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障害児就 学指導 審議会専 門委員の 人事に ついて

第２号 議案

宮城県社 会教育 委員の人 事につい て

委 員 長

委員全員 に諮っ た上で， 第１号 議案及び 第２号議 案につ いては， 非開示 情
報 が含まれ る事項 のため， その審 議につい ては秘密 会とす る旨決定 。
会議 録は別紙 のとお り（秘密 会のた め公開し ない）

９

課長 報告等
平 成１９年 ３月高 等学校卒 業者の 就職内定 率につ いて
（ 説明： 高校教育 課長）
「 平成１ ９年３月 高等学 校卒業者 の就職内 定率に ついて」 御説明 申し上げ る。
資 料は， １ページ となる 。
５ 月１５ 日に文部 科学省 から３月 末の就職 内定状 況が発表 になっ た。本県 の就職 内定状
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況は ，就職 希望者６ ，０７ ９人に対 し就職者 ５，７ ４７人で 内定率 は９４． ５％と ，前年
同期 を１． ５ポイン ト上回 った。全 国平均を みると ，昨年同 期を１ ．１ポイ ント上 回る９
３． ９％で あり，本 県は全 国平均に 比べて， ０．６ ポイント 上回っ た。また ，県内 就職希
望者 の割合 は，本県 ８６． ４％，全 国８０． ６％と なってお り，本 県高校生 の地元 志向が
高い ことを 示してい る。
次 に，就 職内定率 の推移 は，平成 １７年度 に引き 続き２年 連続し て全国平 均を上 回り，
高校 生の就 職内定率 全国平 均という ，学力向 上推進 プログラ ムの目 標の一つ を達成 するこ
とが できた 。
こ れまで ，本県高 校生の 就職内定 率は低迷 してお り，各学 校にお いては危 機感を 持ち，
様々 な取組 をしてき たほか ，県教育 委員会と しても 就職支援 スキル アップ事 業や就 職支援
担当 教員の 配置など の事業 を展開し ている。 また， 宮城労働 局など 関係諸機 関の協 力も得
なが ら，新 規高卒者 への就 職支援を 行ってき たこと に加え， 景気も 回復傾向 にある ことか
ら， 内定率 が向上し たもの と考えて いる。
今 後も， 各関係機 関と連 携を図り ながら就 職内定 率の向上 に努め ていく。
以 上のと おり御報 告申し 上げる。
（質

疑）

櫻井委員

記憶が定 かでは ないが， 同じ東 北六県に あっても 非常に 就職内定 率が高 い
県 もあると 記憶し ている。 位置的 なことだ けがすべ てでは ないと私 も理解 し
て いるが， 同じ東 北にあっ て全国 でもトッ プレベル の就職 率を誇る 県と我 が
宮 城県とは どこが 大きく違 うのか 教えてほ しい。

高校 教育課 長

この春の 卒業者 の状況で 申し上 げれば， 全国的に 一番内 定率が高 いのは 福
島 県であり ９８． ９％にな ってい る。また ，秋田県 が第５ 位で９７ ．９％ と
な っている 。そう した中， 宮城県 は東北の 中で内定 率トッ プとはな ってい な
い 。その理 由とし てはいろ いろと あるが， 地元志向 が極め て高いと いうこ と
も その中の 一つと 推測して いる。 どうして も地元宮 城に就 職ができ るとこ ろ
が あればと いうこ とで，探 す傾向 が本県の 場合は強 い。他 県の場合 は，先 ず
宮 城の職場 をとい うことで ，宮城 であれば 就職先が たくさ んあるの で，逆 に
宮 城をター ゲット にして来 るとい うことも ある。そ のよう なことか ら，東 北
の 他県の就 職を希 望する生 徒と競 い合って も勝てる ような 職業観な り就職 に
対 する意識 をさら に高める 必要が あると感 じている 。

桜 井 委 員

確かに宮 城県の 場合は， 他の県 から見れ ば就職し たくな るような 企業と い
う か都市と いうの があると 思うが ，そのよ うな意味 で就職 が厳しい という の
は 良くわか る。し かし，子 育てを している と，親亡 き後い かに自立 をして 生
き るか，教 育とい うのは自 立を促 すという こともあ ると思 う。昨今 のいろ い
ろ な事件を 見てい ると高卒 であれ 大卒であ れ，親元 を離れ て一人で 知らな い
土 地に行っ て仕事 を探して 就職す るという ことを， 親が仕 向ける方 向に教 育
を しないと いけな いと思う 。親元 のぬるま 湯につか った生 活をして いると ，
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自 立という のが遠 のくよう な気が している 。就職活 動の時 における 地元志 向
は 納得でき るが， 教育的配 慮から なるべく 親元から 離れて チャレン ジする と
い うことを 進める ような教 育は宮 城県では している のか。
高校 教育課 長

