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令和３年 新潟県政を考える塾 

第５回 人材育成 

2021/06/02 10:00〜12:00 

田口一博・東村里恵子 

１ かつての新潟の人材育成 

（１）２代県令・楠本正隆 

 ←学制（1872（明治 5）年） 

 

（２）市島家 

 市島家は貧窮農民の救済など、江戸時代から社会福祉事業に力を注いできました。明治

以後の当主である宗家 8 代・徳次郎(湖月)、9 代・徳厚もまた、さまざまな形で社会貢献

をしていたようです。徳次郎の頃には市島家ゆかりの子弟を中心に学費援助をして県内外

の学校への進学を促し、徳厚の時代になると「資産は乏しくとも向学心に燃え、将来を嘱

望される青年の薫育に資するために」という考えのもと市島塾が設立されました。 

 市島塾は大正 14 年(1925)、東京駒込林町の市島家別邸に開塾、初代塾頭には『大漢和

辞典』の編纂で知られる新潟出身の漢学者、諸橋轍次(1883-1982)が就任、顧問として市

島謙吉(春城、1860-1944)、新潟出身の社会学者、建部遯吾(1871-1945)などが委嘱されま

した。定員は 6 名で塾内での経費の負担や卒業後の条件などは一切なく、学業に専念でき

る申し分のない学習環境だったといいます。朝夕の食事の他、塾内に図書館、卓球台、テ

ニスコートも備えた充実したものでした。また塾外生の制度として毎年 10 数名の学生に

奨学金を出し、援助していました。塾生(塾外生)の多くは新潟出身でしたが、中には兵

庫、東京、福島といった県外の学生も含まれていました。 

 新発田市「市島家による育英事業」2017 年度第 3 回市島邸企画展示『市島家ではたらく

人びと〜近代豪農の事務組織』 

 

（３）伊藤（文吉）家 

 →北方文化博物館（1946（昭和 21）年） 
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（４）中野貫一 

 中野財団（1918（大正 7）年） 

 

（５）（丸新）新津恒吉 

 （旧）新潟市公会堂（1938（昭和 13）年 

 

（６）私立中学・高等学校 

 

 

（７）私立幼稚園 45園、私立小学校なし！  
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２ 新潟県の公教育 

（１）新潟県教育振興基本計画（平成 31年３月改定） 
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（２）教育基本計画に示された重要業績評価指標（KPI） 
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（３）県立高等学校 

 全日制 74、定時制 9、通信制 2、中等教育学校 6 

  他に新潟市立 全日制 1、定時制 1、中等教育学校 1 

 

新潟県教育委員会「県立高校の将来構想─中長期を見据えた魅力ある学校づく

り」平成 28 年 

○3 つの基本方針 

 本県では、社会で生きるために必要な基礎的能力の育成を図るとともに、一人一人の個

性を尊重し、伸ばしていく「個を伸ばす教育」を、教育の基本理念として、教育施策のよ

り積極的で具体的な展開を図る「新潟県教育振興基本計画」を策定しました。 

 この計画では、「ふるさとへの愛着と誇りを胸に、粘り強く挑戦し未来を切り拓く、た

くましいひとづくり」を掲げ、これからの県の発展に参画できるような人材を育成するこ

とを目指しています。前述のように、社会状況の変化や中学校卒業者数の減少、多様な生

徒への対応など、県としての様々な課題が指摘されており、高校段階では、生徒一人一人

が夢の実現に向けてチャレンジすることができるような魅力と活力ある学校づくりを推進

する必要があります。このため、本構想では、次の 3点を基本方針としました。 

◇１ 様々な分野で活躍できるグローバル人材を育成する教育の推進 

 国際的な視野を広げ、自身で考え判断し、主体的に行動する力や、他者と協調・協働す

る力の養成に努めます。 

◇２ 県外の生徒も学びたくなる魅力的な学校づくりの推進 

 他県にはなく、県外の生徒も魅力を感じる学校・学科などの設置により、高校教育の一

層の活性化に努めます。 

◇３ 地域との連携を深化させた人づくりの推進 

 地域への理解を深め、郷土愛を育むことで、地域の産業や地域社会を支える人づくりの

推進に努めます。 

 

○将来構想における高校のすがた 

 現在、普通科系の高校においては、ほとんどの生徒がいわゆる難関大学を希望する高校

がある一方、専門学校等への進学や企業への就職など、生徒の進路希望が多岐に渡る高校

もあります。また、専門高校においても、地元企業等への就職だけではなく、大学等への

進学を希望する生徒も一定数います。このような状況も踏まえ、本構想では、これからの

高校に求められる役割や各高校の特色をより一層明確にし、中学生が将来の夢を描きなが
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ら主体的に高校を選択できるよう、これまでの学校・学科の枠にとらわれない高校の位置

