
資料１

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

　平成２７年度「提言」に対する平成２８年度の取組状況

№ 部会等での意見
議事録
ページ

現状・方向、課題

1-1

○創造力を豊かにする取組

　今の時代は「新しいものを作り上げる」、「無から有を出す」という、創造力を豊
かにする教育がマッチしていると思う。将来の秋田のリーダーを育成するためにも仕
事を作って生きていく子どもを育てていくことが必要である。

総合政策
審議会意
見①,⑤,
⑩

（義務教育課）
　県内の各小・中学校においては、「地域に根ざしたキャリア教育」として、地域の伝統文化にふれさせたり、地
域の産業に関わらせたりしながら、将来の生き方を考えさせる取組を推進している。
　今年度からの新規事業である文部科学省の「起業体験推進事業」において、大館市及び八峰町を推進地域として
指定し、学校と地域・産業界との連携を深め、県内のキャリア教育の気運を高めたいと考えている。本事業におい
ては、「起業家精神（チャレンジ精神、創造性、探究心等）」や「起業家的資質・能力（情報収集・分析力、判断
力、実行力、リーダーシップ、コミュニケーション力等）」を有する人材を育成するなどの取組を行っている。

（高校教育課）
　グローバル化の進展や産業構造の高度化に対応し、新しい価値を創造するためには、学んだ知識や技能を活用
し、課題を発見し、解決する力や主体性をもって多様な人々と協働する態度が必要である。高等学校では、総合的
な学習の時間等において、生徒自らがテーマを設定し、そのテーマについて探究する活動を行っている。また、工
業高校や農業高校等では地域と連携しながら、ものづくりや商品開発を行っている。今後も地域と連携しながら生
徒の創造力等を育む取組を進めていきたい。

1-2

○海外展開につながりやすい情報産業に係る人材の育成

　ソフトウエア事業などの情報産業は、秋田にいながら海外展開しやすい分野であ
る。教育面でそのような人材を育成すれば、グローバル人材の育成にもつながる。

総合政策
審議会意
見 ⑦

（高校教育課）
　情報関連企業に係る人材育成に向けて、地域企業の外部人材による、情報技術に関する授業や実習を専門高校等
で実施している。タブレットで動作するアプリの開発、小型マイコンによる制御技術やネットワーク技術の習得な
どを学び、実践力の育成を図っている。情報関連企業が持っている最新の技術を学ぶことにより、地域企業への定
着を視野に入れ、グローバル人材の育成につながる取組を推進していく。

第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける平成２８年度の取組状況と第１回教育・人づくり部会等における意見の整理
　　　　　　　　　　　　　　

・「将来設計ガイダンス」について、これまでの「宿泊」のほか「日帰り」での参加を可能とするほか、講師やパネルディスカッションのパネリストに県内出身の大学生等を招聘するなど、生徒が一層主体的に進路に
ついて考える機会を充実
・キャリアアドバイザー等を活用した地域や学校の特色に応じたキャリア教育の推進
・キャリアアドバイザー13名・就職支援員25名による就職情報ネットワークを活用した求人情報等の共有及び企業情報の提供等
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資料１
施策２　確かな学力の定着と独創性や表現力の育成

　平成２７年度「提言」に対する平成２８年度の取組状況

№ 部会等での意見
議事録
ページ

現状・方向、課題

2-1

○低学年の児童・幼児からの理数教育

　航空機関連産業の人材育成など、これからの秋田の産業構造を考えると、理数教育
の推進に努めて、企業の誘致と結びつくようなキャリア教育が必要と考える。子ども
の関心は１０歳までに決まるという話もあるが、現在は小学校３年生から理科が始ま
る状況。学校教育以外も含めて、さらに早い段階から理科・数学・算数の取組を検討
する余地はないか。

専門部会
議事録
P12

（幼保推進課）
　幼稚園や保育所等では、日常の生活や遊びの中で身近な動植物に接したり、自然物を遊びに取り入れたりする活
動を行っている。また、子どもの科学的好奇心を引き出す素材を提供し、主体的に環境へと関わる工夫も行ってい
る。このような多様な経験の積み重ねを通じて、自然や数量などへの興味・関心を高めている。

