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Ⅰ はじめに 

 

 

 和歌山高専創立 50 周年記念式典を終えてほぼ 1 年、第 2 の半世紀の歩みが順調に進む中、平

成 27 年 12 月 1 日に通算第 13 回目の和歌山工業高等専門学校諮問委員会を、学外の有識者 15

名の委員の皆さまのご出席を得て、開催することができました。特に 20 名の 3 割に当たる 6 名

の女性委員に委員就任を承諾いただき、うち 4 委員の出席を得て討議できましたのは、男女共同

参画に道は遠いと言える高専界で、一つの成果と考えます。 

 当日は、「少子化時代、男女共同参画時代における高専教育について」と「地（知）の拠点大

学による地方創生推進事業について」の二つの議題で審議をお願いし、記録をこの冊子にまとめ

ております。政府で教育再生実行会議の議論が進み、質の高い実践的な職業教育を行う新たな高

等教育機関の制度化が提言として出されています。高専の在り方もこれまでの延長上だけでなく、

新たな制度を取り入れる可能性も含めた大胆な改革の検討も必要と考えます。その一方で、地域

の拠点をめざす視点から、和歌山県中南部にある高等教育機関としての在り方を見失うことなく、

将来の地域、国、世界の技術を支え、活躍できる人材を育てる努力を続けたいと思います。 

 

 
和歌山工業高等専門学校長  堀 江 振 一 郎 
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Ⅱ 和歌山工業高等専門学校諮問委員会メンバー（敬称略・五十音順） 

  所属・役職 氏名 

委員長 国立大学法人 和歌山大学 システム工学部長 伊東 千尋 

委 員 

和歌山工業高等専門学校同窓会 会長 上野山 博実 

ジャーナリスト 笠野 衣美 

御坊市 市長 柏木 征夫 

国立大学法人 豊橋技術科学大学 学長補佐 澤田 和明 

本州化学工業株式会社 取締役 

（研究・知的財産担当、総合研究所長） 
塩見 泰一 

スターフードジャパン株式会社 代表取締役 新古 祐子 

和歌山県 企画部長 髙瀨 一郎 

国立大学法人 大阪大学大学院 

工学研究科長・工学部長 
田中 敏宏 

和歌山工業高等専門学校後援会 会長 冨塚 昭一 

日高看護専門学校 副校長 鳴尾 悦子 

南紀熊野産官学技術交流会 会長 濱口 公一 

御坊市立日高川町組合立大成中学校 教頭 林 千栄 

和歌山太陽誘電株式会社 代表取締役社長 林 俊男 

株式会社 紀陽銀行 

取締役営業推進本部長兼和歌山事業部長 
日野 和彦 

株式会社 島精機製作所 取締役 

総務人事部長 
藤田  紀 

和歌山県中学校長会 会長 藤本 禎男 

ＰＣインストラクター 都 亜紀 

和歌山信愛女子短期大学 保育科長 森﨑 陽子 

和歌山県工業技術センター 所長 和坂 貞雄 
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Ⅲ 平成２７年度和歌山工業高等専門学校諮問委員会（平成27年 12月 1日開催） 

１．諮問委員会メンバー出席者（敬称略・五十音順） 

国立大学法人 和歌山大学 システム工学部長   伊東 千尋 

和歌山工業高等専門学校同窓会 会長  上野山 博実 

国立大学法人 豊橋技術科学大学 学長補佐  澤田 和明 

本州化学工業株式会社 取締役（研究・知的財産担当、総合研究所長） 塩見 泰一 

スターフードジャパン株式会社 代表取締役  新古 祐子 

和歌山県中学校長会会長代理 印南町立清流中学校 校長  高瀬 幸人 

和歌山工業高等専門学校後援会 会長  冨塚 昭一 

日高看護専門学校 副校長  鳴尾 悦子 

南紀熊野産官学技術交流会 会長 濱口 公一 

和歌山太陽誘電株式会社 代表取締役社長 林 俊男 

株式会社 紀陽銀行 取締役営業推進本部長兼和歌山事業部長  日野 和彦 

ＰＣインストラクター 都 亜紀 

和歌山信愛女子短期大学 保育科長  森﨑 陽子 

御坊市長代理 総務部長  龍神 康宏 

和歌山県工業技術センター 所長 和坂 貞雄 

 

２．本校出席者 

  校長 堀江 振一郎、副校長 中本 純次、教務主事 野村 英作、学生主事 桑原 伸弘、 

寮務主事 樫原 恵藏、専攻科長 辻原 治、地域共同テクノセンター長 土井 正光、 

メディアセンター長 佐久間 敏幸、 

事務部長 大西 由喜男、総務課長 外山 和延、学生課長 仲 茂也、 

知能機械工学科主任 北澤 雅之、電気情報工学科主任 謝 孟春 

物質工学科主任 米光 裕、総合教育科主任 和田 茂俊、男女共同参画担当 三岩 敬孝 

 

３．配付資料 

・「少子化時代、男女共同参画時代における高専教育について」 
・「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業について」 

 

４．開催日時・場所 

  平成２７年１２月１日（火） １４時００分～１６時００分 
  本校 本館会議室 

 

５．諮問事項 

・少子化時代、男女共同参画時代における高専教育について 
・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業について 
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６．諮問委員会概要 

 

【堀江校長】 

こんにちは。本日は、ご多用の中をわざわざ和歌山高専までお運びいただきまして、ありがとうご

ざいます。厚く御礼を申し上げます。 

 また、日頃から私ども和歌山高専の活動につきまして、ご支持、ご援助を賜っておりますことを、

厚く御礼申し上げます。 

 平成 26 年度は、私どもの学校が創立 50 周年の記念の年であるということで、11 月の記念式典だけ

ではなく、1年間、種々の記念事業を続けてまいりました。学生も、活発にそれらの事業に参加して

まいりました。この間、学校に対して皆様から寄せていただきました様々なご支援にも御礼を申し上

げます。 

 今年 9月に、最後の事業として正面の正門の幅を広げる工事をいたしました。昔の尺貫法で申せば、

3間だった門を 5間に、60 パーセント程広げました。これによって、自動車、バイク等の一時停止等

の視野が改善し、また学校が地域にまたは和歌山県に開かれた学校であるという姿勢を体現するもの

になったのではないかと思っております。概して好評をいただいていると思っておりますが、先生方、

いかがでございましたでしょうか。 

 今日、お集まりいただきました和歌山高専の諮問委員会は、平成 12 年度に初めて開かせていただい

て以来、今回が 13 回目の開催となります。和歌山高専が、国立の高等教育機関として最高の機能を発

揮するため、外部委員の皆様から客観的にご意見をいただき、学校運営の改善に努めてきているとこ

ろです。前回は、9カ月前の平成 27 年、今年の 3月 16 日、卒業式直前に開かれました。この時期は、

前年度の行事や予算執行の追い込みと、平成 27 年度の入学始業式に向けて、新たな準備にかかってい

る時期でしたが、テーマは専攻科教育の高度化と進路指導と社会という 2点についてお話をいただい

たところです。 

 さて、政府で教育再生実行会議の議論が進み、その中で質の高い実践的な職業教育を行う新たな高

等教育機関の制度化が求められますとの提言が出ているところです。現状、一般的に高く評価してい

ただいている高専としての教育内容の改善、学科の見直しを越えた、専攻科を含めた 7年制一貫教育

の機関創設の可能性についても、これは議論をする必要があろうということで、議論をしていること

を 3月にも申し上げましたが、その後も改革全体の動向をかなり慎重に見極めつつ、校長会を中心に

協議を進めるとともに、教育課程等の具体的な改善については、検討を種々のチャンネルで始めてい

るところでございます。 

 学生の勉学、種々の活動、就職進学の進路選択は、この間順調に推移しているとご報告させていた

だきます。例年と大きく変わらず、6割の就職と 4割の進学も順調です。4月から 8月に遅らせるとい

うことになった就職戦線の開始ですが、昔から正式内定をいただけるのは 10 月となっていました。そ

の 10 月の時点では、例年とほとんど変わらず多くの学生が同様に進路を決定し、いわゆる優良企業、

研究環境の整った国公立大学等に多くの進路が内定しているところです。 

 一方で、昨年度ご意見を頂戴した、地元への就職の充実がどうなったかということについては、数

値的な成果をお示しすることは難しいのが正直な状況ですが、現在の低学年生からの指導を含めて、

継続的な課題として焦らず取り組んでいきたいと思っております。 
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 今日の会議での諮問は、1点目が少子化時代、男女共同参画時代における高専教育について、でご

