
尻無浜：これよりシンポジウムを始めます。コー
ディネーターを務めます尻無浜と申します。所属
は松本大学です。日本社会福祉士養成校協会の同
じブロックで長野大学にはお世話になっていま
す。県内の養成校は２校ですので、その関係で本
日、コーディネーションを務めることになりまし
た。福祉科教育については全くの素人ですのでご
容赦願えたらと思います。
　シンポジストとしまして、先ほど貴重な取り組
みを話してくださった鈴木先生には、松戸向陽高
校福祉教養科という専門学科の取り組みをお話し
いただきます。先ほどは授業の実践報告でしたが、
もう少し広い観点で挑戦や専門学科の持っている
課題などを挙げていただけたらと思っています。
　その後に上田千曲高校の征矢先生からお話をい
ただく予定です。介護福祉士を養成していない福
祉科を置いている高校での挑戦があると思うの
で、そのお立場で課題などを明らかにしていただ
くことをお願いしています。
　３番目は中島先生です。大学として福祉科の教
員を養成する観点で課題と今後のあり方をまとめ
ていただくことをお願いしています。
　文部科学省から矢幅視学官がいらして、貴重な
資料を準備してくださっています。それぞれの先
生方の取り組みの中で「ここがポイントだよ」な
どを資料に基づいて逐次、ご発言をいただく予定
にしています。

《シンポジウム記録》

教科『福祉』の課題と今後のあり方を考える

千葉県立松戸向陽高等学校　教諭　鈴　木　恭　太
長野県上田千曲高等学校　教諭　征　矢　理　啓
長野大学社会福祉学部　教授　中　島　　　豊

文部科学省　視学官　矢　幅　清　司
松本大学総合経営学部　教授　尻無浜　博　幸

　各20分間ほど、計１時間でそれぞれ話してもら
い、その後は自由にディスカッションというのが
大ざっぱな予定です。早速、鈴木先生からお願いし
ます。
鈴木：資料が用意できませんでした。すみません。
この研修会の案内にある「医療的ケアの現状と課
題」と「教員要件の課題」の二つがテーマです。
　「医療的ケアの現状と課題」をこちらで発表す
るに際して、本校の校長と学科長から厳しく指導
を受けました。私は「医療的ケア」について、昨年
度と今年度は演習の経鼻経管栄養と喀痰吸引の実
技を担当するいわゆるサブの教員で、講義は｢看
護」の免許を持っている学科長が担当しています。
２コマ連続の授業で行ないますが、とてもそれだ
けでは終わりません。喀痰吸引、経鼻経管、胃ろう・
腸ろう、合わせて26回の試技をやらなければなり
ません。慣れてくれば早くなりますが、手洗いから
きちんとスタンダード・プリコーションまで一人
15分間はかかります。今年度担当のクラスは35人
でした。
　幸い本校は実習室が二つあります。他の学校に
はないと思うのです。県がデモンストレーション
用も含めて、経鼻経管栄養と喀痰吸引のシミュ
レーターを11台ずつ購入してくれて、すべてセッ
トになっています。1000万円ぐらいするすごい金
額です。
　私が学科長の頃、「医療的ケア」をやることに
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なって「そんなに予算はつかないから、毎年２台
ずつでも購入できればいい。徐々に増やしていこ
う」だったのですが、学科長が替わって校長も替
わって、校長の尽力で、県がバーンと予算をつけて
くれて、一気に11台購入しています。
　定員40人のクラスを二分割して、Ａグループが
喀痰吸引をやっているときに、もう一方のＢグ
ループは胃ろう・腸ろうの演習、試技をやっていま
す。生徒二人ずつのペアになり、クラスを二分割で
きるので、恵まれているのだろうと思いますが、そ
れでも大変です。
　昨年度、初めて「医療的ケア」を実施したとき、
普段の２コマ連続の｢生活支援技術」の時間では
終わらず、夏休みに時間を設定して、７月下旬と８
月下旬に４日間４時間連続して実施し、２学期も
実習から帰ってきてからやって、それで何とか12
月中には演習、試技、救命法も含めて26回分を終え
ることができました。
　今年度は生徒の理解力というか意識というか、
それが昨年度よりも低く、冬休みもやらざるを得
ませんでした。私はＪＲＣの出張でいなかったの
ですが、冬休みに２日間×６時間を行なって、出張
もあって教員が少ない中、年内に何とか演習をク
リアした状況です。
　先ほど申しましたように、私はあくまで演習26
回の一部の担当で、喀痰はまだ担当していません。
胃ろう・腸ろうと経鼻経管栄養の２種類だけです。
シミュレーターを使ってデモンストレーションし
て、生徒が試技をやるのを表でチェックしていく
ことをやっています。
　課題の一つは、「医療的ケア」の難しさ、困難さ
です。これはいまさら言ってもしょうがないので
すが、講義で50時間、3000分です。50分間の授業
にすれば60回分です。先ほど言いましたように、経
鼻経管、胃ろう・腸ろう、喀痰吸引演習が25回、救命
法１回を含めて26回やります。カリキュラム上は｢
生活支援技術」の中に組み入れて、１単位、増やし
ました。ただ、考えてみても１単位で終わるレベル
ではありません。
　これは私の担当ではなく、看護師の免許を持っ

ています学科長が「医療的ケア」を中心に、｢生活
支援技術」を３年生で講義と演習のどこに何を
持ってくるかという授業の組み立てをメインで
やって分けています。私があれこれ言うことでは
ないので、「演習しか担当していない先生に何が
言えるんですか」と怒られてしまいました。ですか
ら、私は演習の部分の大変さしか今回は語れませ
ん。「医療的ケアの現状と課題」という大それた題
を安易に受けてしまったのですが、中島先生から
お話があったときに「一番困っているのはこれで
すかね」と言ってしまったのです。そういうわけで
校長と学科長から厳しく「メインでやっているわ
けではないから、余計なことは言わないように」と
釘を刺されました。
　演習しか関われない福祉科の教員で、看護師
の免許も持っていませんが、講習は受けました。
2014（平成26）年度に福祉高等学校長会主催で埼
玉県立誠和福祉高校において「医療的ケア」の講
習を３日間、ビジネスホテルに泊まって、私を含め
て３人の福祉科教員が受けました。経鼻経管栄養
と胃ろう・腸ろうです。最初の講義からすべて受け
たのです。
　その講義だけで生徒にすぐ指導できるような
代物ではないので、2015（平成27）年度１学期後
半から演習をやっていく中で、生徒にデモンスト
レーションできるように何回も練習しました。何
回やってもうまくいきません。どこかにミスがあ
ります。｢看護」の先生から「鈴木先生、それは違い
ます。それはやめてください」という指導が入って
しまいました。
　10回ぐらいやって、生徒にデモンストレーショ
ンをしたのですが、やはり「先生、これ、違うん
じゃないの」と言われてしまう始末です。注意も
受けて再度やり直しをしました。いつまでも私の
デモンストレーションにこだわっているわけに
もいかないので、「こういうところを気をつけて
ください」というフォローもあって、実際に生徒
にチェックシートを見ながら、最初は一人15分間
ぐらいです。手洗い、スタンダード・プリコーショ
ンから始めて最後の報告まで、時計を見ながら

— 23 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



やっていきました。
　そんなわけで、たぶんどの学校も設定が難しく
すごく苦労されています。本来だったら２単位ぐ
らいなければならないのですが、｢生活支援技術」
の１単位増です。あとは時間調整でやっていくし
かないのです。学科長はすごく苦労しています。そ
のしわ寄せが｢生活支援技術」の授業に来ている
と思います。私は演習しか担当していないので、そ
れ以上言えないのですが、すごく苦労しています。
それは本校だけの問題ではありません。
　シミュレーターが11台あって、実習室が二つあ
るから二分割できて、｢看護」の教員が二人いて、
プラス福祉科教員３人の５人体制です。学科長は｢
看護」の免許を持っているので、二つに分かれた喀
痰吸引と経管栄養をフォローして行ったり来たり
します。それでも夏休みに４時間連続、冬休みは確
か６時間連続でやって何とか年内にやり終える状
況です。
　どの学校も苦労されているでしょう。本校のよ
うに実習室が二つ、看護科教員が二人というのは
まずないことです。「医療的ケア」の実務者研修教
員講習を受けた、外部講師の看護師を招いて指導
という学校が多いと思います。｢看護」の教員や、
外部講師がメインに指導するとしても、福祉科の
教員はただ見ているだけではないはずです。いろ
いろアドバイスを受けながら、私と同じように練
習して、デモンストレーションはやらないにして
も、生徒に「これはこういうことだから、こういう
ふうにやらないと駄目なんだよ」と、エビデンスを
明確にして実技指導しているはずです。
　外部講師をメインに福祉科の先生たちが努力、
工夫はされていると思うのです。どんな指導をさ
れているのか、私はすごく知りたいのです。困難な
中で一生懸命いろいろやられていると思うので、
課題というよりも時間の工夫なり、指導の工夫な
りを知りたいのです。どの学校も専門学科はたぶ
ん一番苦労されているのではないかと思います。
　法律で高校福祉科でも「医療的ケア」をやると
決まった以上、いまさら「ちょっと無理が多いの
で、やめます」と引き下がれないので、いろいろ困

