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１ 本部提案作成の経緯

年 月 本部提案テーマと学習指導要領改訂の動向

26 10 「次期学習指導要領改訂に向けて」 そのⅠ

11 文科省 諮問 「教育課程の基準等の在り方について」

27 5 「次期学習指導要領改訂に向けて」 そのⅡ

8 教育課程企画特別部会 報告 「論点整理」

27 10 学習指導要領改訂への提言（中間まとめ）

28 5 学習指導要領改訂への提言

8 教育課程部会 報告 「審議のまとめについて」

10 地域創生に資する商業教育の在り方について

12 中教審 答申 「学習指導要領等の改善等について」

29 3 文科省 告示 「幼、小、中の学校学習指導要領等の改正」

5 地域創生に資する商業教育の在り方について Ⅱ

■テーマ設定の趣旨■



学習指導要領改訂への提言（平成２８年５月）のポイント

１ 観光に関する知識と技術を習得させ、観光の振興に取り組む態度を育成する学
習の一層の充実
２ ビジネスにおけるコミュニケーションに関する学習の充実
３ マーケティングと広告・販売促進に関する知識と技術の一体的な習得
４ ビジネスに関わるマネジメントに関する学習の充実
５ 経済のグローバル化に関する学習の充実
６ 情報通信ネットワークを活用したビジネスに関する学習の充実
７ プログラミングとシステム開発に関する知識と技術の一体的な習得
８ 情報通信ネットワークの構築・運用管理とセキュリティに関する学習の重点化

資質・能力の育成に向けた教育内容の改善・充実（平成２８年１２月中教審答申）

（１） 「商業教育」を「ビジネス教育」と位置付けた現行の学習指導要領の基本的な
考え方を継承しつつ、グローバル化、高度情報化、サービス経済化、知識基盤社
会への対応、地域創生、社会貢献、起業家精神などの人材育成の視点により、こ
れからの時代の変化に対応するビジネス教育に発展させる。

（２）職業人として育成すべき資質・能力を踏まえ、経済的・職業的自立を目的とす
るキャリア教育としてのビジネス教育の充実を図る。



（教育再生実行会議（第六次提言））平成２７年３月

「学び続ける」社会，全員参加型社会，地方創生を実現する
教育の在り方について
・地域を担う人材の育成
・教育機関を核とした地域活性化

平成２６年１０月 （文部科学省） 地方創生を担う人材の育成について

・地元企業のニーズに応じた地域産業を支える人材の育成
・地域産業を「生み出す」人材の育成
・地域を理解し愛着を持つ人材の育成
・地域の関係者をつなぎ地域活性化に貢献する人材の育成

２ 地域創生に資する教育に関する国の取組

平成２８年１月（文部科学省） 「次世代の学校・地域」創生プラン

・地域と学校の連携・協働に向けた改革については、地域の人々と
目標や ビジョンを共有し、地域と一体となって子供たちを育む「地
域とともにある学校」への転換を図る。

平成２８年１２月中教審答申 「次世代の学校・地域」創生プランとの連携

社会に開かれた教育課程の実現を中心に据えつつ「次世代の学校・地域」を創生する



■テーマ設定の趣旨■

１ 「学習指導要領改訂への提言（平成２８年５月）」で，これから時代
の変化に対応する人材育成のキーワードとして示された。

２ 国が地方創生の取組として示している「地域の人材育成」は，商
業教育の目標と親和性が高い。

３ 地域と学校の連携・協働に向けた改革の取組は，学習指導要領
等の理念を実現するために必要な教育課程改善の方向性と軌を一
にする



■前回調査（H28.10）のおさらい■

○地域への就職状況
就職率 ４２．９％（最高６９．６％ 最低１１．９％）
同一都道府県への就職 ７９．４％（最高 １００％ 最低３０．９％）
今後の傾向 進学・就職同程度 ４３％