（義務教育課）
　県学習状況調査（平成27年度）では、理科が好きな小学生の割合が、４～６年生の平均で約89％、中でも４年生
は約93％となっている。また、全国学力・学習状況調査（平成27年度）では、自然の中で遊んだり自然体験をした
りしたことのある６年生の割合が約94％となっている。このように、本県の小学生は、理科の学習に対する肯定的
な意識が高く、自然環境に直接関わる経験が多い状況にあると言える。
　この背景には、小学校における理科教育の充実に加え、小学校１・２年生で学習する生活科の影響もあるものと
考えられる。生活科の学習では、低学年の児童の特性の一つである自然事象に対する高い関心を基に、自然の不思
議さや面白さを実感する学習活動を取り入れることとしている。今後も、生活科の学習については、小学校３年生
以降の理科の学習を視野に入れ、科学的な見方や考え方の基礎を養う観点から一層の充実が図られるよう、訪問指
導等を通して学校の取組を支援して参りたい。
　一方、全国学力・学習状況調査（平成27年度）では、理科や科学技術に関する職業に就きたいと思っている児童
生徒の割合が、小学校６年生で約34％、中学校３年生で約27％となっており、全国平均値よりは高いものの、他の
質問項目に比べると肯定的な意識は低い。今後、理科と日常生活や社会との関連をこれまで以上に重視しつつ授業
改善に取り組むことができるよう、訪問指導等を通して学校の取組を支援して参りたい。

2-2

○秋田の教育力の発信

　全国的に秋田の教育レベルの高さは知られるようになったが、先生方、子ども、地
域がどのように頑張って学力を向上させてきたかをもっと発信すべきである。特に教
員の質は相当高いと思うが、そこにスポットを当てて発信することで、先生方のやる
気も高まり、教育のレベルがさらに向上するという好循環が生まれると思う。

総合政策
審議会メ
モ ③,⑧

（義務教育課）
　「あきたの教育力発信事業」の一環として、全国学力・学習状況調査が開始された翌年の平成20年から、学力向
上フォーラムを年１回開催している。県外参加者の割合は年々増加し、平成27年度には４割を超えた。会場校の授
業参観や教育専門監の実践紹介、有識者によるパネルディスカッション等を通して、本県の学校で盛んに行われて
いる探究型の授業について、県外参加者に対して効果的に発信できているものと捉えている。また、県教育委員会
及び市町村教育委員会に対する県外からの視察者も年々増加しており、平成27年度には830件、3,600名を超える
方々を受け入れた。
　今年１０月に横手市で開催する学力向上フォーラムでは、各学校の授業改善の取組の確かさや教員の指導力の高
さを、県外参加者に具体的に伝えることができるようにするとともに、県外参加者の反応を県内の学校及び教員に
フィードバックするなどして、本県教育の質的な充実につなげていきたいと考えている。

2-3

○将来ビジョンを描ける英語教育

　英語教育に力を入れていると思うが、将来につながるビジョンを描いて明るい展望
を開いてほしい。例えば、中高一貫教育校において英語教育をもっと強化して国際教
養大学への進学者を増やしたり、国際教養大の県内枠を作ったり、秋田大学国際資源
学部に進学する生徒を育てることが、将来の秋田にプラスになると思われる。

総合政策
審議会意
見 ⑥

（高校教育課）
　秋田南高校では、文部科学省指定のスーパーグローバルハイスクールとして国際教養大学と連携しつつグローバ
ルリーダーの育成に取り組んでいる。また、中等部においても英語コミュニケーション能力の育成を推進し、中・
高を通じて英語による発信力の強化及び国際教育の充実を図っている。

（学術振興課）
　国際教養大では、学部入学定員の２割を県内出身入学者とするという数値目標を掲げているが、これまで達成で
きておらず、大きな課題となっている。大学では、平成２３年度入試から、対象を県内高校生に限定したグローバ
ルセミナー入試を実施するなど改善に努めているが、依然として目標に届いていないことから、平成３２年度に予
定されている国の入試制度改革に合わせて行う大学の入試改革の中で、県内高校生を対象とした新たな地域枠を設
け、県内出身学生を確保することとしている。

・30人程度学級の小学校６年生への拡充（小・中学校全学年での実施）
・学年及び教科の枠を超えた検証改善サイクルの一層の充実を図るため、小・中学校の県学習状況調査に全国学力・学習状況調査のＢ問題のように知識の活用力を問う問題や、高校入試で課題となった問題の類似問題
等を出題
・高校段階での基礎的な学習の達成度の把握と学習指導の改善・充実に向けた高等学校学力・学習状況調査の実施（10月25日）と、小・中学校の結果と連携させるなど分析結果の活用
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資料１
施策３　豊かな心と健やかな体の育成