各学校に おいて ，就職を 希望し ている生 徒には， それぞ れ工夫を しなが ら
指 導をして いる。 その中に は，保 護者も入 れての三 者面談 などで自 分の職 業
は どういっ た職業 が適して いるか ，どの地 域で就職 をする のかなど も併せ て
指 導をして いると ころであ る。そ ういった 中で，必 ずしも 地元でな くとい っ
た 話をする 場合も ある。そ の辺は 親御さん も地元か ら離し たくない という 希
望 が強いよ うに感 じている 。今， 委員から 意見があ ったこ とも含め て今後 そ
れ ぞれの学 校で面 談を通し て意識 をさらに 高める指 導をし なければ ならな い
と 考えてい る。

藤村委員長

この就職 内定率 の推移を 見ると ，全国平 均よりも かなり 変動が大 きい。 地
元 志向とい うこと だけでそ の辺の 説明がつ くのかど うか。 何か特別 な事情 が
あ るのでは ないか 。

高校 教育課 長

これにつ いては ，景気変 動の要 素がかな り大きい と思っ ている。

藤村委員長

すると， 本県の 人達はそ れに左 右されや すいとい うこと なのか。

佐々 木教育 長

平成１６ 年，１ ７年度と 再生戦 略事業の 中でジョ ブサポ ートとい う就職 支
援 のサポー トを５ ０校実施 してき た。その ような施 策を講 じてきた 効果が 数
値 として出 てきた ものと思 われる 。ハロー ワークを 辞めた 方など， そうい っ
た 方々が会 社を発 掘してき ており ，そのよ うなこと でじわ じわと効 果が現 れ
て きている のでは ないかと 思われ る。

藤村委員長

すると， 平成１ ６年度， １７年 度に行っ たような 施策を 今後ます ます推 進
し ていくと いうこ とか。

佐々 木教育 長

それは再 生戦略 事業とし て次元 的に行っ た事業で あり， １６，１ ７に限 っ
て 実施し， １８年 度も継続 してや ったが， １９年度 からは ゼロであ る。再 生
戦 略事業で やった ノウハウ を現場 できちん と吸収し て，今 度はそれ をきち ん
と 活かして いくこ とも考え ，でき るだけ傾 向は持続 して参 りたい。

佐々木委員

表の見方 を教え てほしい 。高校 の卒業生 のすべて が進学 希望か就 職希望 と
考 えていい のか。 つまり進 学希望 者と就職 希望者の ほかに ，何も目 的なく 卒
業 していく 生徒が いると考 えたほ うがいい のか。

高校 教育課 長

この資料 に出て いる数字 は，生 徒の中で 公務員も 含めて 就職を希 望して い
る 生徒であ る。生 徒の希望 の中に はその他 に専門学 校，大 学等とい うこと で
い ろいろな 希望に 分かれて 統計を 取ってい る。

佐々木委員

高校教育 の目的 の大きな 一つに ，卒業し たあとの 進路な り生き方 の教育 も
あ ると思う が，進 学希望者 以外は 就職希望 者に含ま れてい て，卒業 したけ れ
ど 明確な進 路が定 まらない ままい るという 子供達の 割合が どれぐら いいる か
を 把握する ために はどこを 見ると わかるの か。最近 は，高 校卒業し た後も 高
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校 教育を生 かせな いままと いうか ，目標が 定まらな いまま 卒業して いる子 供
達 も多いよ うに思 うがどう か。
高校 教育課 長

就職も進 学もし ないとい う進路 未決定の 生徒も若 干いる 。そのよ うな生 徒
が できるだ け少な くなるよ うにと いうこと で指導を してい るが，現 時点で 進
路 未決定者 という 進学も就 職もは っきりし ないとい う者は ３月末現 在で２ ５
６ 名となっ ている 。２３， ０００ 名余りの 卒業者の うち２ ６５名で ある。