ざいます。高校、高専が中学卒業生を、ある意味奪い合うような時代にあって、受験生にどう高専の

魅力を発信し、一方で、出口では地域社会、またわが国産業社会、そして大きくは、国際社会にどう

送り出すか、そういう高専卒業生とはどうあるべきかをお伺いしたいと思います。 

 2 点目として、つい 1カ月前に文部科学省への申請でわが校が採択されました地（知）の拠点（COC：

Center of Community）大学による地方創生推進事業があります。この事業に和歌山県中南部、また大

きく和歌山県域全体の工学教育の一つの拠点として、地方創生推進にどう私ども和歌山高専が取り組

むか、理念としてではなく、まさに実践的にアクションを取ろうとしているところをご紹介させてい

ただき、ご意見を賜りたいと思います。 

 今回は 15 名の多数の委員がご出席です。事前のご説明が不十分な所があったかと存じますが、本日

の諮問委員会、よろしくお願い申し上げます。 

 

【伊東委員長】 

 委員長を拝命しました和歌山大学システム工学部の伊東でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は 2題の議題を用意していただきましたので、その議論につきまして皆さまから闊達なご意見

をいただければと考えております。できるだけ円滑な運営を心掛けたいと思いますので、よろしくご

協力ください。よろしくお願いいたします。 

 本日は「少子化時代、男女共同参画時代における高専教育について」と「地（知）の拠点大学によ

る地方創成推進事業について」というテーマを議題として、開催させていただきたいと思います。 

 はじめに、堀江校長から、昨年度の諮問委員会で出されました意見への学校の対応状況についての

ご報告の後、質疑をはさみ、続いて本テーマの担当者からご説明をいただき、それをお聞きした後、

質疑および忌憚のないご意見を賜りたいと考えます。 

 それでは、堀江校長から昨年度の諮問委員会で出されました意見の学校のご対応状況につきまして、

報告をお願いいたします。 

 

【堀江校長】 

 前回は専攻科の話でありましたが、短期間でまだ専攻科についての対応が取れていないということ

が正直なところでございます。手短にご報告申し上げます。 

 専攻科の進路指導、修了生の社会での役割、それから大学卒業生と専攻科修了生との違いをどう考

えるかということですが、まず県内企業とも協力して、継続して地域での研究に取り組んで、内容の

深化を図っていくということが、その地域に居場所がある専攻科の一つの役割であろうという形で、

本日の第 2議題につながっていくものと思っております。また、もし先ほど申し上げた高専の 7年制

の導入が、本当に具体化する場合には、国立大学工学部へ 5年生から編入学している制度を今後どの

ような形にするか。これは全国の話でありまして、我々も校長会で相当に得失プラスとマイナスをし

っかり考え、学生のために検討をして参りたい。今は全く、それについて説明できるところまで進ん

でおりません。 

 それから、専攻科で実践性が評価されている高専生が、あと 2年間何を深めていくのかというご指

摘につきましては、やはり実践的な能力の強さというところをあと 2年間しっかり伸ばすというポイ
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ントを忘れてはいけないだろうと考えます。ご意見の中に、大学のようにもう少し総合的なものもあ

と 2年でカバーしていく、あるいは教養的なものを広げていくこともできるのではないかというお考

えもいただきましたが、現在もなお、いくらか実践的能力の強さを伸ばすという方に傾いて、今のと

ころ専攻科は動いていると考えております。 

 それから、修士出の方、博士出の方が、今、就職戦線にもたくさんいらっしゃるという中で、専攻

科で 2年少々プラスしたことが、どのぐらい力となるかは、やはり県内企業とも協力し、継続して本

当に役に立つ実践的な研究を深め、それがどう評価されるか、大学の 4年制と 6年制、それから 9年

勉強する方と、どのように太刀打ちをしていくかということは、専攻科としてもう少し検討を深めさ

せていただきたいと思います。専攻科は以上です。 

 それから、進路指導と社会というところにつきましては、高専の入試の在り方や広報、募集の在り

方についてのご意見がございましたけれども、体験実習入試を続けていること、これはある程度先生

方からも面白い入試の形であろうという言葉をいただいておりますので、引き続き私達の学校の特色

としてこれからも伸ばしていきたい。それを通じて、意欲のある学生を取ってその力を伸ばしてやり

たいということで、進めていることを報告します。 

最後になりますが、高専側も地元の就職のニーズを企業に聞いて回るぐらいの努力があってもいい

のではないかというお話がございました。今、やっておりますこと全体で申し上げますと、授業の中

で企業の社長さんや技術部長さん、紀陽銀行さんのご協力を得て、15 人の違う方に来ていただいて、

授業をしていただくという「企業実践講座」があります。それから、工場見学では、遠くへ行くこと

は難しいので、地元でたくさんの企業に協力してもらっています。それから、インターンシップにつ

いては、大体 36 パーセントぐらいの学生が県内の企業でインターンシップを取っています。というこ

とは、裏返せば 6割少しは県外でインターンシップをやっているということです。 

 それから行事としては、地元を中心とした企業の合同説明会を今の 4年生を対象として年明け 3月

2日に予定をしております。このようないろいろな仕組みをもって、地元の企業の様子、それから雇

用のスタンスを聞く努力を続けておりますし、交流を深めていることを申し上げます。さらにこれか

らも、もっと直接にお伺いをするというようなことも努力していきたいと思っております。以上でご

ざいます。 

 

【伊東委員長】 

 ありがとうございました。それでは、ただいまのご報告につきましてご意見、ご質問等ございます

でしょうか。いかがでしょうか。昨年のテーマでは、かなり長期にわたるようなテーマになっており

ましたので、現時点で具体的な成果ということにはなっていないというご報告でしたが、本日諮問い

ただきますような議題とも直接関連することもあろうかと思います。その議論の中で、もう一度ご意

見を賜ることも可能だと思うのですが、この場で特にご意見ございましたらいただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

 先ほどの政府の方針で、7年化という話が出てまいりましたが、ここにつきましては、どのような

スタンスで臨んでいらっしゃるのでしょう。やはり、実現するというスタンスで臨まれているのか、

それともまた不透明だから様子見という形でやられているのか、いずれでしょうか。 
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【堀江校長】 

一つは、専攻科を持っておるわけですから、それを含めたもう少し統一的な 7年の勉強ができると

いう形、これは魅力があると感じている校長が多いと思います。一方では、ではそのようなものがで

きたときに、同じ学校の中で 5年というコースが魅力を持って教育できるのかということは、一つの

注意点であろうと思っています。 

 それから、正直に申し上げますけれども、こちらにも専門学校関係者の先生もいらっしゃるのです

が、特に都会にはたくさんの専門学校、各種学校があって、そこが大学への編入等についても、だん

だんにチャンスを得ていらっしゃいます。そんな時に、やはり私ども 7年間という専攻科までの期間

が、勝手に言えば、何々専科大学や、専門学校大学、または高専大学などという分かりやすい形でで

き、もし 7年だったら、そこの 5年コースという形です。大変正直な話ですが、やはり学生を集める

上では魅力であるということは、あります。でも、そのような中身と別の議論をしても仕方がないの

で、われわれも校長の集まりでは、慎重に、やはり中身はきちんと埋まるのかというところから議論

をしているというところです。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございました。なかなか答えにくい質問をしてしまいまして、申し訳ありませんでした。 

 この件につきましても、本日ご審議いただきます議題と密接に関連してまいりますので、その中で、

各皆さまからのご意見をいただきたいと考えています。 

 

※本校 教務主事 野村教授から『少子化時代、男女共同参画時代における高専教育』について

説明があった。（資料 p22～） 
 
続いて、同じく本校 地域共同テクノセンター長 土井教授から『地（知）の拠点大学による

地方創生推進事業』について説明があった。（資料 p28～） 
 

【伊東委員長】 

 それでは、最初の少子化時代、男女共同参画時代における高専教育についての質疑に入りたいと考

えます。本件につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、どうぞお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 それでは私のほうから質問させていただきたいのですが、この少子化の問題は、大学では 2018 年問

題という名前で最近熱心に議論されている問題でして、中学卒から受け入れを開始する高専では、先

んじてこの問題が出てくるということだと思うのです。この問題を語るときに、先ほど野村先生から

ご紹介していただきましたパワーポイントの資料を拝見しまして感じたことなのですが、高専として

の魅力の問題を議論するのか、それとも和歌山高専としての魅力を議論するのか、どちらなのでしょ

うか。ここの場は、和歌山高専の学校諮問委員会という場ですので、そのような立場から申しますと、

和歌山高専の魅力をどのように作っていって、少子化時代を乗り切っていくのかということが、恐ら

く議論の中心になろうかと思うのです。ところが、高専機構の一員でもありますので、その中で入試

改革や教育改革、あるいは学区画再編等の話もいただきました。これは高専機構としてかなり進めて
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いるところもある。そういう意味でいきますと、高専が高専機構の中全体として取り組んでいる魅力