難はあるけれどもやっていくしかありません。
　「こういうところが大変だけれど、こういうふ
うに何とか工夫してクリアした」という共有がで
きたら、すごくいいです。どの学校も本校よりもっ
と厳しい状況の中で、苦労されていると思います。
矢幅視学官の指摘にもありましたが、大変さの共
有の中から工夫なり、改善点が見えてきます。福祉
の専門学科に関して「医療的ケア」の困難さの共
有という言い方も変ですが、そこから工夫点や改
善点が見えてくるのではないかと思っています。
それが、専門学科がいま一番苦労している課題で
す。
　中島先生から「シンポジストを」と言われたと
きに２番目に思いついた「教員の資格要件」につ
いてです。我々は文部科学省で主催していただい
た研修・講習会に出ましたが、いまは実施されてい
ません。あとで矢幅視学官から詳しいお話がある
と思いますが、大学の社会福祉学科―これは中島
先生からお話があると思います―の教員養成課程
を出て｢福祉」は教えられても、文部科学省の講習
がないので専門学科では教えられなくなってしま
います。介護福祉士はほとんどいません。介護福祉
士の資格を持っていて、５年間の実務経験があっ
て、教員になる人はほとんどいません。介護福祉士
は私みたいに通信教育でも取れますが、実務経験
がありません。実務経験にかわる研修と講習を５
年間にわたって受けると長いですね。私は定年を
迎えています。それはいまでもそれぞれ都道府県
でやられていると思います。
　人数は少ないと思うのですが、介護福祉士の養
成課程で教員ができるための講習をまた再開して
いただきたいと思います。我々のときは200人ほど
いました。
　福祉科の免許を持って採用された教員は、都道
府県で１校はある専門学科にいずれ異動で来ると
思います。コース・系列は７、８校あるのですが、千
葉県で専門学科は本校だけです。いずれ専門学科
で教えるときが来るので、そのときにきちんと要
件を満たして専門学科の生徒の指導ができるよう
な体制をぜひ維持していただきたいと強く思って
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いるところです。
尻無浜：「医療的ケア」をどう授業で展開してい
くのかというご指摘があったかと思います。授業
の回数が多くなっているのに対応できない現状が
あります。そこには専門の看護科の先生が就きま
すが、そうではない先生とのコンビネーションの
課題、例えば演習の授業での連携で何か工夫が必
要ではないでしょうか。専門学科である福祉科を
持つ学校は、福祉科教員であれば、いずれ介護福祉
士の資格が必要となりますが、制度改革によって
その代替講習ができなくなってしまう懸念をご指
摘いただいたと思います。
　次に、上田千曲高校の征矢先生、お願いします。
征矢：上田千曲高校の征矢です。長野県ではあま
り珍しくない名字で南信、箕輪地域に特に多いと
思います。辞書で引くと、征矢というのは戦で使わ
れる矢、使い捨ての矢のことです。シンポジストな
どという立場ではお話をできないのですが、中島
先生にきっかけをいただいたので、今日はよろし
くお願いします。もう一人、現役の高校生を紹介し
ます。
加藤：生活福祉科３年の加藤綾馬です。
征矢：彼は４月から長野大学にお世話になりま
す。シンポジストのお話をいただいたときに、引き
受けていいのだろうかという思いがあったのです
が、クラスで彼を含めて３人がこれから長野大学
の試験を受けるというときに、もし断って、もちろ
ん関係ないのでしょうけれども、不合格者が出た
ら、という気持ちがあり、自分の勉強としても引き
受けさせていただきました。発表ができるような
特別なことはやっていませんが、上田千曲高校の
教員と生徒の率直な生の声を聞いていただければ
と思います。
　資料は五つです。「福祉系列校方向性の模索・地
域連携の課題」（資料１）と書いてあるＡ３の両面
刷りのものです。　時間があるときにお読みいた
だければと思います。『信濃毎日新聞』で昨（2016）
年11月に本校の生活福祉科を紹介してくれた記事
をパンフレット代わりにお配りしています。もう
１部（資料２）、保護者にどういう方向で上田千曲

高校をやっていくかアンケートを採ったときの結
果があります。さらに地域連携ということで、長野
大学と本校の生徒が上田駅のバリアフリー調査を
した際の『信濃毎日新聞』の記事です。
　上田千曲高校へは長野大学から車で10分ほどで
す。全７科、工業４科と商業１科、家庭科系で食物
栄養科と生活福祉科の２科、さらに定時制があり
ます。県内公立で７専門科があるのは本校だけで
す。学科紹介を配付してあります。生活福祉科は13
ページに紹介があります。
　上田千曲高校はかつて介護福祉士養成校であっ
たのですが、法改正によって自分が赴任した2011

（平成23）年の３年生から受験できなくなりまし
た。その年に「これから上田千曲高校をどうして
いくか」という議論がありましたが、私は初任だっ
たので、本当に日々の授業に精いっぱいで、こうい
う表現でいいのかわかりませんが、50分間の授業
をどうにかしようで日々終わってしまう状況でし
た。最初から課題を持って教員をしていたわけで
はありません。
　今年６年目で、初めて担任したクラスがいよい
よ卒業のときを迎えるのです。県下唯一の福祉専
門科ですが、介護福祉士の資格を取れなくなって、
一番のアピールポイントがなくなって、どのよう
に運営していくか悩みました。特にここ３年間は

「もう一度、養成校にする必要はあるのだろうか」
「何が支障になるのか」「もしやったとして、それ
は本当にできるのだろうか」「やらないならやら
ないで、これからどうしていくか」と方向性を模索
しました。あとで具体的にお話ししたいと思いま
す。
　もう一つは介護福祉士養成ができなくなった年
から、基本的には外部との連携を強め福祉マイン
ドを育もうという方向になりました。長野大学の
学生が上田千曲高校に来て、大学で行なっている
地域実習の発表、あるいは隣にある上田女子短期
大学など、いろいろ模索する中でいろいろなとこ
ろと連携しています。その結果を振り返る必要も
あって、アンケートをしなければいけないと思っ
ていますが、そんな発表といいますか、報告を今日
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はさせてもらえればと思います。
　上田千曲高校では1997（平成９）年に家政科が
食物栄養科と生活福祉科に改編されました。生活
福祉科には20年の歴史があります。公立の介護福
祉士養成校としては県内唯一でした。2007（平成
19）年の「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を
改正する法律」で介護福祉士受験資格が取得でき
なくなりました。
　私は福祉系の学部学科を出ていないのです。母
校は県内の公立高校の総合学科で、福祉系列の選
択授業はあっても、福祉科の授業は一切取らず、大
学では｢地理歴史」の教員免許を取って母校での
教育実習は藤原氏の摂関政治をやりました。
　そのときの教育実習の指導教員、総合学科の先
生ですが、｢地理歴史」をやりながら福祉科を教え
ていたのです。部活動の顧問でもありました。「福
祉という世界もあるよ」と福祉科教員を推してく
ださいました。教育実習はすごく楽しかったので
す。教育実習が楽しくて「福祉の授業もあるよ」と
言われて、ちょっと興味を持ったのです。
　母校で講師を３年間ほどしていたときに「本格
的に福祉の勉強をしてみないか」と言われ、３年目
に初めて福祉科の授業を本格的に持ち、完全にこ
の方向で行こうと決めました。当時の３年間を振
り返ると、１年生のときに｢現代社会」や｢地理」を
教えた生徒に２年生になって｢日本史」を教えて、
３年になると｢福祉」を教えました。振り返ってみ
ると、ちょっと不思議な感じがしました。
　介護福祉士養成校の認識がないまま千曲高校に
赴任しました。当時の先生と話をする中で、介護福
祉士の養成に使っていた演習系の授業を、これか
らどうやっていくか、何を目的にやるのか。よくわ
からないまま50分間をこえる授業になっていたの
が、いま思うと生徒に申し訳ありませんでした。講
師のときは知りもしなかった福祉高等学校長会の
全国大会に参加し、こんなに｢福祉」の先生がいて、
こんなに介護福祉士養成について熱く語っている
世界があることを知りました。
　資料１「2016（平成28）年度までの取り組み（征
矢の個人的な思いです）」ですが、６年間を振り