佐々木委員

そういう 人達に 対する， 高校で のサポー トシステ ムなど はあるの か。

高校 教育課 長

進路未決 定の生 徒達につ いては ，高校卒 業時点ま ではい ろいろな 形で指 導
し ているが ，卒業 してしま った後 は，なか なか学校 に呼ん で指導す ること は
現 状として は難し い状況に ある。 就職を希 望してい る生徒 について は卒業 以
後 も面談等 を通し て，いろ いろな 形で就職 希望の実 現を目 指して指 導して い
る が，どち らとも 決まらな い未決 定者につ いてはな かなか 難しい。

小野寺委員

平成１９ 年度の 施策の事 業報告 を見ると 宮城県の 場合， 新規の高 卒者の 早
期 離職が全 国平均 と比べて 高い。 あるいは フリータ ーやニ ートの増 加率も 全
国 平均を上 回って いる。そ の辺の 実態とか 背景とか を分析 して，対 応策な り
支 援策なり を立て る必要が あると 思う。就 職を取り 巻く環 境は，都 市部と 地
方 との格差 があり 地方によ っては 依然とし て厳しい 状況に ある。あ るいは 求
人 希望と求 職希望 の不適合 がある と思う。
二つ目は ，仕事 に対する 生徒の 意識，考 え方の問 題があ る。働く ことへ の
関 心とか目 的意識 とか，将 来を設 計する態 度という のが弱 くなって いると い
う 感じを持 ってい る。これ はなか なか学校 教育だけ ではで きない。 私は学 校
教 育によっ て学ぶ ことと働 くこと について の指導は ，もう 一歩踏み 込んで 考
え ていかな くては ならない という 考えを持 っている 。進路 を選択す る能力 と
か 職業観と か，勤 労観を育 てる指 導などが 大切だと 思って いる。宮 城県で も
学 力の向上 と進路 希望の実 現とい うのを重 点施策と して出 している が，そ の
辺 の取組に ついて どうなの か伺い たい。
併せて， 高校の 学科とか コース の問題で あるが， 志願者 の状況を 見ると 定
員 に満たな いよう なところ も出て くるが， その辺の 社会変 化に応じ た検討 と
い うものも 必要で はないか という 感じをし ている。 その辺 りについ て伺い た
い。

高校 教育課 長

私のとこ ろで今 お答えで きる範 囲で答え たい。求 人と求 職のマッ チング の
問 題が最初 にあっ たかと思 うが， これにつ いてはで きるだ け仕事の 内容を 把
握 した上で 高校生 が就職で きるよ うにとい うことで ，イン ターンシ ップと い
う 形で１週 間なり 何日間か ，実際 に企業に 行って体 験活動 するとい うよう な
こ との取組 が始ま っている 。この ようなも のを普及 してい って，で きるだ け
実 態を把握 した上 で職に就 くとい うような ことが必 要だと 考えてい る。
それから 職業に 対する意 識の啓 発の問題 であるが ，これ について は，企 業
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か ら学校に 講師を 招いて講 演する など意識 を啓発す るとい うような 取組も 現
在 進めてい るとこ ろである 。学科 を問わず 就職を希 望する 生徒に対 する意 識
づ けという 意味で は，大変 重要な ことでは ないかと 考えて いる。こ れにつ い
て は、今後 とも学 校を指導 してさ らに進め て行きた いと考 えている 。
学科コー ス，定 員との関 係につ いては， 今後の大 きな課 題である と思っ て
い る。
小野寺委員

キャリア 教育の 推進を重 点施策 に挙げて いるが， その辺 の取組は どうか 。

高校 教育課 長

今年度実 施する キャリア 教育に 関する取 組として は，事 業名とし て，職 業
観 を育む支 援事業 ，キャリ ア教育 総合推進 事業の二 つを大 きく挙げ ている 。
さ らには進 路関係 の研修会 等を実 施してい くという ことで ，生徒に 対する 職
業 観を育む 指導を 進めてい きたい と考えて いる。

山 田 委 員

都市部に 比べて 郡部の方 は経済 的にも厳 しい状況 が続い ていると ころで あ
る が，その ような 中で都市 部の高 校と郡部 の高校と 就職内 定率に差 がある の
か 。それか ら，郡 部から都 市部に 就職とし て流れて いる生 徒の割合 はどれ く
ら いあるの か。デ ータ的に 分かれ ば教えて ほしい。

高校 教育課 長

労働局に 提供し ているも のがあ るが ，そ れによる と地域に よって 差がある 。
築 館でいえ ば１０ ０％で， それに 対して仙 台では９ １．９ ％となっ ている 。
そ れほどは 大きな 差ではな いが， ９ポイン トぐらい の差が ある。必 ずしも 仙
台 の方が高 いとい うことで もない 数字にな っている 。なお ，労働局 の数字 は
公 務員の数 字を除 いて，民 間企業 を希望す る生徒が どれだ け民間に 就職が で
き たかで内 定率が 出ている もので ある。