ある高専づくりということになろうと思います。その側面も大事なのでしょうが、やはり和歌山高専

としてこの少子化時代にどう取り組んでいくのかという点が、まずは最初に議論されるべきなのかな

という気もするのです。いかがでしょうか。 

 すみません。回答をしていただくというよりは、意見交換をさせていただければありがたいと思う

のです。かなり難しい問題でして、少子化の問題は私が参加しております工学部長会議でも多々出て

おりまして、はっきり申しますと結論は出ておりません。いろいろな観点がございます。魅力ある大

学をつくらなければ学生は寄って来ない、であるから少子化を乗り切るためにはやはりカリキュラム

改革が大事であるという方もいらっしゃいます。その一方、私立大学からは、そのようなこと言って

も人が来なければ話にならないので、まずは入試改革で入試制度を多様化させるというところで議論

を進めているという大学もございます。高専の立場で高校と競合するところで入学者を集めなくては

ならないということでいきますと、入試の方法はさほど多様化はできないのではないかという気がす

るのです。とすると、高専に入ったときにどのように魅力ある将来が約束できるのかというところが、

学生さんを集めてくるときの一つの視点になると思うのですが、いかがでしょうか。 

 

【野村教務主事】 

 最初に言われた、いわゆる和歌山高専として魅力ある方向かということですけれども、もちろん方

向としては全体的に、いわゆる高専改革という方向に行っているのですが、やはり地方独特の事情な

どがあると思います。当面は、機構のほうもそこまで無理に変えようというところまでは行かないと

思うのです。ですから、この諮問委員会では、和歌山高専としてどういう改革をするのか、進むべき

方向を示していただく方がありがたいと思います。 

 後で言われた入試の方です。入り口は高校と当然重なりますが、我々としたら中学訪問を続けるな

ど、いろいろな活動を続けて何をやっているかというと、和歌山高専の魅力を伝えているわけです。

大きなのは、いわゆる進路です。高専に来ると、5年間の一貫教育で、その先には進学や就職などが、

ほぼ希望の 100 パーセントに近い値で実現できる、そういうところを PR しながら魅力を伝えていると

いう状況です。高校との違いは明らかで、高校へ行くとまだその先の進路というのは全く見えていな

い状況ですけれども、ここへ来ると就職でも進学でもある程度先を見ている。将来は約束されるとい

う、そのような話になるかと思うのです。 

 

【伊東委員長】 

いかがでしょうか。何かご意見ありましたら。どうぞ。 

 

【都委員】 

私は、インストラクターの都亜紀という肩書でさせていただいておりますけれど、和歌山高専の卒

業生です。27 年前に電気工学科を卒業させていただきました。私の立場としては、女子学生、卒業生

代表という立場と、あとは仕事がＰＣインストラクターということで、ワード・エクセルといったも

のではなくて、プログラミングの講師をしております。そういうことで、社会人 1年生の新入社員研

修等を担当させていただいておりまして、いろいろな企業の新入社員の方を見てまいりました。 
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 もう一つの立場としては、今、中学 3年生の娘がいて、上には高校 3年生の息子もいるのですが、

そういった保護者の立場ということでも、この場に呼ばれた意味があると思っております。そういっ

たいろいろな立場で、この高専についてお話させていただきたいと思っています。 

 まず、全体として高専自体の認知度ということで考えますと、それほど高校入試にあたって高専と

いう選択肢を中学 3年生の子たちが知っているかというと、まだ認知度は低いと思います。はっきり

言いまして、今は少子化ということが言われておりますので、私立や公立高校においても少し送り込

みがすごいのです。私の娘が通っている校長先生とお話したのですが、その中でもやはり学生を取ら

なければいけないということで、アピールがすごいです。その中で高専の魅力が認知されているかと

いうと、まだまだ認知度は低いのではないかと思います。 

 私は卒業生ですので、高専は 5年間行ったら実践的なことが身に付きますし、素晴らしい学校だと

思っています。ですけれども、その素晴らしさが伝わっているかというと、そこまで中学校の校長先

生はじめ職員の方々には伝わっていないのではないかと思っております。もう少しアピールの仕方な

どを考える必要があると思います。 

 あとは、女子学生として言うならば、私が入った時は学年で、電気工学科は 1人、土木工学科に 1

人という程度でした。やはり、高専に女子で入って何のメリットがあるのかというのを、中学 3年生

のときに考えるかどうかというのは分からないのですが、親という立場でいきますと、高専に入れて

何がいいことがあるのだというのはとても考えます。普通の一般の高校行きまして、その後国公立の

大学に行かそうと思ったら、並大抵ではない勉強をしなくてはいけない。その中で、高専に 5年間行

けば国公立への編入などの道が多くあるということ、そういうことも認知度も低いですし、そういう

ところをもう少しアピールの仕方があるのではないか思います。 

どのような方法がいいのかというと、やはり和歌山という地方なので、私は大阪の南部の岸和田の

方に住んでいるのですが、そこまで大々的に広報するのは難しいとは思うので、そこまでは浮かばな

いというところもあるのですが、女子についてもう少し将来的なキャリアモデルが明確にならないか

なと思います。女子学生は、高専という男女平等の最先端のような所で 5年間生活して、あまり女子

ということを意識せずに卒業していくわけですが、社会に出ますと、やはり結婚出産そういったキャ

リア上の、言い方は悪いかもしれませんが、ハンディになるようなことが発生します。それを含めた

形でのキャリア形成、自分の将来にわたるどういうふうに仕事人生を生きていくか、また家庭の人生

を生きていくかというのを、高専の５年間の中で少し考える機会を持たせて、その中で将来このよう

に生きたいからこういう企業を選びたいというふうに考える。 

また、企業さんの方にも、このような考え方に合った企業ですかというふうに問い掛けられるよう

な学校であって欲しいと思っております。これは入試のときに、募集するにあたっても、高専に女の

子を行かせようという親にとってはどうなるのだと思うので、実際、具体的にこのようにしています、

このような卒業生がいますといった、その人となりというよりも、正直言って大きな企業に勤めてい

るかというような企業名です。編入した大学が国公立のどのぐらいということは大きいのですが、大

手企業でどのような取り組みをしているか、また大手企業に行った女子学生がどのようになっている

かというのを、もう少し見やすい形でアピールしていくと、塾の先生や学校の先生も、生徒たちにこ

のような選択肢があるのではないかということを言いやすくなるのではないかと思います。 

 漠然とした話なのですが、きっかけはその辺りです。先生方が親に勧めるにあたって、説得力のあ
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る内容といったらそういうところだと思います。あと子供に問いかけた時に、子供が魅力があると思

ったところは、自分の将来がこのようになるのかなと具体的に分かるのではないかと思います。もう

少しキャリアモデルを明確にしてあげると、女子学生が興味を持つのではないかと思います。 

 高専の教育については、とても他にはない素晴らしいものがあると思っております。以上です。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございました。なかなかテーマが大きいので、女子学生の問題と、それから高専の魅力

を充実させて少子化時代を乗り切るという 2点の項目がございますので、恐らく両方とも関連してい

る項目だと思います。その中で、今、先生がおっしゃったキャリアモデルの明確化は、非常に重要な

点だと考えました。 

 他にご意見いただけますか。企業の方からご意見いただけるとありがたいです。塩見委員、いかが

でしょうか。 

 