返って、外に出る機会を増やそうと思いました。
介護福祉士養成の遺産で近隣の施設に生徒は実
習に行っているのです。資料の裏面の「（３）地域
連携の現状（課題）」の「③施設実習」というところ
です。７月に４日間、高齢者施設に行き、10月に
６日間、これはいま介護職員初任者研修の実習に
当てています。３年次の５月に５日間、障害者施
設に実習に行っていました。介護福祉士の受験資
格を取れないので、介護職員初任者研修を出すの
です。
　実習に行くと、もちろんお叱りを受けること
もあります。しかし「上田千曲高校の生徒はいい
ね。求人を送ってもいいですか」とか、過去の合格
率は50％ぐらいで誇れる合格率だったわけでは
ないと思うのですが、卒業生が働いている施設に
行って「非常にいい。今年もいないですか」と言わ
れることが多く、「すごく力があるな」と思ってい
ました。
　他の科の先生の反応は、「介護福祉士が取れな
くなって、そんなに実習に行く必要があるの？」、
取れる資格が介護職員初任者研修だけだと「専門
科でこんなにたくさんやる必要があるの？」「いっ
ぱい取った授業を進学先に持っていけないの？」
と言われます。朝のショートホームルームが終
わったら、「こんなに福祉の勉強をしたのに大学
などに持っていけないのですか」という疑問が生
徒からもあるのです。

「若気の至り」と書いてあります。６年を振り返っ
て、ある日の職員会を悔しかったなと覚えていま
す。４年以上前のことです。
　「１学期、ただでさえ授業が多いのに福祉科の
実習を何とか動かせないか」「どうやって福祉科
の生徒にテストを返せばいいんだ」という話題に
なって、「実習を減らせばいいではないか」と言わ
れることがあったのです。介護福祉士が取れない
とはいえ、実習は授業にカウントしています。もち
ろん他の５教科もあるので、福祉科の生徒だけテ
ストが非常に大変だという批判もあったのです。
しかし、ぜひ実習に出させてほしい。一度、施設と
の繋がりを切ってしまうと、再開するのは難しい
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し、就職する生徒もいます。実習はインターンシッ
プとしての面と何より大切な学びの機会になるか
です。
　ある先生に「こんな実習に出る必要があるのか」
と言われました。その先生に「工業科の生徒にも
のをつくるなとは言えないと思うのです。商業科
の生徒に検定を受けるなとは言えませんし、福祉
科の生徒が実習に出ないというのも同じでしょ
う。専門科としてはものすごく大事な部分ではな
いですか」と結構、大きな声で言ってしまいまし
た。ある先生には「言いたいことはわかるから落
ち着けよ」と言われました。ノーサイド精神なの
で、けんか状態ではないのです。
　かつて養成校だったので、痰の吸引などを除け
ば、ベッドも10床あります。いろいろなものが揃っ
ていて、もったいないし悔しいという思いで、ここ
３年間を過ごしてきました。現実は日々こなして
いくので精いっぱいですが、学科をどうしたいか
は真剣に考えなければいけないことでした。　
　2014（平成26）年度にある高校の学科改編に関
わった校長がやってきました。校長面談が年に何
回かあるのです。校長と人員のバランスの話に
なったときに「忙しいから増やしてくれでは増や
せない。学校をどう変えていくかで教員の定数は
決まってくる。専攻科というのがある。教員の数が
増えるかもしれない。勉強してみたらどうか」と言
われ、そこからスタートしました。
　世の中を見ると、養成校から本校のように養成
校ではなくなっていく高校が増えています。流れ
と逆行するのかもしれないのですが「もう一度、
養成校にすると、どういったことができるか」「本
当にその必要があるのか」と、いろいろな高校の教
育課程表を集めました。他県では公立の養成校が
結構あるのですが、長野県はありません。そういう
思いもありました。
　結論といいますか、2016（平成28）年３月の時
点でのまとめです。「養成校シミュレーション」と
書いてありますが、これは校長が替わる際に一番
現実的な部分をまとめたものです。
　県下唯一の専門学科としての役割が果たせてい

ないのではないか。介護職員初任者研修のみで、他
校でも選択科目で取れるので、どうしていくかを
考えたとき、生活福祉科の将来を検討する上で介
護福祉士養成は非常に魅力的ではないか。事実、福
祉科を設置している他県の多くの公立高校や長野
県内の私学２校は養成課程を守り続けています。
　校長と話をする中で、長野県福祉大学校という、
県が運営している保育士・介護福祉士養成の専門
学校があるのです。ここは保育士を２年間かけて
取得した場合、さらに１年間をかけて介護福祉士
が取れ、学費も非常に安く県内では有名です。事前
に校長間でやりとりもあったようです。諏訪にあ
るのですが、同じ県立だから、そこに行って話を聞
いてみようとなりました。
　2016（平成28）年３月の時点で、長野県の正規採
用の福祉科教員は誰も専任資格がないのです。先
ほどの発表にもありましたように、教員免許しか
なく、現場経験もなくて採用されている福祉科教
諭の中には有資格者がいません。新規採用の見込
みも当面ないという回答が校長に県からあったそ
うです。
　福祉大学校は同じ県立ですが、専任教員の資格
がない教員に対して、県費で東京に１年間研修に
行かせ、資格を取得させています。これがヒントに
なるのではないでしょうか。本県でも総合教育セ
ンターや埋蔵文化財など違う分野では派遣研修を
行なっています。福祉の分野は非常に少ないので
すが、こういうのも使えるのではないかと思いま
した。
生徒数80人に対して専任教員３人と法令の義務
づけがあるので、上田千曲高校ではこれが非常に
ネックです。
　｢こころとからだの理解」の授業で本校は、例え
ば加藤君が１年生のときは県の介護福祉士会の会
長である畠山仁美先生に授業をお願いしました。
高校の教員と違って、現場の話が多かったのです。
いまも外部講師の現場の先生に来てもらって、法
令の縛りもあるのですが、実践的な話をしてもら
うこともあります。
　実習の授業や｢こころとからだの理解」もそう
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ですが、介護福祉士の資格を持つ複数の職員に講
師として来てもらって、300時間程度、授業の担当
をお願いしています。その人たちを常勤として３
人雇用する方法もあります。先ほど言いましたよ
うに定員120人であるので工夫が必要ですが、案と
してはこれが現実的です。
　加藤君のクラスには福祉系大学に進学する生徒
が３人います。介護に進む生徒は40人中何人いる
のかというと、就職はここ６年間で一番多く７人
です。短大や専門学校に介護福祉士取得希望で進
学した生徒が３人いて、介護福祉士志望は就職の
生徒も合わせると５人です。毎年割合は大きく変
わらないのですが、40人中およそ10人は看護系志
望でしょうか。私のクラスも看護学校進学者が10
人います。あとは医療系の専門学校です。
　進路状況を見たとき、40人全員に介護福祉士の
資格が本当に必要なのかとなります。現実的な案
としては、医療系と介護福祉関係が半々の状態で
あるので、１年次共通科目、２年次から医療系と介
護福祉コースとコース別に20対20に分けて、80人
の基準を満たすことができるのではないかという
のが一つのシミュレーションです。
　それには、生徒や保護者の考え、地域、卒業生、行
政―上田市になると思うのですが、広くアンケー
トを実施し、福祉科の方向性を模索する上で地域
社会の意見集約をしておくことが必須です。
　前校長から「地域にこういう学校が必要だ」と
いう地域が挙げてきたことは県も耳を傾けてくれ
やすいのではないか」とアドバイスをいただきま
した。
　福祉大学校を視察後、使える備品、施設を整理し
たところ、上田千曲高校の設備は痰の吸引器がな
いぐらいでした。和室は職員休養室が使えますし、
そこが駄目なら、柔道部が練習している格技室で
もクリアできるのではないかと思います。痰の吸
引器も県立なら、福祉大学校から借りるのもあり
ではないかとシミュレーションをしました。設備
はほぼ満たされています。残された課題は、1850
時間の専門科目です。2016（平成28）年度から土
曜補習に予算づけがされていますので、土曜日も

