 阿部部会長 

  具体的な施策としてはどういうことが考えられるか。 

 

◎ 加藤委員 

プロを連れてきて授業をしてもらうとお金がかかるので、その辺をバックアップしてはどうか。 

 

□ 佐々木文化財保護室長 

  文化財保護室としては、担い手を育成していくため発表機会を設けている。また、後継者育成

のため、モデル事業として学校や老人施設を巻き込んだ形で公開する機会を設けることができな

いかを考えている。 

 

◎ 加藤委員 

  国文祭が秋田県で開催されるので、国文祭を契機に保存・継承につながればいいと思う。 
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● 阿部部会長 

  秋田は祭りもある。無形民俗文化財の数は日本一である。祭りが地域のつながりを支える重要

な要素であるので、祭りが失われていくと秋田のよさが減っていくような気がする。そういう意

味で発表機会は必要である。 

 

◎ 吉田委員 

私は地元が土崎で、祭り公欠というのがあった。全県的には、祭りに参加する場合を公欠とし

て扱うということはあるのか。  

 

□ 吉川教育次長 

公欠として扱う市町村教育委員会があるかどうかは承知していないが、角館の祭りのときは普

段より早く学校が終わっている。各市町村教育委員会の判断である。 

 

◎ 浅利委員 

藤里町では公民館授業の中でそういうケースがあって、人形教室とか郷土芸能コースがあって、

祭りの日に当たっているときは代休をとってもらうようにしている。 

 

● 阿部部会長 

  総合学習の時間に祭り、例えば、大仙市のように大綱引きづくりを取り入れて、地域住民や保

護者と子どもがいっしょになって綱をつくりあげるとか、積極的に関わり合って、地域が祭りで

共同体としてつながっていることが教育にも生きて、学校と地域の結び付きが強まるということ

もある。地域と学校の結び付きの強さは秋田の底力の一つだと思う。 

  先ほどの豊田委員の発言は、７ページの（１）と（４）に関してということになるが、インタ

ーネットから守るだけでなく積極的に活用することとの両面が必要だということ、それからイノ

ベーションに関してということを加筆してもらいたいと思う。 

 

◎ 豊田委員 

できればまとめて提言１の方にもっていってもらいたい。 

 

● 阿部部会長 

  二重に記載してもいい。 

  （３）はもちろん国の問題ではあるが、県でも情報提供に加え、県独自の施策についても書い

てほしい。 

  （５）についてはこれでよいか。 

 

◎ 小林委員 

  基本的には大学コンソーシアムあきたをもっと活性化しなければいけないと思っているが、大

学間連携をもっと進めようという意識に各大学がなっていない。この前議論したときには、とり

あえず大学の中で一番の共通課題は何かといったときに、職員の専門化が大学運営の中では今後

大事になってくるという話しがあって、その部分をコンソーシアムに加入している大学が一緒に
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考えることから始めていってはどうだろうかということになった。背景がいろいろあるので、こ

の辺でいいのかなと思う。 

 

● 阿部部会長 

  このほか、全体を通じて是非ということがあればお願いする。 

  この後、事務局と私とで提言書案を今のご意見を生かしながらつくり上げていくが、その後、

委員の皆様に確認し、修正が必要であれば直しをかける。提言書案に関する議論はここまでとし

たい。 

  続いて、資料－３「第２期あきたの教育振興に関する基本計画（仮称）（案）」をご覧いただき

たい。これは県の教育委員会がつくるものなので、これに対して部会から何か提言するというこ

とはないが、昨年度、この部会で議論して提言し、策定された「第２期ふるさと秋田元気創造プ

ラン」にぶら下がる、教育に関する個別計画として、現在、このような状況で進んでいるという

ことの紹介である。事務局から説明をお願いする。 

 