【塩見委員】 

野村先生のお話の中で、中学生が減っていく中で入学者数を維持しつつさらに増加させるというの

は、かなりチャレンジャブルなお話だと思いながら聞いていました。中学生が減ってくる分だけ、入

学者数も減ってくるというのが普通のところなのでしょうけれども、それを何とか増やそうというと

ころを、入試改革で一生懸命取り組んでおられるのはよく分かったのですが、皆さんが少ない中学生

を取り合うということになると、ハードルを下げて数だけ入れたらいいという話になってくるのでは

ないかというところが少し心配です。それはそれなりに質をきちんと保つ、あるいは質は悪くなって

も、それを在学期間の間にきちんとした和歌山高専として自信を持って送り出せる質にすることが、

学校にとっては大事なことだと思います。 

 先ほど都先生がおっしゃっておられたように、一番のポイントはやはりここに入るとこのような未

来があるということ、中学生の方でそこまで分かるのかどうか分かりませんが、やはりこのように行

けるということをしっかりと示すことが、受けようと思うきっかけになると思うので、そこのところ

をしっかりやっていただけたらいいと思います。 

 やはり一番のポイントは、高専改革の所で『高専的な高度化』という書き方をされており、聞こえ

は物凄く良い言葉だと思うのですが、具体的に何をするのかが、なかなか分かりづらいと思います。

言葉としては非常に良いのですが、「和歌山高専として何をするのですか」と言われると、なかなか難

しいと思います。 

 個人的な話で申し訳ないのですが、私は今、世の中の変化が非常に速くなっているように感じてい

ます。製造業で言うと、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)や AI（Artificial 

Intelligence:人口知能）の進化が非常に速いです。インダストリアル 4.0 ということで、第 4次産業

革命という話も出てきていました。工場のものをつくるという所が大きく変わろうとしているという

ところ、進歩の度合いが、我々が生きてきた時代よりもどんどん早くなっているので、できればその

ような所に付いていける、そのような変化に対応し得るような人を育てていただけることが、一つの

方向性だと思います。我々の時代は少しのんびりしていたというか、それはそれでよかったのだろう

と思いますけど、逆に今の子供は可哀想だと思うぐらい進化が激しいところがあります。そういうと
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ころが高度化の一つの方法なのではないかという気はします。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございました。他ございますか。お願いします。 

 

【林委員】 

今、塩見委員がおっしゃったとおりだと思います。我々企業からしまして、やはり高専生を評価す

ると、いい所というのは、私は卒業生の成果だと思っています。非常に人間性もいいし、能力のバラ

つきも少ない。それは、やはり 15 歳でこの専門を目指そうという、少し若いのですが非常に志がしっ

かりしているというところであると思います。 

 それはもう既に、企業も認めているところだと思います。高専の方が来ていただければ、間違いな

いというところはあると思います。ただ 1点、例えば四年制大学出の方と比較すると、いいかどうか

分かりませんけれども、やはり大学の人はバラつきが大きいです。能力のバラつきや知識のバラつき

ということではなくて、人間としてのバラつきが大きいのです。そのバラつきが大きいから、下だか

ら悪いとか、上だからいいということではなくて、塩見さんがおっしゃったように、世の中の変化が

非常に激しいと非常にばらついた人間も有効な時代になってきているということが言えるのではない

かと思います。 

 高専の 5年の教育期間、それから今、7年制も私は非常にいいと思います。そういう中で、基本は

人間性が非常にいいということであり、真面目であるということです。これは、人間にとって一番大

事なことです。それをベースに、個性の部分をこれからどう見つけていくかということです。世の中

で要求されているものは、非常にバラつきが大きいものばかり要求されていますので、安定した人材

は、我々企業ではあまり求めませんので、そういう人材を今後技術者としてどう対応させていくかと

いう非常に大きな課題ではないかと思います。我々企業にとっても、それが一番大きい課題という気

がしています。少し抽象的ですけれど。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございました。他はいかがですか。どうぞ。 

 

【鳴尾委員】 

私ども日高看護専門学校は、昨年 4月に開校いたしまして、今年で 2年目になります。高校卒業を

条件として看護師になりたいという人の 3年課程で、卒業前に看護師の国家試験を受け、合格して初

めて看護師になれる。この少子化時代、男女共同参画は、看護学校にとりましても非常に大きな問題

です。実はこの資料をいろいろ見せていただいて、ご説明を伺って、国立高専のビジョンの入学者女

性比率 30 パーセントは、これは看護学校におきかえましたら、男性比率 30 パーセントです。看護師

の仕事は、女性の仕事であるということで来ておりましたが、最近男性が非常に増えまして、本校に

おきましても 1 期生は 1 学年定員 40 名のうち、この 30 パーセントが男性です。2 期生は 11 名です。

厚労省のほうでも、やはり男性看護師は 3割あるいは 3割 5分辺りまでという声も聞くのですが、県

内の看護学校におきましては、男性は多くて定員の 2割ぐらいです。それは、例えば母性看護学の実
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習については、病院側の受け入れ体制が難しいということがあって、男性人数を制限している状況な

のです。 

 本校は、日高地域の看護師不足ということがあったので、開校にこぎつけたということです。ただ、

定員確保は十分できていくだろうというのがあるのですが、この先、この地域の中学生が減ってくる

ということになりますと、やはり影響が出てくるというのは、先ほどの説明を伺っていて、将来的に

は同じだと思っています。私も高専のことは本当に知らずしてということなのですが、この在学生の

出身地等を見せていただきましたら、本校も同じような状況で、和歌山市からはほとんど来ておりま

せんが、日高、御坊地域、それから有田、そして田辺辺りは少しということです。看護学校につきま

しては、地域で働く看護師を養成する。目標は看護師一つです。看護学校を選んでくる学生の目標は

はっきりしているわけです。中学校からも、近頃は看護学校からキャリア教育のために話に来てほし

いということで依頼されることもあるのです。 

 和歌山に熊野高校がございまして、ここは中学校を卒業してから 5年間で看護師の国家試験が受け

られるので、看護師になる一番の近道です。けれども、中学を卒業して「看護師になりたい」と言っ

ても、この熊野高校のような所に進学していくには、やはり本人も親御さんも躊躇するという話を聞

くわけです。実際に高校 3年辺りで、看護師を目標にしないということで、5年行かず 3年で修了す

るという生徒さんもいらっしゃるということを聞くのです。中学校からそのような所に行ったほうが

いいでしょうかとか、あるいは看護学校に 3年行ったほうがいいでしょうかなどの相談もよく受ける

のです。今、看護大学は全国に 223 校できております。大学へ行ったほうがいいでしょうかとか、い

ろいろ聞かれるのですが、私どもはやはり看護実践者、看護師として現場で働く実践者を育てていく

のが看護学校だと、思っております。多分高専もそのような実践者を育てるというようなことになる

のだと思うのです。 

 私は、中学校卒業で本当に職業選択をするときに、看護学校は 1本ですけれど、高専のようにいく

つか学科があって 5年後どのような所に就職していくかという時、男性であれば物づくりというとこ

ろの興味もあるのでしょうけれども、女子の場合、本当に先ほど先生方が言われているように 5年卒

業してその先がどうなるのかという、これが明確なものが分からなかったら、そちらの方に進むとい

うことには選択肢としては難しいのではないかという気が致します。 

私どもの学校は社会人入学があるので、ここの高専の卒業生が何人か看護師になりたいということ

で入学してきております。それは女性にもありますが、実は男性もあるのです。理系の方へ進み、い

ざ就職してみて、将来的に考えたときに、今の高齢社会の中の仕事としては看護師がいいのではない

かということで考え直して、再度入学してきたという学生がいます。これは高専の卒業生だけには限

らないのですが。今の社会は、職業選択というところで高校を卒業し大学へ行ったとしても、本当に

その道一筋に行くということではなく、人生のどこかで職業選択をもう一度して、全く違う道に行く

ということがあるので、中学校卒業のところでの選択は本当に難しいのではないかという気がします。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございます。中学校卒業時の職業選択、進路選択は非常に重要な問題だと思いますので、

和歌山県中学校長会から高瀬先生に来ていただいておりますので、ご意見をいただければと思います。 
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【高瀬委員：藤本和歌山県中学校長会会長代理】 

金の卵を預かっているような気分になっています。私は印南町の中学校の校長です。印南町は、こ

こは名田ですが、高専の地元という把握をしています。高専もできて長い歴史を積んでいるので、私

の校区からも大勢の卒業生が、また今もお世話になっている生徒もおります。地域としては、高専に

入るというのは、東大か京大へ入ったようなイメージで、高専に入るとよくできる子というイメージ

で今まで来ています。 

 ただ残念ながら、どうしても保護者や地域の方々は高専だったら就職は引く手あまたであるという

イメージがあるのですが、どうも高校と四年制大学の間というような中途半端なイメージを持ちがち

なのです。ただ、実際このように高専の仕組みをお伺いしたら、決してそうではなくて、専攻科や大

学への編入というシステムがあって、どんどん学びが広がるシステムになっていると思うのです。そ

の辺りが、印南町辺りではかなり浸透してきているのではないかと思います。あそこの子は高専に行

っているけれども、途中から工業系の大学へ編入してそこで学んでいるという話で、そういう中から

高専に進んで、また大学という道もあるのだなということが浸透してきていると思うのですが、それ

が果たして和歌山県下全体的にはどうかというイメージはあります。 

 それと、今、看護学校の校長先生がお話をされたように、中学生の職業意識というのが、やはり私

の学校の生徒を見ても狭いです。自分の身近な仕事が役場の職員か教育か JA か、あとは農業というよ

うなイメージで、サザエさんのお父さんはサラリーマンでカバン持っていくけれども、どのような仕

事をしているのでしょうかと言うと、結び付かないのです。その辺でやはり私たち中学校でもキャリ

ア教育を充実していくという必要はあると思います。 

 これは、いろいろな職業紹介というのをしていかなければならないと思います。先生がおっしゃっ

たように、看護学校の場合は看護師という出口が見えていまして、うちの地域の方では看護師さんは

就職率満杯です。女性でも、途中で赤ちゃんを産んで仕事中断しても、手がかからなくなったらまた

勤められるということで、看護師さん志望が大変多いです。だから、私たち中学校の方も努力します

が、高専を出た出口はこのような仕事があるのだということを具体的にアピールしていただけたらと

か、もう少し中学校の生徒にも分かりやすいような授業を中学校の方に回していただけたら、また中

学校でもそれを利用させていただけるのではないかと思います。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございました。では次の議題に入りたいと思います。 