　平成２７年度「提言」に対する平成２８年度の取組状況

№ 部会等での意見
議事録
ページ 現状・方向、課題

（特になし）

その他（部会に意見を伺いたい事項）　資料２参照

・スキー教室、スケート教室等を実施している小学校への助成
・小・中学校体育授業、中・高運動部活動への外部指導者の派遣
・体育・保健体育科教員の指導力及び資質の向上を図るための研修会の開催
・中・高の運動部活動指導者が合同で実施する講習会や練習等に対する支援（優れた指導者の派遣等）
・児童生徒の生活習慣の改善に向けた学校、家庭、地域が一体となった学校保健活動推進の取組の継続実施、医療関係者など有識者からなる連絡協議会の立ち上げ、成果検証の評価手法の確立等
・望ましい食習慣の定着に向けた学校・家庭・地域連携による食に関する指導全体計画に基づく実践に関わる調査・研究等
・学校給食関係者の資質向上を図るため学校給食の在り方についての研究協議を行う全国学校給食研究協議大会の開催
・学校給食施設の衛生管理向上を図る訪問指導の実施（県内２１箇所）、食物アレルギー対応等研修会の開催（県内３箇所）

①　地域と連携した学校安全の推進について（資料２　ＮＯ.１）
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資料１
施策４　良好で魅力ある学びの場づくり

　平成２７年度「提言」に対する平成２８年度の取組状況

№ 部会等での意見
議事録
ページ

現状・方向、課題

4-1

○地域と一体となったふるさと教育

　子どもたちが県内に残り活躍してもらうためには、ふるさとのよさを発見してもら
うことが必要である。そのためには、これまでのような大人が子どもに教えるのでは
なく、大人と子どもが一緒にふるさとのよさを発見するような、地域と一体になった
教育が必要だと思う。

総合政策
審議会意
見 ④

（義務教育課）
　秋田の未来を担う人材育成の観点から、これまで「わか杉県政体験」等を企画・運営するとともに、地域に根ざ
したキャリア教育を推進してきた。「秋田を支える」という若者の意識を高めるためには、小・中学生のうちから
地元企業や地域の行事に参画させ、様々な体験から得る感動を味わわせるとともに、将来に生きて働く力を身に付
けさせることが大切であると捉えている。
　現在、県内の各学校では、地元企業等と連携した商品開発の取組や、修学旅行等で地域のよさをＰＲする活動、
地域の祭りへの参画や名所での観光ボランティア活動などが盛んに行われ、地域の活性化に貢献するキャリア教育
の充実が図られてきたと言える。このような取組を、県内全ての学校が参加するキャリア教育研究協議会等におい
て発信するなどして、地域と学校が一体となったふるさと教育について今後も啓発を図っていきたい。

（生涯学習課）
　これまで校長の学校運営に対して地域住民が意見を述べる「学校評議員制度」の導入や地域の方々の知識や経験
の活用を図るため、学校の求めに応じて学習機会の充実や環境整備などを行う「学校支援地域本部」の設置を進め
てきた。
　今後は、学校の運営や課題に対して、広く保護者や地域住民が参画する「コミュニティ・スクール」の導入を進
め、学校と地域の連携・共働体制を組織的・継続的に確立し、地域とともにある学校を目指し「ふるさと教育」を
充実させていく。

その他（部会に意見を伺いたい事項）　資料２参照

・コーディネーターを中心として学校・家庭・地域が連携・協力して行う市町村の各種教育支援活動への助成
・全県立学校において整備されているインターネット環境における機器の更新・整備及びネットワーク環境の維持
・インターネットの健全利用を支える仕組みづくりと保護者や教員等を対象にした教育啓発（インターネットの利用に関する指導者の認定・研修、地域サポーターの養成・ネットワークづくり、スマホ断ちキャンプ、
教師用ガイドブックの作成、県庁出前講座等）の実施
・タイ王国交流校との授業交流・研究会等の実施
・県内企業に就職する学生に対する奨学金返還額の一部助成制度の創設
・優れた教科指導力を有する教諭を教科指導ＣＴ（中核教員）に指定
・ベテラン教員が有する優れた指導技術を継承するための教科指導ＣＴの授業を基にした研修会の実施