昔よりやりやすいのではないかと思います。
　現実性が増してきたところまでは校長と話が詰
められました。生活福祉科は前向き姿勢で、もう一
度養成校にという思いでいましたから、こういう
表現になっているのですが、できなくはないので
はないか、と校長と話をしていました。
　2015（平成27）年度、特区といって高校で取得し
た単位を上級学校で認める制度があるのですが、
長野県にそれを聞いて１年間経過しましたが回答
なし状態なので、ここが今後の期待になると思い
ます。
　現場の教員は何ができるのかというと、大前提
として、校内の理解を得て、福祉科だけのスタンド
プレイにならないようにすることです。先ほど職
員会のやりとりを出しましたが、他の科は福祉科
を心配してくれているわけです。福祉科としてこ
れからどうしていきたいかの理解を校内で得てい
きたいのです。土曜授業や実習に行った分の５教
科を普通教科の先生に長期休業中補習してもらう
ことでクラブ活動への影響を少なくし、校内の理
解を得ていくところから始めることです。
　必要性があるかないかという判断材料として保
護者、地域、施設、卒業生などへのアンケートは一
部行なっています。いつできるかわからないその
日に備えてですが、県に要望として上げることが
できるか。あるいは、同窓会、ＰＴＡ、地域の養成機
関―学校のそばに千曲川を挟んで渡ってのところ
に介護福祉士を養成している専門学校―がありま
すので、それらの理解が得られるかどうかなどで
す。要望書、計画書を教育委員会に上げるまでは
行っていないのです。あくまでもシミュレーショ
ンです。
　一番は、福祉科教員が専任教員の条件を満たす
ために福祉大学校と人事交流が必要です。校長か
ら我々に言ってくれた大きいヒントです。外部講
師の常勤化は、ちょっとできそうかなという気が
してきました。
　裏面に行って、「③まとめ『風向きという大きな
存在』」と書いてあります。このシミュレーション
を経て、2016（平成28）年３月、2015（平成27）年
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度末に介護福祉士養成検討委員会を校内で立ち上
げることについて、校内のビジョン委員会という、
もっと全体のことを考える委員会でやってみよう
ということになりました。職員会でちょっとやり
とりがあった先生は、よくよく話をすると、心配し
てくれているのです。
　主な懸念として、いまいる福祉科教員は前向き
で、やってみようという気になっていますけれど
も、負担が非常に大きいのではないかということ
です。誰もここに転勤したくない、誰もここから転
勤できなくなってしまうのではないか。あくまで
も上田千曲高校の話で、長野県の福祉科教員全体
の総意ではありません。
　先ほどから申し上げているとおり、福祉科の正
規採用教員７人が専任資格を有していないので、
現実的ではありません。１年間誰かが福祉大学校
に人事交流で行って、東京で研修を受けて、いまい
る３人が専任資格を得るとなったら３年以上かか
ります。そんなことを全県でやっていくのは難し
いのではないかと思います。
　今年の４月、校長が替わりました。先ほどの引継
書のもっと細かいものを使って前校長が話をして
くれたと思うのですが、４月当初、こういう流れで
できるかもと考えられるけれど、ちょっと待った
ほうがよさそうではないかということです。
　10月に、校長が書面で出したわけではないので、
そういう話が県の中でも出そうな雰囲気もあるよ
うですが、何とも言えません。ある日突然、必要に
なるかもしれませんが、大きな高校再編の風向き
が県内でもあるので、慎重に行こうとなりました。
勢いでやってはいけません。いつ風向きが変わる
かわからないのですが、その日に向けてデータを
集め続けようと思います。（おことわり：以上は、
当時の議論のまとめであり、現在の上田千曲高校
の公式見解ではありません）
尻無浜：大変、貴重な話をしていただきました。シ
ンポジウム全体の時間もあるので、いったん上田
千曲高校の内容はここで切りたいと思います。シ
ンポジウムの中では時間がないと思いますので、
情報交換のときにでも共有できたらと思います。

2007（平成19）年の法改正後のリアルな苦労話を
していただきました。鈴木先生の教員やカリキュ
ラムの話から、学校全体の話までバリエーション
ある内容でした。
　次の中島先生に行く前に、ここで矢幅視学官に、
高校での養成における「医療的ケア」の実態や動
きなどの話があれば触れていただきます。また、
2007（平成19）年の法改正によって全国の高校の
あり方が変わったのかどうか、その辺について鈴
木先生と征矢先生の報告に関連してコメントして
いただけたらと存じます。
矢幅：松戸向陽高校の「医療的ケア」に関して、１
単位増えたが１単位でやれるものではないという
発言はよくされますし、ほかでもそんな言い方を
します。介護福祉士の養成課程における単位数の
変遷を知ってもらいたいのです。最初、福祉系高等
学校では38単位でしたが34単位に減じて、52単位
になり、そして53単位になりました。その間、国家
試験の問題数は変わっていません。国家試験に出
る内容も増えてはいないのです。
　つまり、38単位もしくは34単位でやっていた内
容が52単位と1.5倍に時間が増えたので、その中で
ゆとりを持って指導してくださいという改正で
す。最後に１単位増えた「医療的ケア」に関しては、
１単位で教えてくださいではなく、１単位を含む｢
生活支援技術」の中で整理してやってくださいと
いうことです。
　「１単位の中で大変だ、１単位35時間しかない
のに、60時間入れるのは無理だ」みたいな話をさ
れますが、34単位のときには｢生活支援技術」は
６単位でした。それが９単位になり、10単位になっ
ているのです。国家試験は変わっていませんので、
６単位で対応可能だと私は考えています。４単位
増えていますから、｢生活支援技術」で教える内容
をある程度ゆとりを持たせたとしても、１単位の
中に入れるのではなく、４単位の中で対応は可能
という考え方をしていただきたいのです。｢生活
支援技術」10単位の中で「医療的ケア」を位置づけ
てほしいのです。
　１単位増えたので、「１単位の中で、残りの９単
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位はいままでやってきたものをやらなければいけ
ない」と言いますが、６単位でやっていたものを９
単位にしているわけですから、その整理をきちっ
としてください。「増えたから時間数を増やせ」と
いっても、高校でこれ以上単位数は増やせません。
逆に減らしたいぐらいです。専門学校、短大、大学
と同じ国家資格を付与するための養成単位は変え
られないので、そういうことを整理した上でもう
一度お願いしたいのです。
　時間数に関しても、演習に関しての換算は、増え
た１単位の中でやるというので｢生活支援技術」
の中ではＯＫということはもらっています。放課
後や夏休みにやっているとよく聞きますが、整理
して授業時間の中でやっていくことが望ましいと
考えます。
　二つ目、教員要件です。教員要件の整理は絶対に
必要で、それをしなければ現在、福祉系高等学校が
行なっている介護福祉士養成の教育は継続不可能
だと私も考えています。ただ福祉系高等学校がど
んな整理を求めているかは一切、出てきたことが
ないのです。本来であれば、校長会等を通じて検討
して提案をしていただきたいのです。
　法律を作って「さらに変えますよ」ではなく、「法
律通りにやっているけれど、厳しいのですよ」と普
通は陳情したり、要望書を出したりしています。そ
うすれば本当にそうかと検討します。一切上がっ
てきていませんので、検討のしようがありません。
検討しようがないと言いつつも、大変なことはわ
かっていますので、「検討の余地はありますよね」
と厚生労働省と文部科学省の中では検討しましょ
うと話しています。
　そのタイミングはまさにいまです。校長会等か
ら要望書が出なければ、間に合いません。来年カリ
キュラムの改正があるからです。カリキュラムの
改正と同時に教員要件を変えなければいけませ
ん。にもかかわらず「大変だ、大変だ」と言ってい
るだけで、対案を一切出してきていません。本当に
歯がゆいです。行動を起こしてください。
　次に、上田千曲高校の話で、教員を３人置かなけ
ればいけない専任教員の考え方です。専任教員は