進学の増加 ４９％
就職の増加 ８％

○地元企業に就職しない理由
・働きたい職種がない ５６校（３２．３％）
・地域にとらわれずに働きたい ５３校（３０．６％）

○企業の求める人材ニーズに対応する生徒の能力
・コミュニケーション能力 ９９．０％
・基礎的な学力 ８４．７％
・礼儀作法，マナー ７７．８％

地域創生で期待される地域を担う人材の育成に貢献している

地域を理解し愛着を持つ人材の育成が課題

人間としての基礎力重視



○地域との連携状況
企業 ８５％
地域社会 ６８％
大学・短大 ６７％
専門学校 ４６％
保護者・ＰＴＡ ３４％
小・中学校 ３２％
連携していない ２％

○連携の効果
勤労意欲・職業意識の向上 ８５％
相互理解・情報共有 ６６％
学ぶ意欲の高揚 ６３％
協力体制 ５５％
学力向上 ３３％

既に大多数が地域との連携を実施

多くの取組で，連携による効果が認められる



■今回のアンケートの概要■

Ⅰ 地域創生に資する取組の現状と課題

問１ 地域創生に資する商業高校の役割や地域からの期待について

問２ 商業高校が地域創生に資する活動を推進する目的や効果について

問３ 組織及び実施上の課題について

Ⅱ 地域創生に資する取組の展望について

問１ 地域創生に資する人材育成の取組について

問２ 地域創生に係る個別の取組について

問３ 各都道府県の特色ある実践事例



［Ⅰ］地域創生に資する取組の現状と課題

問１ 地域創生に資する商業高校の役割や

地域からの期待について□□□□□



重要性（１位３ポイント×学校数＋２位２ポイント×学校数＋３位１ポイント×学校数）÷３００

重要性の高い取組
ア 将来地域の企業に就職する人材の育成

地域からの期待の高い取組
ア 地域の企業に就職する人材
イ 地域の活動に参加する人材
ウ 地域活動への専科



選択肢
現在取
り組んで
いる

将来取
り組む必
要がある

地域か
ら要望あ
れば検討

４ 予定
なし

実施率

ア 将来、地域の企業に就職する人材の育成 92 5 3 0 92.0%

イ 将来、地域の活動に参画する人材の育成 73 19 7 1 73.0%

ウ 地域が実施する活動への学校としての参加・
貢献

84 6 9 1 84.0%

エ 学校が主体となって地域を活性化する行事や
事業等を行う取組

55 22 17 6 55.0%

オ 地域の小・中学校等と連携した教育の推進 50 24 21 5 50.0%

カ 地域の大学等と連携した教育の推進 56 24 13 7 56.0%

キ 生涯学習の場としての学校の開放 30 20 36 14 30.0%

（３）取組状況





［Ⅰ］地域創生に資する取組の現状と課題

問２ 商業高校が地域創生に資する活動を推

進する目的や効果について□□□□□
訂正

（１）商業高校が地域創生に資する活動に取り組むことの目的として項目群
ア～コに示した各項目について，項目群ア～クの中から重要と思われる順に
３つまで選んでください。





効果の
期待度

効果の
重視度

活動の目的

高い

高い

ア 地域企業からの求人の拡大
ウ 地域で活躍する生徒の育成
ケ 生徒の豊かな人間性の育成
オ 学校や商業教育に関する理解の促進
キ 商業を学ぶ意欲の向上
ク ビジネスの実践力の育成

低い
イ 地域に就職を希望する生徒の増加
エ 生徒募集の改善
コ 学校自体の活性化

低い

高い

低い カ 大学等との接続の改善

期待度できる効果とその重視度



［Ⅰ］地域創生に資する取組の現状と課題

問３ 組織及び実施上の課題について









教員 休日，時間外の服務 ／ 多忙感，負担感への対応
指導力の向上 ／ 指導内容や教材の工夫
取組への理解

組織 地域，企業等による支援体制の整備 ／ 行政による制度的支援
校内の組織の整備
地域側との定期的な情報交換
外部アドバイザー ・ コーディネーターの活用
地域コミュニティーへの参加

生徒 参加生徒の確保
危険防止，危機管理体制の整備
教育課程上の位置づけ，成績評価，単位認定等との関連の整理

費用 取組に係る予算の確保
生徒活動予算の確保

その他 地域の魅力の発信
地域自体の活性化・地域求人の増
検定重視からの脱却
取組に関する地域の理解・関心の喚起
大学等と連携した先端的取組
地域のニーズの把握

（４）推進上の課題



［Ⅱ］地域創生に資する取組の展望について

問１ 地域創生に資する人材を育成する視点から，
今後重視したい取組 □□□□□







■終わりに■
地域創生に資する商業教育

・ 地域の活動に貢献する取り組みは、多くの学校が実施している。
・ 学校が核となった活動を推進するためには、国や自治体等の組織的支援
が課題

推進上の課題
・教員の服務、負担感の解消、活動予算の確保

・外部アドバイザー、コーデｨネーターの活用

○ 校内組織的の整備

○ 行政や地域組織、企業等による支援体制の整備

・ 地域と連携した取り組みにより、「人間性の育成」、「ビジネスの実戦力の
向上」、「地域で活躍する生徒の育成」 などの効果が期待され、多くの学校
が取り組んでいる。

・地域を理解し愛着を持つ人材の育成という視点での小・中学校や大学との
連携に関する検討が課題。

○地域を担う人材の育成

○教育機関を核とした地域活性化