①　小学校から高校生までを対象にした原則無料の学習塾について（資料２　ＮＯ.２）

②　教育分野における子どもの貧困対策の進め方について（資料２　ＮＯ.３）
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資料１
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

　平成２７年度「提言」に対する平成２８年度の取組状況

№ 部会等での意見
議事録
ページ 現状・方向、課題

5-1

○自ら演劇することを通じたふるさと教育

　青森市では、中学生が自分たちが住む街を勉強して、一つの芝居を作るというワー
クショップをしており、ふるさとへの愛着を高める上で演劇も一つの手段になると感
じている。子どもたちにはこのような取組等を通じて、文化的な人材として秋田に
残ってほしいと思う。
※青森市文化スポーツ振興公社が実施　演劇名「青森市ものがたり」

総合政策
審議会意
見 ⑪

（義務教育課）
　現在、県内の各学校では、伝統文化の継承や観光ボランティア等、地域の特色を生かしたふるさと教育が展開さ
れている。これらの活動を県内全ての校種のキャリア教育担当者が集まる「キャリア教育実践研究協議会」におい
て、実践発表として取り上げたり、県の学力向上支援ＷＥＢに掲載したりして、各校のふるさと教育に対する気運
を高め、「ふるさとを愛し、社会を支える自覚と高い志にあふれる人づくり」を目指している。

（生涯学習課）
　秋田の将来を担う子どもたちが、大壁画「秋田の行事」をはじめとする芸術・文化作品の鑑賞を通じて、自分た
ちが住む地域への理解を深め、ふるさとを愛する心を持つことを目的とした「あきたの子ども文化体験促進事業」
を推進し、参加する小学校に対して支援しており、27年度は事業に参加した51校全てが、地域の魅力等を学校便り
やウェブサイトを通じて発信するなど、ふるさとへの愛着心の涵養が図られている。本事業は、将来的には県内全
ての小学校が参加することを目標としており、平成28年度も引き続き実施している。
　また、文化庁の文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）を活用し、県南の中学校が地元の芸術団体
員を講師として迎え、演劇指導等を受けている。

・「行動人」の育成を目指す「地域活性化支援講座」と「行動人」が講師となる「地域の魅力発信講座」等の開催
・カレッジプラザの運営を通じた県内大学等による公開講座等開催の支援
・「行動人」の活用促進を図るため、「行動人Webサイト」で紹介した「行動人」について生涯学習に関する情報を提供する県の生涯学習支援システム「まなびサポート秋田」への登録を推進
・遺跡見学ツアーや縄文遺産パスポートによるシールラリー、民俗文化財の公開交流事業の継続
・日本遺産認定に向けた取組や特別天然記念物カモシカの通常調査などへの大学生の活用及び大学との連携の検討
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資料１
施策６　高等教育の充実と地域貢献の促進

　平成２７年度「提言」に対する平成２８年度の取組状況

№ 部会等での意見
議事録
ページ 現状・方向、課題

6-1

○高大接続に係る研究について

　新たな大学入試に求められる要素は高校教育等にも重大な関わりがあることから、
県内の高校の先生と大学の先生がチームを組んで、大学入試がどうあるべきかを全国
に先駆けて研究をすることも一つの方法かと思っている。

専門部会
議事録
P10～11

（高校教育課）
　高大接続に関しては、現在、秋田大学で行っている高大接続テキストの作成等に高等学校教員が協力者として参
加し、大学の教員と共同でテキストの作成に当たっている。今後、この内容を発展させ、高大接続のあり方につい
て議論を深められないか、関係機関・大学等と検討していきたい。

（学術振興課）
　新たな大学入試については、今後、平成３２年度の大学入試センター試験改革を見据えて、各大学がそれぞれ求
める学生像に合った学生を確保できるよう、個々の大学において検討を進めていくことになる。検討は当然、高校
の状況を参考にしながら進められていくものと考えているが、高校の教員と大学の教員がチームを組むなどといっ
た検討の体制については各大学の判断に任せており、一つのやり方としてはありうるものと考えている。