□ 金田教育庁総務課長 

  資料－３をご覧願いたい。 

教育基本法第１７条第２項において、地方公共団体は、国が定める教育振興基本計画を参酌し、

地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を

定めるよう努めることとされている。 

  これを受け、本県では、第１回部会で参考資料として皆様にも配付したが、「あきたの教育振

興に関する基本計画」を策定している。この計画の期間が今年度までとなっていることから、昨

年度、この部会で検討していただいた「第２期ふるさと秋田元気創造プラン 教育・人づくり戦

略」を踏まえ、教育庁内において、現在、次期計画の策定作業を進めている。 

  この度、たたき台となる案が完成したので、その内容を皆様にご紹介する。 

  まず、資料－３の３枚目の目次をご覧願いたい。計画は、全部で５章から成る。第Ⅰ章が計画

策定の趣旨等、第Ⅱ章が現状と課題、第Ⅲ章が目指す姿、第Ⅳ章が教育行政施策に関する基本的

な方向性、そして、第Ⅴ章が計画の推進に向けた体制等となっている。 

  １８ページをお開き願いたい。ここには、プランの施策体系と基本計画の施策体系を記載して

いる。 

  まず、計画期間だが、左上に記載してあるとおり、プランは、平成２６年度から２９年度まで

の４年間となっている。一方、基本計画は、２７年度から３１年度までの５年間を予定している。

これは、参酌することとなっている国の計画期間が５年となっていることなどによる。 

  左側に記載しているプランは、高等教育、国際交流分野も含め、７つの施策から成る。一方、

基本計画については、教育委員会が所管する分野に関して定め、６つの基本方向から成っており、

その対応関係は、プランの施策体系右側の黒の矢印で示しているとおりである。 

  目指す人材育成像だが、プランについては、左上の「戦略の目標」のアンダーラインを引いた

部分、基本計画は１８ページ真ん中に記載しているとおりであり、ともに、「高い志をもち、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の育成」としている。 

  そして、その目指す姿実現のため、３つの目標を立て、目標１を「全国トップレベルの学力と

高い志を育てる教育の充実」、目標２を「心を育み自立を支える教育の推進」、目標３を「地域
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と共に取り組む多様な教育活動の展開」としている。 

  その上で、この３つの目標を実現するため、先ほど説明したが、６つの基本方向を定め、その

内訳として、１９ページ左側に記載している１６本の施策の柱を立て、さらに、施策の柱ごとに

基本方針を定めている。 

  また、基本方向ごとに主な推進指標を定めている。指標に関しては、例として２３ページをお

開き願いたい。プランに掲げる指標について３１年度までの目標値を設定するほか、基本計画独

自の指標を追加している。 

  以上が、次期、教育振興基本計画の主な内容である。この計画については、この後も検討を加

え、３月末の完成を予定している 

 

● 阿部部会長 

  この計画は、県教育委員会で独自につくるものであるが、御意見があれば参考にしたいという

ことである。何かお気づきの点があればお願いする。 

  学校間格差の改善、少人数学習、探求型学習の推進など的確な内容になっていると思う。 

  

◎ 安藤委員 

  ２３ページの指標「地域医療体験学習参加者数（公立高校）」だが、平成２５年度の現状値が

８１人、３１年度の目標値が９０人と、少ない気がするが、どういった体験学習を挙げているの

か。 

 

□ 鎌田高校教育課長 

  高校教育課では地域医療を支えるドクター育成事業を行っている。その中で、実際の医療現場

を体験してもらうため、県北、中央、県南の三地区に分け、地域病院や中核病院と分けて生徒を

行かせている。その他に秋田大学附属病院のインターンシップでも受け入れてもらっている。受

入側の人数制限もあり、こうした人数となっている。 

 

◎ 安藤委員 

  看護関係であればかなりの数の高校生が体験活動を行っているので、地域医療体験学習という

のがどのような範囲を指しているのかを知りたかった。 

 

□ 鎌田高校教育課長 

  これは、将来、医師になることを志し、医学部医学科を目指す生徒を対象にしている。 

 

● 阿部部会長 

  ３３ページの（２）②の主な取組の「外部指導者の活用による運動部指導者の資質向上」につ

いてだが、外部指導者と教員の役割分担という要素をできれば入れていただければよりよいので

はないかと思う。それによって時間の余裕が生まれ授業研究の質が向上する。まして、英語教育

の早期化や道徳の教科化といった新しい事態への対応が必要になるほか、探求型学習を大事にし

ようとすれば、それだけ授業の準備が必要になる。 

  計画については、提言書の議論も踏まえていただき、変えられるところがあれば変えていただ
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けたらと思う。 

今年度の部会はこれで終わりだが、委員の任期は２年なため、来年度も部会が開催されるので

よろしくお願いする。秋田の教育を様々な角度から、教育委員会とは違った角度から見て提言す

ることは意味があることだと思うので、部会での意見を生かして提言書を完成させたい。 

 

□ 金田教育庁総務課長 

  本日いただいたご意見を参考に、事務局において、部会長と相談し、提言書を完成させ、全体

の事務局である総合政策課に提出させていただく。 

 

□ 吉川教育次長 

  これまでの部会の審議ありがとうございました。やらなければならないことはたくさんあるが、

日本一の少子高齢化県であり、教育でもなんとかしなければいけないと考えている。これまで貴

重な御意見をいただいた。本日、少し説明したが、来年度から次期基本計画がスタートする。提

言を踏まえながらがんばっていきたいと思う。 

 

□ 事務局 

  以上をもって、今年度の教育・人づくり部会を閉会する。 

 

〈 終 了 〉 