非常勤でも構いません。常勤が一人いて、二人は非
常勤でもいいという考え方です。本来は毎日来て
ほしいですよね。ギリギリ置くということであれ
ば、そういう手法もあります。「専任＝常勤」では
ないという法律解釈はお伝えしておきます。
　高校の単位を上級学校で認める制度がありま
す。特区ということですが、「介護福祉士の養成で
はできません」と明記されています。福祉系高等学
校間では単位互換できますので、転校することは
可能です。福祉系高校から普通高校に移動したら、
それは取れないです。あくまでも指定を受けてい
る学校に移動しなければいけません。大学へ行っ
たら、高校で取った20単位を使って、残りの部分を
ということはいまはできない制度になっていま
す。やるとするならば、制度を変えなければいけま
せん。
　新カリキュラムになった2007（平成19）年度、福
祉系高等学校と指定を受けている学校は200校を
超えていました。現在は123校で半減です。
　昨日の新聞に介護福祉士の国家試験受験者が半
減したと書いていますが、当たり前です。介護人材
の不足が懸念されると書かれていますが、一切そ
れは関係ありません。働いている人が受けている
のですから、減るわけはないのです。論調がおかし
いです。先取りしてやったのが福祉系高校です。７
年前に改正して福祉系高校は新養成課程に則って
やっています。
　本来、実務者もしくは専門学校生も７年前に受
けなければいけませんでした。それを陳情し、国会
議員を使って延ばしました。今年が１回目でした。
来年度、養成施設卒業生も受験することになって
います。これは７年前に織り込み済みです。専門学
校等が新聞記事等で要請しているとするならば、
さらにまた延ばそうという意図なのかと勘繰って
しまいます。
　全員が介護福祉士を取りなさいではなく、介護
職の中心が介護福祉士であるべきだと書いていま
す。取れた人に待遇をきちっとフォローすればい
いのであって介護人材の不足になるから、もう一
度広げましょうという論調ならば、本末転倒にな
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ります。介護福祉士の質が上がるとは思いません。
　減ることによって質が高くなって、全員合格す
るぐらいの人たちが受けるとなればいいわけで
す。合格率が去年と同様の60何％ではなく、70％、
80％になることを期待しています。「一か八かだ
けど、受かるかもしれないし、受からなくても経験
上、今年、受けておけばいいんじゃない」という例
年のような受け方をして16万人集めたのと違っ
て、「３年は越しました」「450時間の研修を受けて
ちゃんとお金を払いました」、そういう人たちが受
けますから必死です。そうしたらレベルが上がる
のではないかとお伝えして私のコメントをおしま
いにします。
尻無浜：ありがとうございました。シンポジスト
の３番目、中島先生にご発言いただきます。先生の
発表で本シンポジウムの予定の時間は途切れるか
と思いますが、内容次第では続けて矢幅視学官に
コメントをいただきたいと思います。先生からは
大学の「教員養成上の課題」という観点でお願い
します。
中島：資料３を見てください。社会福祉士養成校
における養成上の課題です。社会福祉士と介護福
祉士は別の資格です。次に、資料４の高等学校教諭
一種免許状の表を見てください。本学は社会福祉
士の養成と連動させ、社会福祉士の実習課程を履
修していないと教員免許が取れない仕組みになっ
ています。そうしていない養成校もあります。
　「教科に関する科目」で、「介護理論及び介護技
術」のところ、免許法上は１単位でいいわけです。
ここが中心になっていくわけですが、２科目４単
位しか配当されていません。介護等に関係する「高
齢・児童及び障害福祉」の欄の一番上、｢高齢者に
対する支援と介護保険制度Ⅱ」が１科目２単位で
す。あとは、｢人体構造及び日常生活行動に関する
理解」と｢加齢及び障害に関する理解」が２単位ず
つです。
　介護福祉士を養成する高校（以下、介護福祉士
養成校）に就職するには非常に厳しい状況です。先
ほども出ましたが、介護福祉士養成校では介護福
祉士、科目によっては保健師、医療職の免許が必要

なので、就職は厳しい状況での養成になっていま
す。つまり、介護に関する科目が不足の状況にあり
ます。
　〇の２ですが、特に実習や実技の課題です。本
学では｢生活支援技術」を開講しています。資料４
を見てください。｢生活支援技術」の科目に対応し
て、本学では｢生活支援技術Ⅰ」｢生活支援技術Ⅱ」
を開講しています。これだけでは十分ではないの
はわかっています。何とか努力をしている状況で
す。
　その他に、授業科目ではないのですが、介護職員
初任者研修を業者、具体的には本学はニチイ学館
と連携をとって、受講料10万円を少し安い８万円
ぐらいでやってもらっている程度の対応です。
　社会福祉士の養成なので、どうしても介護関係
は弱くなってしまいます。それを何とかカバーし
ようとしても、資料３の３番目の〇のところ、「新
たな時代に対応した福祉の提供ビジョン（新福祉
ビジョン）」が出てきて、これはソーシャルワーク
に比重を置きつつあるので、今後どうなるかが非
常に心配というか、懸念しているところです。
　資料５「教科『福祉』の履修に関する注意」の表
を見てください。これは学期の最初に、履修する学
生に説明する資料として使っています。左に高校
の科目、例えば｢社会福祉基礎」であれば、学習指
導要領の内容を見たときに、本学の対応科目のこ
ういった科目を履修しておかないと｢社会福祉基
礎」を教えるにあたっては十分ではないと学生に
提示しているものです。
　社会福祉士の養成課程ですので、プラスアル
ファで、例えば｢社会福祉基礎」であれば、｢社会福
祉発達史」のＡ・Ｂ・Ｃ、Ａは日本の社会福祉の歴
史、Ｂは外国の社会福祉の歴史、Ｃはソーシャル
ワークの歴史ですが、こういったものを取ってい
きなさい。福祉科教員になっていくための多くの
知識・技術を何とかいまある科目の中で工夫して
付けさせているところです。
　ソーシャルワークとケアワークで分かれてし
まっていますが、就職の実態は６割が高齢者施設
です。高齢者の施設でいきなり生活相談員になる
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ことはまれで、介護職としてまずは入職します。受
験資格として介護職員初任者研修、かつてのヘル
パー２級を持っていることが課されていたのです
が、こんにちは人手不足で、その条件も取り払って
施設の中で研修を受けることに変えていく、と入
口のハードルが下がってきているのです。
　いずれにせよケアワークで入っていくので、大学
としてもケアワークは就職上、それからソーシャル
ワークから見たときベースになるところでもある
ので、今後のカリキュラム改訂で何らかの手を打っ
ていきたいと相談しています。介護福祉士養成課程
を置いていない社会福祉士養成課程だけの大学の
中でも、本学はケアワークを意識し認識して、少し
厚みを持たせる方向性を考えています。
　資料３「教員養成上の課題」の「新たな時代に対
応した福祉の提供ビジョン」の影響がどう出てく
るのでしょうか。中身は三つです。
　①新しい地域包括支援体制の確立です。全世代・
全体対象型地域包括支援体制を構築していきま
す。いまは高齢者だけですが、これを子どもも障害
者も全部ワンストップでやります。
　②生産性の向上と効率的なサービス提供体制の
確立、ＩＣＴの活用です。具体的に言うと、記録を
手書きではなくパソコンで入力します。ロボット
技術というのは、介護職は腰痛の問題が出てきま
すが、ロボットスーツを着用することでけがを予
防していきます。
　③総合的な福祉の人材の育成・確保です。人口減
もあって人材確保が難しいことから、科目の共通
化をします。例えば、いまでもそうですが、社会福
祉関係の科目、２単位だか４単位だかは、医師も看
護師も養成科目に入っています。それにもう少し
厚みを持たせていきたい。それから、複数資格の
取得の促進は、医療職と福祉職をマッチングさせ
たいということです。いま話が出ているのは保育
士と介護福祉士だけだと聞いています。医療職に
入っていくのはなかなか難しいでしょう。
　社会福祉士養成教育への影響としてだんだん明
らかになってきつつあるのは、ソーシャルワーク
論の比重の増加です。これにもう少し厚みを持た