6-2

○海外からの留学生が秋田に残る取組

　海外から秋田大学、国際教養大学に留学で来ている学生たちが秋田に残り起業して
もらうストーリーが必要と感じている。

総合政策
審議会意
見 ⑥

（学術振興課）
　国際教養大で受け入れているのは主に短期留学生であり、出身大学に戻って卒業するのが前提となっていること
から、大学卒業後に引き続き秋田県において起業する可能性は低い。また、それ以外の留学生の場合も、卒業時点
で起業できる在留資格に変更するのは難しく、卒業後すぐに起業という道は想定しづらいのが実状である。そのた
め、留学生の県内への定着を考えるに当たっては、将来秋田でビジネスを起こそうと考えてもらえるよう、留学生
に秋田に対する愛着や関心、理解を深めていただくことが第一であり、そのための国際交流事業等の拡充を大学に
対して働きかけていきたいと考えている。

6-3

○国際教養大を海外への観光プロモーションに活用する取組

　観光交流戦略では海外へのプロモーションを強化することとなっているが、国際教
養大を活用して秋田の英語教育など、教育と結びつけたものを入れてはどうか。

総合政策
審議会意
見 ⑨

（学術振興課）
　国際教養大では、留学生を含む同窓会組織のネットワーク化を推進するとともに、その活用等により、大学の情
報発信を充実させることとしているが、地域貢献活動の一環として、そのネットワークを活用した秋田県の観光・
文化情報の発信も図ることとしており、情報発信の手段としての大学の活用は可能である。

その他（部会に意見を伺いたい事項）　資料２参照

・県内大学等が行う魅力的な教育を実現するための教育力向上の取組や、県内入学者の確保・卒業生の県内定着につながる取組への支援

①　専修学校・各種学校等への支援について（資料２　ＮＯ.４）
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資料１
施策７　グローバル社会で活躍できる人材の育成

　平成２７年度「提言」に対する平成２８年度の取組状況

№ 部会等での意見
議事録
ページ 現状・方向、課題

7-1

○民間等と連携した国際化の推進

　国際化という点では、秋田には国際教養大学があるほか、秋田港には外国のクルー
ズ客船が入港したり、トラベルデザイン社のように外国人観光客を呼び込む取組をし
ている方々もいる。このような民間等と連携できればグローバルの部分が広がるので
はないか。

専門部会
議事録
P11～12

（国際課）
　県内の大学等高等教育機関への留学生に対し、県民との国際交流活動を行うことを条件として住居費支援を行っ
ている。
　また、アジアにおけるクルーズ船需要の増大を背景に本県でも誘致活動を進めている中、外国人旅行者の観光・
購買ニーズへの対応には民間と連携した受入環境の整備が重要であり、これを進めている。(港湾空港課の取組）
　そのほか、外国人旅行者の誘客促進のため、秋田空港利用促進協議会や秋田の観光創生推進会議等を活用し、民
間企業・関係団体等と連携しながら対策に取り組んでいる。（観光振興課の取組）

7-2

○海外からの留学生のインターンシップ受入を通じた国際化の推進

　もっと身近で国際化を実感できるように、海外からの大学生を各企業でインターン
シップとして迎えてはどうか。そうのような取組が社員の子どもたちの交流に結びつ
き、グローバル人材の育成につながるのではないか。産業、福祉、医療にもつながっ
ていくと思う。

総合政策
審議会意
見 ⑦

（国際課）
　外国青年である国際交流員を県に配置して、国際理解講座の講師として派遣し、県民の国際理解や国際交流を進
めているが、講座の実施回数が目標に達していない。事業のＰＲに努め、県民の国際理解の推進に努めていく。
　そのほか、友好関係にある各地域と技術者や医療等の専門家、移住者の子孫との交流を行っているが、その中に
は県内の企業や大学、試験研究機関が外国からの研修員を一定期間受け入れて研修を受けてもらうプログラムもあ
る。こうした機会をより増やしたり、周囲に波及するよう取り組んでいく。

（学術振興課）
　県民の国際理解を深め、地域の国際化を進めるためには、小･中･高校生や地域住民と留学生との交流を進めるこ
とが効果的であると考えており、現在は、市町村の国際交流事業や地域の団体等が行うイベント等に留学生を派遣
するなど、県内各地において交流を実施している。企業におけるインターンシップについてもこうした交流の一形
態として考えられることから、企業や留学生のニーズを踏まえて対応するよう大学に働きかけていきたい。

・タイ王国交流校と本県の生徒・教員との相互交流の実施　
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