小野寺委員

私が感じ ている ことを申 し上げ たい。私 は，この キャリ ア教育が 非常に 大
事 だと思っ ている 。中学校 につい て私の経 験から話 をする と，キャ リア教 育
と いう名称 を使っ ているか どうか 分からな いが，い わゆる 進路指導 として 特
別 活動とか ，総合的 な学習 時間の中 で取り 組んでい る 。そして 多くの学 校が ，
職 場訪問と か職場 体験を実 施して いる。そ の意義は 大きい と感じて いる。 生
徒 のいろい ろな発 表などを 聞くと 仕事の厳 しさや大 切さ， 大人のや さしさ な
ど を感じて くる訳 だが，そ の中で 学ぶ意欲 とか学び への姿 勢が変わ ってく る
生 徒がいる 。いわ ゆる学習 と仕事 の結びつ きだと思 うが， 私はここ に学び の
本 質がある と思う 。あるい は学力 を高めて いく上で の示唆 があると 思う。 職
場 体験とか 職場訪 問をする ことに よって， 学びのモ チベー ションが 高まっ た
り ，生き方 を考え ていくこ となど ，私は有 効だと思 う。と ころが， 現在い ろ
い ろな教育 が入っ ている。 福祉教 育だ，人 権教育だ ，環境 ，情報， 国際化 時
代 だとか， 飽和状 態になっ ている 。中学校 の例で話 をして いるが， 今，進 路
指 導として やって いる部分 をキャ リア教育 という視 点で再 構成して 系統づ け
て いくこと が今後 必要では ないか と思って いる。職 場訪問 は，教室 では経 験
で きないこ とがあ る。私は ，５日 ぐらい必 要だと思 ってい た。とこ ろが， 現
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場 にいたと きには それがで きなか った。今 でも私が 住んで いる地域 では２ 日
間 か多くて ３日間 ぐらいで ある。 それは何 かと言え ば事業 所数の確 保の問 題
も ある。そ れ以上 に難しい のは， 地方では ，事業所 の開発 ・受入の 問題で あ
る 。５日間 などと ても受け 取って られない 。その辺 りが課 題かなと 思う。 感
想 として申 し上げ たが，そ の辺り について ，義務教 育課で もいいが ，考え が
あ れば教え てもら いたい。
義務 教育課 長

今ご指摘 のあっ たキャリ ア教育 について は，今年 度の学 校教育の 方針と 重
点 の中にキ ャリア 教育とい うもの を取り上 げて，そ の中で 望ましい 職業観 ，
勤 労観の育 成とい うことを うたっ ている。 さらには ，指摘 のあった 小学校 ，
中 学校，高 等学校 の指導の 一貫性 というも のをここ に掲げ ている。 例えば 小
学 校では， 身近な 職業の社 会的意 義や社会 生活との 関連を 理解させ 仕事の 内
容 などにつ いて考 える。中 学校で は，さら にそれを 育成す るととも に啓発 的
体 験活動を 通して 学習させ るよう に進める 。そのよ うなこ とで小学 校，中 学
校 ，高等学 校の指 導の一貫 性とい うものを うたって いる。 今，職場 体験の こ
と が出たが ，中学 校の方で は小野 寺委員か ら出た， ５日間 やってい るとい う
の は昨年度 の調べ では，仙 台市を 除くが， ７校程度 であっ た。ほと んどの 学
校 が１日， ２日と いう職場 体験で ある。こ の５日間 できな いという のは， 委
員 から指摘 いただ いたとお りであ る。中学 校では， 昨年度 は約９４ ％が実 施
し ていると いうこ とである ので ，今 年度は ，さ らに職場 体験教 育につい ては ，
小 学校，中 学校の 連携とい う視点 からもキ ャリア教 育の内 容の充実 に努め て
参 りたいと 考えて いるとこ ろであ る。

高校 教育課 長

高校の職 場体験 について の数字 であるが ，実施率 は５２ ．６％で ある。 委
員 からの指 摘があ ったとお り，こ の実習は 極めて生 徒が職 業を考え る上で 重
要 になって くると 考えてい るので ，今後と も事業所 の協力 を得て充 実させ て
い きたいと 考えて いる。
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