 地（知）の拠点、大学における地方創生推進事業について、先ほど土井先生からご説明をいただき

ましたが、この件につきましても質疑に入りたいと思います。ご意見をいただきたいのですが、いか

がでしょうか。なかなか COC とか COC プラスと言いましても、担当している先生方や大学以外には、

なかなか理解しにくいところもあろうと思います。いかがでしょうか。 

 

【和坂委員】 

地（知）の拠点構想は、COC プラスにしても COC にしても、やはり地方の創生というのが中心にな

ってきていると思うのですが、その地方創生の中で、高等教育の在り方が問われているところだろう
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と思うのです。先ほどの少子化時代と野村先生の話とも共通するところはあると思うのです。やはり、

一番の問題は人口減少、これは和歌山県も間違いなく減ってきます。そうすると地方創生にかける労

働量をどうしていくのかは大きな問題になっていく。そこで、高等教育機関がどうあるべきかという

ように考えていかなければいけないと思うのです。そうすると、私が思うのは、解決策というか、一

番のポイントはやはり女性がどのようにそれに関わってくるかということだろうと思っています。と

いうのは、労働力の中で、今は例えば製造業を見ましても、女性のイメージは少ないと思うのです。

だから、いかにそこでの女性の比率を上げていくかということだと思うのです。そうするとやはり、

この高専も女性をもっと入学させていく、男を減らしてでも女性をどんどん入れろというぐらいの勢

いがないと、県の地方創生には、恐らく貢献できないと思います。 

 そこで、先ほど都先生の話がありましたように、女性に入学してもらうためにどのようにするのか

と、こういうことです。そこが問題になってくると思うのです。一番の問題は、これからそれは先生

方に考えていただかなくてはいけないと思うのです。本日寮を回らせていただいて、たまたま機械系

で勉強していらっしゃる女性は何人いるのですかと聞いたら、1人ですという話だったのです。 

私は女性の入学者を多く集めるための方策を考える必要があると思っています。特に中学を出たば

かりでは、自分がどの分野に行きたいのかは分からないと思います。そうするとやはり、和歌山大学

もそうですけど、1学科にして 8分野、その分野を入ってから考えるという、そういうシステムを取

り入れた方が、むしろ女性はそこでやりやすいと思います。あとは、やはり教室でも女性がいる教室

のほうが楽しいのです。だから、そこで女性と一緒に勉強する機会を高専の中でも作らないと、あそ

こへ行ったら男ばかりだとなると、男性も嫌だし女性も行きづらいところが出てくると思うのです。

その辺を考えていただければと思うのです。ポイントはやはり、女性をどう取り込んでいくかという

ことだと思うのです。少し COC プラスというところから外れているのですが、やはり地方創生という

ことを考える上では、女性の高等教育が本当に大事です。特に、理系の女性をいかに育てるかがこれ

からの一番のポイントだと思っています。 

 

【伊東委員長】 

貴重なご意見ありがとうございます。まさに、同じようなことが工学部長会議でも話題に出ていま

す。高専で女性比率 30 パーセントと言われますが、工学部でも女性比率 30 パーセント、教員も 30

パーセントと言われています。そうなってくると皆さんが困るのです。最終的にはやはり中高、ある

いは小学校からの教育の在り方を見直さなければいけないという教育論、全てに行ってしまうという、

非常に解決のしにくい問題になってくるのですが、ほぼ同じような議題ではないかと思います。 

 実は私、ここへ来る前に県の産業技術政策課の課長と話をしてまいりまして、まさに COC プラスに

絡んでどのように和歌山の産業を豊かにしていくのかということを議論してきたのですが、県の方で

は、創業者支援をやろうとしています。統計を見て思ったのですが、実は 40 代が一番創業意識が高い

です。ところがその中で一番多いのは、40 代の女性が高いらしいのです。その人たちがやりたいのは、

カフェやワインバーという話なのです。それは、今、和坂さんが言われたような理系とは少し違うの

ですが、その人たちが小中で受けてきた教育が、そのようなところにつながっていくのだと思ってい

ます。ですので、やはり高専というのは、一つ技術の高等教育の一番の要所でございますので、そう

いうところで議論していただければありがたいと思います。 
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 関連しまして、和歌山信愛女子短期大学から森﨑先生が来ていただいておりますので、COC だけで

はなく、今、女性の雇用についても話が出ておりますので、そのような観点からお話いただければあ

りがたいと思います。いかがでしょうか。 

 

【森﨑委員】 

最初の問題から少し触れさせていただきますと、私立の短期大学が、今、少子化で一番危機に直面

しております。1.7 倍の学校であったり、国立の大学の方であったりとは、少し私たちが考えている

次元が違うなと思います。安心しておられる。うちはギリギリのところです。何にしても人を集める

のに精いっぱいのところです。しかし、本学のほうに、もう出口は決まっていて、就職の先も 147 件

来ておりまして、200 名を超す求人がございます。にもかかわらず、来られる方が違うのでお話にな

らないかもしれませんが、今の若い人たちのコミュニケーション能力など、いろいろな問題に直面し

たときの解決力であったり、それに対する忍耐力であったりと、それらが非常に低下しているので、

離職率が高いのです。出てから辞めてしまう。ですので、強い保育者養成をしなければいけないにも

かかわらず、入学して来られる方の気質がそのような状態ですので、窓口、入り口を厳しくすると、

入ってくれない。 

なので、入り口を優しくします。だから教員全部集めて入学前ガイダンスをするのですが、笑顔で

迎えましょう、難しいことは言わない、とにかく来ていただいて楽しい学校であるということを示し

ましょう。それまでは、大変だが覚悟してきなさいという入学前ガイダンスだったのですが、それで

は嫌気をさされる、その時点で来てもらえなかったら困るということがありまして、優しく迎えて 2

年間で厳しく耐えられるように変革していきましょう、入試のことも改革をしないといけないですが、

出口は厳しいですので、現場を回って何が 2年間で必要ですかという聞き取り調査を、今、している

のです。それを高校側にお話しさせていただいて、だからうちは最低限ここのことが入試には必要と

考えているので、優しくはしますが、それに叶う人がいたらよろしくお願いしますと伝えています。

入り口は優しく、育てて何とか出ていただいています。 

そのような現状ですので、2年間は厳しい言葉はやめて、もっとこのようになりたいという欲が出

る教育方針で、もっと何々したいという気持ちを育てる。それは教員の専門の技術ではあるのですが、

それを怠っては駄目だということで、今専念をしております。言い方を工夫しよう、一人一人の学生

と接するときを大切にしよう、それで辞める学生をとにかく引きとめる。強く育てて、送り出そう。

受け入れの方には、2年間ではとても駄目なので、出てからも資格を取って終わりではなく、現場の

方に、「ここまでやりましたから、育てていただきたい」というお願いをして回っています。頭を下げ

てばかりです。本校に入れて頂いて、育てさせていただき、それで何とか定員確保しようと思い、必

死に頑張っております。 

 COC 関連ですが、本学は子育て支援を中心にして、COC に立ち上がらせていただきました。3年前で

す。そして、何とか通させていただいたのですが、大きな問題点が、この案を立てた人たちと学内全

部が一つの心になるということに非常に時間がかかりました。国の方針は全学が足並みそろえてやれ

るところというところで選んできたにも関わらず、なかなか全員の意識がはっきりとそろわなかった

というところが 1年目は大きな問題でした。 

 3 年目になって、やっと形になりかけようとしています。施設もおかげさまで充実させていただい
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て、今子育て広場に月と水の 2日間やっているのですが、30 組から 40 組近くの親子さんに来ていた