せていくそうです。国家試験では講義科目が19科
目あるわけですが、それを精選・統合します。分野
論を一つにまとめようかという話が出ているそう
です。
　実習時間は現在、180時間ですが、270時間と90
時間増加にしていく、というところがおおよそま
とまりつつあるようです。
　そういったものが福祉科教員養成にどう影響し
てくるのか、ちょっと見通せないところがあるの
です。やりづらくならなければいいなと思ってい
るところです。時間ですので、以上です。
尻無浜：中島先生からは、大学における福祉科教
員の養成という観点で、福祉科教員の養成を社会
福祉士の養成課程をベースにしているお話があり
ました。
　今日ご参加の県内の先生方は大学で学んで現場
に出られた方ですので、福祉科の教員になって初
めてこのあたりが足りなかったと身に染みてい
らっしゃるのではないかと思います。そういった
現状の中で、中島先生から、介護に関する科目の不
足は否めないだろうという課題が明らかにされま
した。
　ケアワークとソーシャルワーク、介護職と相談
職ということになりますが、介護職の養成を福祉
系高校の中身に置いている限り、教員養成上の介
護系科目の不足の指摘は的確と思います。
　それではどうすればよいのか。長野大学はこう
いう工夫をしているが、それで十分かどうかです。
現場にいる先生から、それぞれの大学にもっとこ
うしてほしいという意見を言ってもらって、私た
ち大学側も改善すべきところがあり、半分責任を
感じていました。そのようなご指摘と、また、それ
に付随した実習のあり方について、｢生活支援技
術」はどうしても共有していかないといけないけ
れども、介護の領域とあわせてそこも不足してい
るでしょう。
　懸念事項として、再来年、社会福祉士養成のカ
リキュラム改訂が予定されています。逆にそこが
チャンスでもあるのです。教科福祉のあり方に関
連して、実習時間、講義科目の統合などに絡めて社
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会福祉士の養成教育の影響を中島先生にご指摘い
ただいたのではないかと思います。
　「課題と今後のあり方」をそれぞれのシンポジ
ストから示していただくことが目的でしたので、
本シンポジウムで皆様に提供できる内容は以上で
す。最後に矢幅視学官にまとめていただいて、この
時間を終わりにします。
矢幅：中島先生の話に対してですが、社会福祉士
養成には介護が不足しています。歴史を知ってい
ればわかるのですが、社会福祉士及び介護福祉士
法が制定された当時、国家試験は重複科目が複数
あったのです。言葉はなかったのですが、当時は
ソーシャルケアワークという意識がベースにあっ
たのです。介護を知らないで社会福祉士が務まる
かという意識があったと思うのです。
　ソーシャルワークは机に座って、相手と対面し
て話をするという、ケアワークを卑下したような
言い方かもしれませんが、そういうイメージがあ
ります。しかし、介護福祉士と社会福祉士は同じ法
律でつくられ、並列のはずなのに上下関係を持っ
ているようなイメージで使われています。
　介護福祉士に福祉がなぜ入っているかという意
味を知らなければいけません。介護ができればい
いではなく、トータルにその人の生活を守ってい
くことが福祉です。だから、介護福祉士にはソー
シャルも入るのです。社会福祉士も介護や生活全
般を知った上でフォローすることが入っていると
いう意識をいま一度もってほしいと思います。短
縮形で介護士だとか、福祉士と言ってほしくあり
ません。介護福祉士だという誇りを持っていてほ
しいといつも思っています。
　二つ目、福祉科の教員養成です。実技ができない
教員が多くなってきたと聞きます。大学で実技を
しないのです。大学で介護をあまりしてきていま
せん。でも、教員養成課程には介護の実技に関する
科目が置かれているので、どう充実させればいい
かです。自信を持って「私は介護ができません」と
言う、そんな先生には生徒はついてきません。信用
されません。裏で必死に頑張りながらも生徒の前
では「できるよ」という態度を見せる教員になっ

ていただきたいと思います。
　社会保障審議会の福祉部会福祉人材確保専門委
員会において、来週７日は社会福祉士の集中審議
です。介護福祉士はほぼ終わっています。終わりに
なるか、もう１回やるか程度で、年度内にまとめが
出ると思います。そこで来年度のカリキュラム改
訂に向けてのポイントが示されると思うので、注
視していただきたいと思います。それによって行
政も変わらざるを得ないかもしれません。
　あわせて、教員養成課程の単位数全体は変わら
ないのですが、区切りが変わってきます。例えばい
まの養成課程では、キャリア教育や総合的な学習
の時間が入っていませんが、大学の養成段階から
それらを入れることになります。単位数の縛りは
同じ89単位ですが、内容を入れ替えます。
　今回の改訂では特にプラスアルファして、大学
独自に設定する科目がこれまでそんなに多くはな
かったのですが、36単位、３分の１以上は各大学
がプラスしていいことにしてあります。そうする
と「実技の強い大学ですね」と言われるかもしれ
ません。制度に強い大学ですね」と言われるかも
しれません。色をつけることができる教員養成に
なっていくでしょう。「オールスタンダードにで
きる」ということもあれば、「特にこれができる」
という強みも出していける教員養成になっていた
だきたいと思っています。
　中島先生から、複数資格の取得促進について保
育士と介護福祉士が先行的に行なっているとあり
ましたが、進んでいるようで実はまだ止まってい
る状況です。ただ、2019（平成31）年度にはスター
トしたいと大臣は言っています。スライド121（資
料６）に簡単なものが入っていますので、見ていた
だければと思います。
　私の資料ですが、今回の改正、教員養成に関わる
こと、学校が変わるということ、そして資格制度も
変わることをふんだんに入れているつもりです。
時間があれば、もっと説明をと思ったのですが、ま
ずはひととおり目を通してください。いま福祉系
高校はどうあるのか、日本の社会福祉がどう変わ
ろうとしているのかを含めて見てください。
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メールアドレスを入れておきましたので、これが
わからないとか、ここはどうなっているのかとか、
ご質問をいただければ回答させていただきます。
尻無浜：矢幅視学官には、原理原則を押さえてもら
いました。今日は小さな研修会ですが、最新の情報
をいただいて、充実した内容を私たちは獲得でき
たのではないかと思います。鈴木先生には明日か
らの授業レベルでの話、征矢先生には地域連携の
話、学校全体の話は次にということですが、福祉科
教育のポジションの問題の苦悩やトライなどの話
をしてもらいました。中島先生には、大学側として
の教員養成の観点、これからの動きも踏まえて課
題と今後の展望を示していただきました。
　予定の時間を少し過ぎましたが、３人のシンポ
ジストと矢幅視学官に感謝の拍手をもって終わり
にします。

■情報提供（矢幅視学官）
　皆さんと共通の認識をもつためのベースの話を
いたします。
　スライド４「国際数学・理科教育動向調査」です。
詳しくは言いませんが、日本の成績は悪くはない
です。成績はアップしています。
　スライド５。ただし、勉強は好きではありませ
ん。そして、学習と生活の関連はあまり意識してい
ません、という子どもたちが多いのです。
　スライド15「生徒の自己肯定感、社会参画に関
する意識」です。米中韓の生徒と比べて日本の生徒
は「自分には人並みの能力がある」という自尊心
を持っている割合が低いのです。55.7％と半分以
上が持っていると思われますが、これは2015年で
す。その隣の2012年のときは39％しかないので、３
年前よりはよくなりましたが、世界の国々から比
べると自己肯定感の低い生徒が多いということで
す。
　逆に「自分をダメな人間だと思う」割合は若干
減りましたが、世界ではやはりトップクラスです。
　下を見てください。中学校と高校生の割合です。
学習とは何でしょうか。勉強とは何でしょうか。自
分の力を伸ばし、自信を持って社会に貢献できる

基礎をつくっていく場であることについて、他の
国は「私の参加により社会現象を変えられる」と
思っている人が中学生よりも高校生になると増え
るのです。小中高と上がっていくに従って、勉強し
て自分に力がついたから、社会参画して社会を変
える力を持ったという子どもたちが増えますが、
日本の場合は、学ぶことによって低くなっていま
す。どういう現象かを考えていただきたいと思い
ます。
　スライド19「家庭の経済事情による影響」です。
日本は格差の少ない国だといわれつつも、経済事
情が子どもの学習権を保障し切れていない部分に
なっているのではないでしょうか。そういう点を
今後、考えていかなければいけません。
　スライド36、現在、文部科学省が進めています

「学習指導要領改訂の背景」です。人工知能が進化
して人間が活躍できる職業がなくなるのではない
か。ＡＩに取って代わられるのではないか。しか
し、取って代わられないものもあることを考えて
いかなければいけません。
　二つ目、いま学校で教えていることは、時代が
変化したら通用しなくなるのではないか。明治、
大正、昭和は学んだことを生かして、学んだこと
ですべて解決できるという勉強をさせてきたの
です。だから、学んだ知識の量で評価された時代
でした。
　これからは社会が変わっていきます。知ってい
る知識だけでは解決できないから、その変化に
対応して、いまある知識とともにいろいろなと
ころからいろいろな知識・技術を集めた上で、最
善とはいかないかもしれないけれど、次善の策と
して対応できる力を自らつくっていかなければ
いけません。そういう勉強法をしなければいけま
せん。知識伝達型の勉強ではなく、考えなければ
いけません。生き抜く力をつけていきましょうと
いうのが今回の学習指導要領の一番のベースに
なっています。
　スライド38「学習指導要領改訂の方向性」です。
いままでの学習指導要領には「何を学ぶのか」が
書かれていましたが、今後は「どのように学ぶか」
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という指導方法、そして、それらによって「何がで
きるようになるのか」という３点セット、「何を学
ぶのか」「どのように学ぶのか」、その結果「何がで
きるようになるのか」を書いていくのが学習指導
要領ということになります。
　スライド42、その中の大きな視点として、いま流
行りですが、アクティブラーニングという手法で
す。ただ、アクティブラーニングという手法がある
のではありません。生徒が主体的になって、生徒同
士もしくは地域の方々も含めて対話的な学びをし
た上で、自分の考えをブラッシュアップ、深めると
いう学びの方法がアクティブラーニングです。新
たな手法と捉えるのではなく、先生方のやってい
る授業の中で、アクティブなところがあったり、座
学中心があったり、いろいろなやり方をしている
中で、できるだけ座学の伝達型ではなく、生徒が主
体的に考える方向性を中心にということです。新
たなものを学ばなければいけない、ではなく、いま
やっているものを整理すればいいだけの話です。
だから、指導方法を変えていかなければいけない
ことになります。
　スライド47、そのような教育体制を進めていく
ために何を文部科学省として支援しなければいけ
ないのかというと三つです。
　一つ目は教員改革です。いままでの教員養成で
は無理です。教員養成自体にメスを入れていきま
しょう。大学の養成もしかり、採用試験もしかり、
働いてからの研修にもメスを入れて充実したもの
にしていきましょう。
　二つ目、教員がすべてをこなす時代ではないの
です。授業を行ない、授業料を集め、給食の指導を
し、部活動をし、そんなオールマイティの先生の養
成をしたら、これはもたないです。ブラック企業で
す。教育を掌るという定義に基づいて採用された
のですから、授業中心の教員になっていきましょ
う。部活動、授業料、生徒指導については、ソーシャ
ルワーカーやカウンセラーを入れましょう、事務
員を増やしましょう、部活動の指導員を雇ってい
きましょうという役割分担です。それを統括して
いくことによってチーム学校で教育をやっていき