だけている状態であります。そして、本学が夢としておりました、大学ならではの母親支援すなわち

母親としての育児の知識をできるだけ分かりやすい、短時間で取り入れてもらいやすいようなプログ

ラムを今年から進めることができております。 

 また、教育プログラムの方では、本学は、もともと附属幼稚園があり、横に子供の姿がいつもある

中での養成でしたが、それが大学が離れた為になくなりましたので、私の前の科長の夢でございまし

た、子供の姿を見ながらの保育養成をしたいというのが、子育て支援を開設したきっかけでした。そ

れが実現し、教育プログラムとして学生たちが入らせていただき、やっと実になってまいりました。 

 しかし、残念ながら現実的には、募集とはまだ結び付いていないのです。先日の入学前ガイダンス

のときに「子どもの姿を見ながら本学は学べるので、ぜひうちに来たことの喜びを感じてください」

という話をさせていただきました。これからだと思っています。高専に来られる方々は優秀な方々で、

しかも将来を見据えた方々でしょう。私どもの話は参考にならないかと思いますが、そのような、苦

戦している現実のお話だけお伝えさせていただきました。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございます。実際の COC の取り組みのご紹介ありがとうございました。COC の取り組み

は教育機関を中心としまして、地元企業さま、それから自治体さまとも協力をさせていただいて進め

る事業となっております。今回、御坊市役所から龍神様に来ていただいておりますので、龍神様から

ご意見いただければと思います。いかがでしょうか。 

 

【龍神委員：柏木御坊市長代理】 

この地方創生の推進ということで、まさに、今、御坊市も、まち・ひと・しごとづくりの総合戦略

を作成している途中でございます。和歌山高専の校長先生にも委員となっていただいて、いろいろな

提言をいただいているところでございます。その中でも、市の総合戦略の中で和歌山高専と連携して、

ロボットフェスティバルや発明クラブなどの媒体を通じて、想像力や環境意識の開拓ということも書

いております。また、防災面においても津波対策等でこちらの皆さんにご協力をいただいています。 

 今、見せていただいた教育プログラムですけれども、商品技術開発、それから命と生命のインフラ

というところに書かれているものは、これから市としてもやっていくことと、全く一致することでご

ざいまして、これからは、さまざまな分野で連携をしていきながら、地域の活性化また安心安全のま

ちづくり、それから地場産業の活性化や企業誘致を通じて、地元就職の受け皿を広げていきながら、

人口減少に対応するようなことを連携して組み立てていきたいと考えております。以上です。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございました。どうしてもこのようなものになりますと、資金の面でいろいろお世話に

なります。紀陽銀行、日野様お願いできますか。 

 

【日野委員】 

民間企業の雇用という立場でお話をさせていただきます。まず、COC プラスで地元企業の雇用にお
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けるハードルと感じておりますのは、親御さん、子どもさんが高校を卒業して高専へ入る、大学へ入

るという時にお考えになっているのは大体県外の学校であり、就職先は県外の一流企業と呼ばれる大

企業に、皆さんのベクトルが向いているというところが、非常に問題です。先日、石破大臣からは、

20 代、30 代の方々の 50 パーセントは地元に帰って暮らしたいという希望を潜在的に持っているとい

うお話があったのですが、そこへ行くまでの段階で、一旦県外へ出るというベクトルを県内に残る、

もしくは大学卒業後地元へ戻ってくることを選択するような教育を行うことが重要なのではないかと

思います。 

今後、考えていかなければいけないのが、企業の合同説明会等で求人をされているのですが、やは

り大事なのは、一つは地域の特徴をできるだけ早い段階で、学生が県外へ出ても戻ってくるというよ

うな地域性の伝え方、それともう一つは採用についても中小企業につきましては、定例の毎年採用と

いうのが確立されていない企業さんもございますので、できましたら、その業界として説明会や採用

活動をして、最終的には学生さんに就職先の企業を選んでいただくというような、地元に帰ってくる

という仕掛けをどのように考えるかというところが大切であると考えます。今までは、地場の経済の

活性化は工場の誘致等をやっておりましたけれども、今は工場を造っただけでは老齢化のため労働力

が乏しい状況です。ですから、労働力も都市部から連れて来なければならないということになりまし

て、企業の和歌山への工場移転についても、本来であれば震災以降積極的にならないといけないので

すが、どうしても労働力が不足しているということがネックになっております。ですから、COC で力

を入れたいのは、要は子供を産んで育てる世代にどれほど地元に戻ってきてもらうかというところに、

一番注力をしてやっていきたいと思います。 

 それから、補足ですけども、高専につきましては、私はこの間まで大阪支店長をしておりまして、

大半の上場企業は是非とも高専との就職のパイプを作ってくれと、メーカーはほぼ 100 パーセントお

っしゃっておられました。ですから、私も事前に拝見しましたが、求人の倍率は非常にたくさんの企

業が来られています。でも、卒業生の方々の就職先を見ますと、全国区の上場企業が大半になるとい

う中で、地場の中小、零細企業を含めてどのようなメリットがあるのかということをお伝えしていき

たいと思います。その辺を、学校の早い段階で学生さんにご指導いただけるようになれば、卒業して

から戻ってくる、ないしは地元の学校へ進学するというようになるのではないかと思います。以上で

す。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございました。 

 これから先、二つのテーマは独立しているようでも、先ほどから重なってご意見をいただいており

ますように、かなり関連しているテーマでございます。両方にわたりまして、あるいは和歌山高専の

今後につきまして、自由にご意見をいただければと考えております。いかがでしょうか。今までの議

論も含めまして、ご議論賜ればありがたいと思います。それでは同窓会長の上野山委員、ご意見いか

がでしょうか。 

 

【上野山委員】 

上野山でございます。意見になるか分かりませんが発言させていただきます。先日、全国高専の同
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窓会の連絡会議をしまして、そこに各同窓会の会長が出られているわけですけれども、異様に過激な

同窓会の会長もいました。やはり思い出至ると思うのですが、この高専を残す圧力団体になろうとい

う声も上がっていたのです。 

確かに我々は、今まで企業にどうも好かれていたようなのです。非常に高い評価を受けてきたよう

なのです。ただ、発足当時は完成教育された 5年制の高専という言葉があったのですが、それはやは

り高度成長時代で、実験、実習、製図という、これの完成版だったのだと思います。ところが、今は

それではなくなって、先ほどの会議の会場に高専機構の紀理事がいらっしゃいまして、「最近、高専の

エビデンスが見えなくなった」とおっしゃいました。それは、先ほどの完成教育と言われた言葉と、

それがある時期で終わってしまって、今はその様子が変わってきたのではないかと思うのです。先ほ

ど、高専の認知度が低いというのもあったのですが、我々の頃はむしろ高かったのかもしれません。

今は逆に低くなっている。 

このような位置付けにあって、あるいは社会の少子化もあって、学生用にいろいろなことをやらな

ければいけないのです。先ほどお話があったように、魅力ある学校に持っていかなければいけないの

です。ある文献を見ましたら、和歌山大学も私たちと一緒になってやろうという記事を見たのですが、

特に和歌山高専の特色を出していこうということです。うちの卒業生から一つ出たのですが、先ほど

野村先生から地域別に来られている図が示された中で、新宮方面東ブロックは非常に低いのです。人

数は減っていることもあるのでしょうが、あのような所に何か分校のようなものを造ったらどうかと

いうことです。問題はいろいろあります。ＰＲの一つでもいいし、そういう意見も出てきています。

それからここの地場は農業で、花を主体にして非常に盛んです。ところが役所の方は効率化でどこか

と一緒になって人員削減をやり、指導員も十分行けていない。その辺を高専などの人間でカバーでき

るのではないか。今、役所も高専もこれから効率化しなければいけないのでしょうけれども、学生と

一緒になってやっていくというようなことがあったらどうなのだ、という話も出ていました。確かに、

和歌山にある限りはその特色生かしたものが一つの方法ではないかと思います。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございます。南の方の話が出てまいりましたので、南紀熊野産官学技術交流会会長の濱

口委員からご意見いただければと思います。 

 

【濱口委員】 

私は、高専のレベルアップを図っていかなければいけないと考えております。そのためには、先生

方が、よりスペシャリストとしての研鑽を積んでいただくという以外ないのではないかと考えており

ます。やはり素晴らしい先生方がいらっしゃるということを地域が認めてくれれば、必ず学生も集ま

ってくると考えるわけです。それが 1点です。 

 先ほどから、いろいろなご意見の中に、就職や進学が非常にうまくいっているということも、あま

り地域に浸透できていないのではないかということも、PR 不足で有ると云うご意見がありましたが、

私もその辺は同感でございます。 

 もう 1点、スペシャリストを養成するという中にあって、やはりこの地域の企業の方、また商店の

方へ提案をしていくという、反対に相談を受ける立場ではなくて、高専としてこのようなことをやっ
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特色を生かしたものが一つの方法ではないかと思います。