ましょう。
　三つ目、塀の中で完結する教育は既に終わって
いるはずです。学校がある地域の方々と、どういう
教育内容で、どういう人たちを活用してやってい
きましょうか。コミュニティスクールを率先して
やっていきましょう。コミュニティスクールまで
いかないとするならば地域と連携をした教育をし
ていきましょう。地域と学校の連携・協働です。
　この三つの大きな柱を進めていくことによって
教育を充実させていきましょうというのが昨年
度、出たものです。
　スライド53、高等学校には普通科もあれば、総
合学科もあれば、専門学科もあります。専門学科
は、農・工・商・水・家・看・情・福の８学科がありま
す。2015（平成27）年の上にあります赤ですが、福
祉科98校が昨年度、今年度は95校です。減ったと
思われるかもしれませんが、減ったのでありませ
ん。これは専門学科の数です。学校基本調査では
普通科、総合学科、専門学科という三つに分かれ
て調査します。介護福祉士の国家試験は、普通科
でも53単位学べば受けられます。総合学科でも受
けられます。95校しかないように思われますが、
そうではなく、もっと多いと理解していただけれ
ばと思います。
　スライド54、生徒数は330万人、１学年110万人ほ
どということになります。
　スライド68、いま盛んに叫ばれています「高大
接続の一体改革」です。高校が変わらなければいけ
ません。入試も変わらなければいけません。大学も
変わらなければいません。
　いままでいろいろな改革をしてきましたが、大
学改革、入試改革、高校改革、別々にやってきたの
で、成果が上がりませんでした。高校改革をして
も、大学が変わらないので、入試は変わりません
でした。結局は偏差値だからです。進学校は大学
入試だけを見ようとします。大学が変わりました
と言っても、結局、入るのは同じです。一つ一つを
やっても駄目だから、三つ一緒に変えましょうと
いうのが高大接続の一体改革です。
　高校は、学習指導要領を変えて、知識の量ではな
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く、考え方そのものを学んでいく改革をしましょ
う。大学は、いままでは偏差値で入ってきた人たち
を単純に４年間過ごさせて卒業させればいいとい
うことでしたが、三つのポリシー、アドミッショ
ン・ポリシーでは入学のときの方針は何か、カリ
キュラム・ポリシーでは大学に入って何を学ばせ
るのか、ディプロマ・ポリシーでは大学を卒業する
ときにどのぐらい力をつけたかです。だから、卒
業証書を与えるのです。三つのポリシーを変えま
しょう。
　そして、高校と大学を結びつけるセンター入試
をやめましょう。いままでの１点刻みではなく、一
定レベルの知識は必要ですが、幅を持たせましょ
う。しかも、テストは国語・数学・理科・社会の科目
ではなく、分野でやることを考えています。例え
ば、言語ということで英語と国語をプラスしたも
の、理数をプラスしたもの、社会は理科と社会生活
だとか、新聞記事だとかを含めたようなもの、図を
どのように読み解くのか、そういう入試にしてい
きましょう。二次試験として各大学が必要な人材
をほしいという試験を実施しましょう。そういう
改革をしようとしています。すごく大きな改革で
す。
　進め方としてスライド70、スケジュールです。
10年後、20年後のことではありません。学習指導
要領は来年度告示になります。年次進行的に2020

（平成32）年度からスタートします。そして、基礎
学力テストも導入されます。入試改革もされてい
きます。
　大学に関しては、今年度中に先ほどの三つのポ
リシーを確定しなければいけないのです。大学は
いま、すごく大変な時期です。いままでは何もしな
くても学生が集まってくる大学もありました。ど
んな授業をするかを問われないまま、大学制度が
あります。そういうことによって遅れをとってい
た大学は、本当に大学としてそれでいいのかとい
う改革をしてもらうことになっています。
　まとめということで、スライド77。これまでは知
識の量を中心とした学習で、特に高校は知識伝達
型、大学入試は知識の量での振り落とし、大学教育

では付加価値をしない、大学でどれぐらい伸びた
かは関係がなかったのですが、それをこれから変
えます。
　自分の考えをまとめて、きちっと発表できる力
を高校教育で行なっていきますので、大学入試に
おいては、単なる点数だけではなく、高校時代の部
活動、ボランティア活動などを含めて、いろいろな
点で評価してください。大学においてはさらにど
のぐらい伸ばせたのか。一定レベルを越えなけれ
ば、卒業させないきちっとした大学教育をしてい
くことになります。
　あとは紹介です。ＳＰＨ（スーパー・プロフェッ
ショナル・ハイスクール）ということで、専門学科
が進められています。福祉におきましては、兵庫県
の龍野北高校が指定されています。２年目は大阪
市立淀商業が指定を受けています。昨年度は指定
がなかったので、来年度はぜひ手を挙げていただ
きたいと思っています。
　スライド87、人口の変化、人口減少の国となって
います。
　スライド89、65歳以上の人口の割合が７％から
14％に増えるまでに24年しか経っていないのは日
本だけです。急激に高齢化したからこそ、問題なの
です。他の国々、特にフランスは100年以上かけて
いますから、社会基盤をつくり施設をつくり法制
度をつくり、地域の方々の連携も深めているので、
いまのままで維持できます。日本の場合は一気に
増えました。ヨーロッパの高齢者の制度を日本に
逆輸入しましょう。無理です。日本は日本独自のも
のがあります。ですから、日本としての福祉制度を
つくらざるを得ません。
　北欧に行って「よかった、よかった」と言う人が
多いのです。北欧は北欧だからできたことで、日本
ではできないです。人口500万人のデンマーク、人
口900万人のスウェーデンの制度を１億2000万人
の日本に、しかも47都道府県に分かれている地域
でできるわけはないと思います。わかっているの
に、行ってよかったではなくて、足場をきちんと固
める福祉をやってほしいと思います。
　スライド105、介護福祉士に関して制度改正がさ
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れて、今年度からは実務経験の方には研修会を、養
成施設の方には来年度から５年間かけてですが、
国家試験を受けてもらう方向で調整しています。
ルートが変わります。５年後、ようやく介護福祉士
という国家資格は一つの国家試験を受けなければ
いけないということになります。
　国家資格で、複数のルートがあるのは介護福祉
士だけです。医者になりたいのに、実務経験だけ
でいいのでしょうか。あり得ません。不思議な資
格になっています。ただ、世界に冠たる資格でも
あるのです。介護に特化した国家資格を持ってい
るのは日本だけです。よくドイツにAltenpfleger
があるといいますが、最初は州ごとに養成課程
が異なっていたものを10数年前に国家資格とし
て統一されたものです。また、フィンランドには
Lähihoitajaという資格も一応あるのですが、10
種類の職種の基礎ということで置いているもの
です。
　これをさらに充実させて、社会的に評価を上げ
て、俗に言うアジア輸出をする。国内でちゃんと評
価されてから出していくべきではないかと思って
います。
　スライド112、現在、介護福祉士の登録者数は約
150万人、すごく多いです。日本で一番多い職能団
体は看護師会で、准看護師と看護師を合わせて150
万人です。匹敵します。手を携えて職能団体として
ものを申す団体になればいいと思うのですが、組
織率は７％です。１割もいっていないはずです。そ
んな団体ではものを申せないです。全員が入る仕
組みにしなければいけないと思います。
　スライド113、その中で働いているのは70万人
ちょっとです。つまり、半分は働いていません。全
員が働けば、介護人材の不足は改善します。なぜ不
足しているのでしょうか。介護福祉士を取っても
待遇面でやっていけないと思われています。もし
くは、マスコミのバッシング等があったからと思
います。待遇を上げていく、社会的な評価を上げて
いくことが必要ではないでしょうか。
　スライド120、来年度介護福祉士のカリキュラム
改正が行なわれます。加えて、裾野を広げる研修と

いうことで、ホームヘルパー３級のようなものが
復活、もしくは新たにつくられます。このことを押
さえていただければと思います。
　スライド141、介護福祉士を養成する福祉系高等
学校の指定校数です。福祉系高等学校はこれまで
123校を指定していますが、福祉科と福祉科を結合
するなどして、現在のところ、113校です。特例高
等学校として今年度から16校が時限立法的に３年
間だけやれるようにしてあります。113＋16＝129
校が福祉高等学校として生徒を受け入れている状
況です。
　スライド142、介護福祉士を養成している学校
の生徒数は約１万２千人。そして、実務者研修、初
任者研修をやっている学校の生徒数は約４万人。
資格は関係ないが、福祉を学んでいる生徒は約
４万６千人。９万人以上の高校生が福祉を学んで
いることになります。110万人に対しての９万人
ですから、１割はいっていないという状況です。こ
れを増やしていければと思います。
　スライド145、介護福祉士国家試験の状況です。
全体合格率よりも高い合格率を高校は示していま
す。
　スライド146、第28回のところを見ますと、卒業
生も含めた高校は67.1％で、全体より10ポイント
アップですが、高校を卒業してすぐ国家試験を受
けた人の合格率は86.4％と９割近いのです。「1850
時間になったから大変だ」と言いますが、いままで
の1190時間が1850時間になったからこそ、合格率
が上がったとも言えると思います。
　スライド149、専門学校の定員充足率は年々下
がっています。新聞に叩かれていて、介護福祉士の
養成はどうなるのかといわれています。これを逆
手に捉えて、介護福祉士の養成は国家試験を受け
なくていい、みたいな論調にならないようにして
いかなければいけないと思います。
　スライド151、介護福祉士を養成する学校の進路
です。進学が約40％、就職50％とやや就職のほうが
多いのですが、進学の55.7％は福祉関係の学部で、
半分以上は福祉を学び続けています。就職も90％
以上が福祉職です。高校で福祉を学んで資格を
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取って、福祉の世界に飛び込んでいく率が高いと
いうことです。
　スライド152、県内・県外の就職を見たところ、福
祉科卒業生は県内の歩留まり率が約９割と他の学
科よりも高いのです。高校で福祉を学んで、生まれ
育ったところで福祉に就職している生徒が多く、
地元を支える人材になっています。これが強みで
す。
　スライド154、福祉高等学校の社会的評価を高め
るために、まず知ってもらおうと「高校生介護技
術コンテスト」が開かれています。今年が第５回で
す。各地区のブロックでコンテストが行なわれて
います。九州では各県のコンテストも行なわれて
います。県があって、地区があって、全国大会とな
ります。
　スライド161、全国大会です。第１回鹿児島大会
をはじめ、佐賀県の嬉野高校が２回連続、その後、
高浜高校、そして嬉野高校が３回目の優勝をしま
した。今年度、優勝したのは沖縄の真和志高校で
す。
　スライド162、高校で福祉を学んだことをきちっ
と検証していきましょうと「社会福祉・介護福祉
検定」を昨年度から行なっています。今年は約３千
人が受けました。以上です。

■補足
中島：征矢先生から補足を願います。
征矢：先ほどは時間超過、申し訳なかったです。資
料の裏面になります。「（３）地域連携の現状」にし
ておきました。課題でもあるのです。養成校ではな
くなって、外にもっと出て実践的な学びをしよう
という方向でこの５年間やってきました。
　2012（平成24）年度から上田女子短期大学に１
年生が行って体験実習、保育を体験しています。２
年生は幼児教育に関する分野や、逆に短大の先生
に来てもらって講義を受けています。昨年は学生
に来てもらって、それぞれ実習をやっているので、
実習記録を見せ合うなど、学生にもレクチャーし
てもらう取り組みをしてみました。
　2013（平成25）年度からは長野大学の学生に来

てもらって地域実習の実践発表をしてもらってい
ます。ただ、本校の生徒が長野大学に行って発表す
る機会がないので、今日は彼を連れてきました。福
祉を学んでいる高校生の様子を聞いてもらえれば
と思います。
　施設実習は、養成校のときから近隣の施設にお
願いしてあります。同じ介護職員初任者研修でも
総合学科よりはかなり日数を多くやっていると思
います。これを校内でどう扱うかですが、インター
ンシップとか、職業観教育を強めていきたいとい
う思いで続けています。
　その他、対外的な取り組みです。どういうことが
できるのだろうと上田市の社会福祉協議会に相談
して紹介してもらった経緯もあるのですが、障害
者スポーツ体験です。県内に一つだけあるブライ
ンドサッカーチーム「ＦＣレインボー」、坂城町は
上田市のすぐ隣なので、年３回ほど来てもらって
いました。今年度は少し見直しをしてみようとい
うことから、行なっていません。
　上田駅のバリアフリー調査です。最初にお配り
した新聞記事です。長野県の東北信は部のことを
班という地域があるのですが、長野大学の学生と
本校のボランティア班の生徒が最初にバリアフ
リー調査を上田駅でやってみました。これが非常
によかったので、授業として行なってみてはどう
かということから、ブラインドサッカーをなくし
替わりに今年からやってみました。
　もし、実習の日数を減らすとして、学びの質を確
保できるのかとシミュレーションも念のためして
みました。上田養護学校との交流をいままでの実
習の位置づけでできるのだろうかと２年ほどやっ
てみたのです。養護学校側から学校内がかなり忙
しくなってきて、残念ながら今年度で終わってし
まいました。
　地域の医療機関との連携は、資料にいろいろ書
いてあるのですが、文化祭のときに鹿教湯病院か
ら看護師に来てもらって体験コーナーを設けて、
そこで「高校生介護技術コンテスト」に、今年初め
て北信越大会があったのですが、行った生徒が隣
で発表をしたり、ベッドメイクを一般の方に体験

— 38 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



してもらったり、福祉や介護について、文化祭など
で同時に一般向け、保護者向けにやることを続け
ています。
　養成校でなくなりましたけれども、学校は専門
教育を行なうことから、工業科も商業科も食物栄
養科も実習をきっちりやっています。職業観を高
める教育に特化していきたいとも思っています。
　例えば実習報告会です。実習に行った生徒が校
内でやっていましたが、施設の方にも来てもらう
とまた違うのではないか、実習に来た生徒がどう
いうふうに勉強して進路を決めていくのか、いろ
いろ見てもらえればいいと思っています。
　先ほどの矢幅先生のスライドにもありましたよ
うに、上田千曲高校の卒業生も県外進学者10％で
す。３年生のクラスは39人いて、４人しか県外に行
かないのです。地元志向が強い高校です。地域に育
てていただいているので、目先のことをとにかく
やっていくしかないのですが、地域に人材を還元
できる高校であるべきではないかと思います。
　資料２です。養成校にするかどうかアンケート
を保護者120人と実習でお世話になった12施設ほ
どにやって、割合が出ています。圧倒的多数はやは
り取れるものなら取ってほしいということで、介
護福祉士養成は賛成となります。
　全体のところでちょっと書いておきました。例
えば資格条件、裏面にアンケートの文面があるの
ですが、大幅なカリキュラム改正と授業日数を増
やす必要があります。具体的に７時間目が当たり
前だとか、夏休みの補習がほぼ毎日のように入っ
てくるとか、そういうことは出していないので、率
直な気持ちとしてはちょっと失敗だったと思いま
す。具体的に高校生活はこうなりますと出すと、ま
たこの結果も変わってきたかもしれません。
　カリキュラムを増やすことに関しては、介護職
を経験されている保護者はなかなか厳しい意見が
ありました。高校生に時期尚早だという意見もあ
りますし、質が確保できるだろうかなど、なかなか
厳しい意見も出ています。
中島：本学が公立化することから、上田市との連
携は強くなっていくと思いますので、上田千曲高

校の今後については、そういった中でも少しずつ
考えていけるといいのではないかと思いました。

　本稿は、2017年２月４日に開催された「第９回
長野県 高等学校｢福祉科」教員研修会」で行なわれ
た発言を収録したものです。

（構成・編集  中島  豊）
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