 

 

 

たら、もっと地域に貢献できる、何かありますということを、もっと積極的に提案していってもいい

のではないかと思うのです。その辺が受け身になっているような気がするので、それをもっとこれか

ら進めていっていただいたらありがたいなと、その辺を考えたら、少子化にも対応できるのではない

かと考えます。以上です。 

 

【上野山委員】 

先ほど感じたことなのですが、森﨑委員の話をお聞きしていまして、こちらの先生方のレベルを考

えますと随分悲愴的な状況にあるのではないかと思いました。先ほど言った高専機構の理事から、や

はり教育は危機感を持ってそれを共有してほしいという言葉があったのです。今聞いていて、やはり

レベルがだいぶ違うと感じました。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございます。各高専を見ていらっしゃると思いますので、豊橋技術科学大学の澤田先生、

ご意見いただければと思います。 

 

【澤田委員】 

高専生を引き受けさせていただいています、豊橋技科大の澤田でございます。長岡技術科学大学の

先生と話をしていますと、一番気が付いたのが、現在大学の平均 2年以内の離職率が 30 パーセントと

いう中で両技科大は 5パーセント以下です。つまりこれは、多分高専生の方がしっかり技術を持って、

いい会社に就職しているのだと思います。例えば、中学生の方々に PR されるのであれば、その離職率

の低さはいいデータになると思います。つまり、良い所に就職したという以上に、きちんとした技術

が備わっているということも調べられると良いと感じました。 

 もう一つは、COC の関連で、先ほど土井先生の研究室を見せていただいたら、女性が多かったです。

お話を聞くと、コラーゲンなどいろいろと魅力がある、しかも地元のいろいろな材料を使っている。

そういうものを中学生の方が見られると、実は理系で文系でなど、数学できないからという以上に、

地元にこのように貢献したいという意欲をもし中学生の方々が分かるならば、もしかするとこの理系

という言葉ではなくて、高専で勉強したい女性が増えるのではないかと思って COC の関連で思わせて

いただきました。何か、理系というよりもやはり先生方のご研究をうまく中学生に PR される機会を作

られるといいと感じたところでございます。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございます。新古委員お願いできますか。 

 

【新古委員】 

 いろいろ話を聞かせていただいて、私的に思ったのは、少子化時代で確かに子どもは少なくなって

いて、小さいパイを取りにいくのはどうかと正直考えています。であれば、アジアの諸国に高専をも

う少し PR することによって、外国からの人の誘致をすることで、学力の門戸を簡単にして、学力の低

下を防ぐのではなくて、海外からの人を入れることによってより高い学力を維持することができます。
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イギリスなど、他国の大学を見ても、やはり優秀な人間はどんどん入れているところもありますし、

やはりそういうものをグローバル化していかなければいけないと思っています。 

あと COC についてなのですが、COC は誰がジャッジをして誰がやるのだというところがあまり明確

ではないので、うまくいくかどうかは微妙だと思います。こういう産学官の連携のところで成功して

いる国は、オランダです。オランダをもう少し研究されて、オランダのやり方をまねれば、技術者は

今後残っていくと思います。日本の今後の経済の中で、観光と農業しか残らないと言われている中で、

では農業にどう特化するのか、環境と工業はあまり関係ないので微妙なのですが、そういったところ

をもう少し見据えるか。 

あとは、PR 不足と皆さん言われていますが、私は正直言って学校に PR をさせること自体が難しい

のではないかと思っているのです。どういうことかというと、まず学校は、学校の先生の集団で、プ

ロの集団ですから、営業の集団ではないのです。営業の集団は、別で作るべきだと思っています。高

校を PR するという別の集団です。そうすることによって PR 不足を解消できるのではないかと思いま

す。先生はプロです。何のプロか。授業においてのプロなので、そこは極めてほしいのです。「営業を

極めろ」とは誰も言っていないと思います。PR 不足は、多分そこの営業力不足だと思うので、営業を

される部署を作るなど、そういうことをやればもっとＰＲができると思っています。以上です。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございます。和歌山工業高等専門学校後援会の今年度の会長の冨塚委員、お願いできま

すでしょうか。 

 

【冨塚委員】  

COC や COC+という話を、正直、今日初めて聞きました。その中で、COC+の方に人の地方への集積を

目的とするとうたわれているのですが、私が思うには、どうしても仕事する所がないと人がとどまら

ないのです。いくらいい学校があって、いくら頭のいい子供さんがおられても、帰ってきたくても帰

ってこられない現実が、今のところあると思っているのです。 

 私は、住まいが田辺市なのですが、人口が 7万人ぐらいの小さな和歌山県の都市なのですが、正直

働く所が全くない状態です。農業かちょっとした商店があって、地場産業である梅干し工場が少しあ

るぐらいです。本当に、パートの方で事がまかなえるような工場がほとんどなのです。やはり、高専

を卒業しても大学を卒業しても、帰ってこられないのです。だから、もう少しいろいろな、今まで企

業誘致などを自治体や市町村がやっていただきましたが、実際問題はそのような企業をこちらの方へ

呼べていないのが現実なので、もう少し会社を経営されている方にお願いなのですが、もう少し南の

方を含めて和歌山県に人を雇用できるような大きな会社を創っていただければ、自然に残っていくの

ではないかと思っています。以上です。 

 

【伊東委員長】 

ありがとうございました。今の点は、かなり重要な点でして、今日も、私は来る前に県と話をして

きて、メガベンチャーという言葉が出てまいりました。2、3人の企業ではなくて、数十人規模の企業

をつくらないと雇用はできてきません。そこにつきまして、県も来年度から産業技術政策のところで
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今度は創業者支援ということで始めるようです。和歌山大学もそれで頑張りなさいと、今日お叱りを

受けてきたのですが、もしよろしければ高専もそういったところを一緒になって、創業者支援に取り

組んでいただければ、和歌山県はもう少し元気になるのではないかと思います。 

 大変申し訳ありません。私の不手際でかなり時間が過ぎてしまいました。非常に貴重なご意見をい

ただきましたので、またこのご意見につきましては、高専側の方でまとめていただきまして、また来

年度の委員会の時にどのような考え方でまとめていくのかということについて、お返事をいただけれ

ばありがたいと思っております。 

 それではどうもありがとうございました。 

 

【堀江校長】 

長時間にわたってご議論いただき、ありがとうございました。 

 私ども、普段のこのような会議ですと、今、進めていることに叱咤激励をいただきましたという申

し上げ方をするのですが、今回は本当の高専の将来の在り方、オール高専がどう動くのだ、どのよう

な形になるのだという議論が校長会であと 1年以上続くのかもしれません。そういう中で、今日いた

だいたご意見は発想の原点を少し動かして、パラダイムシフトをしながら考えてもいいのだというこ

とも含めて、非常に参考になるアドバイス、ご助言、励ましをいただきました。ここにいる教職員一

同とともに、私たちは学校が一つになって、今学校の持っている強さを一層伸ばしながら、しかし明

日の厳しい時代をもっと積極的に乗り切っていくように頑張りたいと思います。きょうは本当に貴重

なご指導をありがとうございました。 

 

(了) 
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「少子化時代、男女共同参画時代における
高専教育について」

教務主事 野村英作

平成２７年度諮問委員会議事資料

和歌山県内中学校卒業生徒数の推移

（和歌山県教育委員会 第2期きのくに教育審議会報告書、平成２７年７月）

 

 

 

７．諮問委員会資料  

資料 少子化時代、男女共同参画時代における高専教育について 
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（和歌山県教育委員会 第2期きのくに教育審議会報告書、平成２７年７月）

地方別中学校卒業生徒数の見込み 和歌山高専在学生の出身地
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和歌山高専の女子学生および女性教員の推移

和歌山高専学生数（H27.04）

本科（1～5年生） 813名

女子 125名
（15.4%）

専攻科（1, 2年生） 35名

女子 6名
（17.1%)

留学生 8名
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人

年度

女性教員数の推移 （平成２７年４月現在、全教員数：６４名）

国立高専ビジョン
新規採用教員女性比率３０％
入学者女性比率３０％

課題と対応策

１．入学志願者の維持・増加

２．女子学生の入学者の増加

３．入試改革

４．教育改革

５．学科再編

６．高専改革
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１．入学志願者の維持・増加

優れた入学者の確保には志願者の維持・増加が不可欠

平成２７年度の実施事項

・オープンキャンパス（8/1）
・学校説明会（10/10）
・中学校訪問（６月−１１月、県内全中学校、大阪南部、三重県南部）

・近畿４国立高専合同入試説明会（10/3）
・学校案内、ポスター、ロゴ入りファイル

・和歌山市中学校長会・海草地方中学校長会が主催する入試説明会で説明（9/15）

・日高地方中学校進路指導研究協議会との連絡会を開催（10/29）

・私塾組合などでの入試説明会で説明

・各学科主催の中学生対象の公開講座でのPR

・ホームページの充実（インドアビュー、１００問のQ&Aなど）

・新聞等の広報活動

２．女子学生の入学者の増加

・宿泊型高専体験イベントの実施（7/31-8/1)
「ガールズKOSENスティ」

女子中学生の参加者数
H25年 １７名
H26年 ３１名（２年生２人）
H27年 ３６名（２年生４人）

・女子中学生対象の公開講座の開催(8/1)
「理系女子の料理実験室」

女子学生のキャリア教育
・女子学生対象の講演会(12月〜１月）
・高専女子フォーラムin関西（12/23）

CALL教室での模擬授業の体験
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３．入試改革

本校の入試

・体験実習入試・学校長推薦入試・学力入試を実施
体験実習入試は和歌山の他、鳥羽商船高専、沖縄高専の３校で実施
学力入試は数学、理科、国語、英語の４教科入試
学力入試は御坊、和歌山、田辺、新宮、天王寺会場で実施
天王寺会場は国立４高専の合同入試を実施
学力入試にマークシート方式を導入（平成２８年度入試）

・４年次編入学試験（推薦、学力）
・留学生編入学試験
・専攻科（推薦、学力、社会人）

他高専の動き
・大括り入試の実施
・推薦入試定員の増加

４．教育改革

全国の国立高専で進行中

・教育の質保証と質向上
モデルコアカリキュラムの導入
「教員が何を教えたか」から「学生がどこまで到達したか」

・教育方法の転換
アクティブラーニングの推進

・ICT活用教育のための環境の整備（クラウド化）
Webシラバス・ルーブリック評価の導入
e‐ラーニング
CBT（Computer Based Testing）による到達度の評価
教務管理機能の統合

・国際交流の推進（留学、海外インターンシップ）
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５．学科再編

他高専の動き

◎１学科 コース制の導入
高知高専 H２８年度から 「ソーシャルデザイン工学科」に再編
・ ４学科（機械、電気情報、物質、環境都市デザイン）から

５コース（エネルギー環境、ロボテクス、情報セキュリティ、まちづくり・防災、新素材・生命）に
・ １，２年生は共通の一般科目、３年生以上でコース選択
八戸高専 H２７年度から「産業システム工学科」に４コースを設置 ４学期制
鶴岡高専 H２７年度から「創造工学科」に４コースを設置 ２年次からコース分け
函館高専 H２４年度から３学科５コース制に １年は混合学級

本校の構成

知能機械工学科、電気情報工学科、物質工学科、環境都市工学科、総合教育科

再編の予定はなし、H29年度から物質工学科は生物応用化学科に名称変更予定

第３期中期計画において、「５１校国⽴⾼専の配置在り方⾒直し及び学科再編を⾏
う」と明記。少子化にともない、将来的には学科再編が必要となる可能性がある。

６．高専改革
機構本部と各国立高専からなる５つの大ブロックによる将来像の検討開始

１．国⽴⾼専が目指すもの（使命）：個性的な⾼度化
２．制約要因の確認・共有：財政、少⼦化、産業構造等
３．具体的あり方

① 教育の内容と方法
② 研究の内容と方法
③ 重要課題（国際化、新分野など）
④ 組織・体制
⑤ 支える仕組み（ブロック、本部）

４．各ブロックにおける⾼専のあり方
① 共通基盤の形成
② 各⾼専の特色と規模

５．制度上の課題

５年制を維持した７年制への移行
運営費交付金の減少への対応 （教員の流動化、削減など）
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平成２７年１２月１日（火）

地域共同テクノセンター長

土井正光

地(知)の拠点大学による地方創生推進事業について

ＣＯＣとは、文部科学省の補助事業の１つで、地域を志
向した教育・研究・社会貢献を進めることを目的に、地域
コミュニティの中核的存在としての大学の機能強化を図る。

ＣＯＣ＋とは、文部科学省と総務省の相乗りの補助事業
で県内外の大学、自治体そして企業等と協力し地方創生
の中心となる「ひと」の地方への集積を目的とする。

地(知)の拠点大学(COC)とCOC＋について

文部科学省ＨＰより抜粋

 

 

 

 
資料 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業について 
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低学年で地場産業の歴史や
文化を体験し、地元への理解
と興味を深めることを目的に
自主演習型の地域学（わかや
ま学）を新設する。高学年およ
び専攻科では既存の専門科
目に地域の課題やその解決
を図るための改善を図り（地
域志向科目の設置）、それら
を踏まえた学生実験や卒業研
究・特別研究を積極的に指導
する。

わかやまを知る若手エンジニアを育成し地域の未来を切り拓く
－「地」の「知」の拠点としての和歌山高専－

地 知知 地

地 知

和歌山大学がCOC+
申請大学となる事業
【紀の国大学】に本校
も参加しており、その
中で独自に地（知）の
拠点校としても申請
する。

和歌山大学、大阪市
立大学、地方公共団
体、そして地元企業と
共働し、地域に貢献で
きる人材を育成する。

和歌山高専COCの枠組
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和歌山高専COCのコンセプト

○ 地域関連の科目や実験・研究の導入
○ 学生主導の公開講座・出前実験の開設

和歌山高専COCの教育プログラム

Ⅰ, ６次産業化
Ⅱ, 商品・技術開発
Ⅲ, 移住先進地の再興
Ⅳ, 命と生命のインフラ
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紀の国大学COC+の枠組

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

事業協働地域就職率 8% 9% 9% 9% 9% 18%

うち和歌山高専 17% 17% 22% 22% 27% 27%

事業協働機関へのイン
ターンシップ参加者数

158人 167人 180人 205人 400人 400人

うち和歌山高専 46人 46人 56人 60人 64人 70人

ＣＯＣ+の具体的な数値目標

本校申請書より抜粋
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最後に

・昨年度、和歌山県は他県への大学進学率が８７％で、２７年連続
で全国１位です。この内の３割程度しか県内へ戻って来ず、７割
が純粋な人口流出と見られています。

・自治体や企業だけではなく、本事業は地方創生に本校をはじめ県
内外の大学も協働で行います。何卒、ご理解とご協力をよろしくお
願いします。

以上
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Ⅴ おわりに 

 

和歌山工業高等専門学校は和歌山県中南部の工学教育を担う唯一の高等教育機関として地域創生に

大きな役割を期待されているところですが、本校自身もまた自己変革し、高度化を達成していくこと

が求められています。昨年度の諮問委員会においては、今後の高専の進むべき方向性を議論していく

中で特に重要と考えられる「専攻科教育の高度化」「進路指導と社会」についてご審議頂き、多くの有

用なご教示を頂きました。教育内容と育成する技術者像、出口保証など本校が受験生や保護者にとっ

て魅力ある学校で有り続けることの重要性、さらにはその魅力をしっかりと情報発信して社会に広く

理解して頂くことの重要性を再認識し、取り組みを強化しております。今年度は、一億国民総活躍社

会の実現に向けた象徴といえる「女性の活躍」にむけて「少子化時代、男女共同参画時代における高

専教育」と地方創生の切り札として期待される「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」の２

テーマについて、重点的にご教示頂くことといたしました。 

 諮問委員会の冒頭、校長より、昨年度の諮問委員会でご指摘頂いた地元企業への就職者数の増強に

ついてはこれからさらに取り組みを継続・強化していくこと、また学生の勉学、種々の活動および就

職進学の進路選択等は順調に推移していることなどをご報告申し上げました。 

 続いて、この度のテーマである「少子化時代、男女共同参画時代における高専教育」と「地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業」について、教務主事ならびに地域共同テクノセンター長が説明

いたしました。その内容について、2018 年問題と教育改革・入試改革、高専の魅力の充実、アピール

の仕方、キャリアモデルの明確化、高度化の具体的実践内容の公表、地方創生のための労働力の確保、

リケジョの育成と活躍推進、海外への進出と人材の受け入れ、等々について数多くのきわめて貴重な

ご教示を頂きました。早速、頂いたご意見・ご教示を踏まえて、精力的に議論し、実践してまいりた

いと考えます。 

 委員の皆様には、御多忙中のところ多数お集まり頂き、貴重なご意見・ご指摘を賜りましたこと心

より厚く御礼申し上げて後書きとさせて頂きます。 

 

 
和歌山工業高等専門学校 副校長 中本 純次 
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