付けが必要と考え、今後の高校のあり方を卒業後の進路や高校での学習活動等の視点で検

討し、目指す高校のすがたとして、本県独自に次の 5つのタイプを設定しました。 

◇１ 専門分野を探究する高校 

 専門分野を探究し、社会の第一線で活躍する人材を育成する高校です。本県の専門教育

における中心的な役割を担い、地域の産業界や大学などの高等教育機関との連携を図り、

高度な専門的知識や技術・技能を身に付けさせたいと考えます。また、世界に誇ることが

できる日本の技術を広く海外に発信できるよう、グローバルな視点をもって、産業界をリ

ードする人材の育成に努めていきます。このため、専門性をさらに高めるために、県内大

学や専門学校をはじめとする上級学校への進学も視野に入れています。 

◇２ 学科総合型の産業高校 

 複数の専門学科からなり、学科の枠を越えた学習も可能な高校です。農業・工業・商業

などの専門分野における知識や技術・技能を身に付けさせることに加え、他学科の学習も

選択できる仕組みにより、学科横断的な学習が可能になると考えています。農業分野にお

ける 6 次産業化に対応できる人材や、工業分野における企業経営のノウハウを持った起業

家など、新たなニーズを捉え、産業界で活躍できる人材の育成に努めていきます。このた

め、県内大学や専門学校をはじめとする上級学校への進学も視野に入れています。 

◇３ 大学進学を重視した学究型の高校 

 生徒のほぼ全員が大学に進学する高校です。 

 高校卒業後も、より高いレベルの課題に挑戦し、主体的に研究していく人材を育てま

す。そのため、確かな学力や幅広い知識を身に付けさせることはもちろん、社会のグロー

バル化が加速する中、語学力とコミュニケーション能力の向上を図るとともに、我が国や

諸外国の文化に対する理解を深め、県や国のリーダーとして社会の様々な分野で活躍でき

る人材の育成に努めていきます。 

◇４ 総合選択制の高校 

 普通科目とともに、専門的な知識や技能を学ぶ科目を選択できる高校です。生徒の多様

な進路希望や興味・関心などに対応するため、体験的な学習や専門的な学習が可能となる

コースなどを設置します。なお、専門的な知識や技能を学ぶにあたっては、地元産業界と

連携し、インターンシップやデュアルシステムなどを積極的に進め、地域の産業を支える

人材の育成に努めていきます。このため、地元への就職の他、県内大学や専門学校をはじ

めとする上級学校への進学も視野に入れています。 

◇５ 柔軟な学びを可能とする高校 

 生徒の多様な学習歴や適性に柔軟に対応する高校です。 
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 この高校では、生徒の多様化が進む中にあっても、選択する科目や時間割を自分に合わ

せて設定できることから、学び直しなど、様々なニーズに対応することが可能になると考

えています。きめ細かな学習指導や相談体制の充実を図るとともに、キャリア教育等をと

おして、一人一人の個性を尊重し、豊かな人間性や社会性を育むことに努めていきます。 

 このため、地元への就職の他、県内大学や専門学校をはじめとする上級学校への進学も

視野に入れています。 

 

（４）新潟県内学校の課題と問題点 

・幼稚園からの一貫教育、特色ある教育を行う私学が存在しない。 

・読解力、思考力、文章力が低く、そこそこ志向。 

・高校入学希望者全員が入学できるためには、広大な県内に分散した県立高校

の配置が必要 

・他方、若年人口の減少により、従来の高校をそのまま維持すことは困難 

・大多数の高校は、学力、志向の多様な生徒を受け入れることになる。結果、

学校ごとに特色ある教育を行うことは困難に。 

・かような状況で「良い教員」を確保することは可能か？ 

・私立学校と公立学校との役割分担による多様性・質の確保は 

・県立高校は配置適正化の次にどこへ行く 

・教員にだけ、学校にだけ、教育委員会にだけ任せることではない。教育への

地域・住民の積極的なかかわりが必要。  
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３ 生涯学習・社会教育 

（１）リカレント教育 

 ・放送大学 新潟学習センター v.s. 宮城学習センター在学生 

       

教員 12.2、公務員 12.3、看護師 9.2  教員 7.8、公務員 16.7、看護師 15.5 

       

      男性 45.4、女性 54.6         男性 46.6、女性 53.4  
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30代 12.0、40代 19.2、70以上 11.8  30代 12.8、40 代 20.6、70 以上 12.3 

 

（２）文化・芸術 

・公益社団法人全国公立文化施設協会 正会員 
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・一般社団法人全国美術館会議 

○新潟県（8 館） 

 小林古径記念美術館、敦井美術館、新潟県立近代美術館、新潟県立万代島美

術館、新潟市会津八一記念館、新潟市新津美術館、新潟市美術館、北方文化博

物館 

○宮城県（4 館） 

 石巻文化センター、カメイ美術館、宮城県美術館、リアス・アーク美術館 
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４ 人材育成のためにどのような政策が採られるべきか 

（１）トップ人材 

 育成か、確保か 

 

（２）稼ぐ中堅層を育成する 

 小学校以前 

 初等〜高等教育 

 産業教育、実務教育 

 

（３）現在の中堅を稼ぐ層に転換する 

 リカレント教育・学習 

 職務内での研修の推進 

 企業の研究開発機能 

 

（４）当面の問題として 人間らしく、楽しく働く人材の移入 

 良質の人材の確保 → 人材を育成する人材に新潟の実状の理解を 

  

○業界を超えた業務提携で各社の強みを活かしたオーダーメイド型「ワーケー

ション プログラム」2021.03.26 

大企業・中小企業問わず、各業界のプロがカウンセリング&オーダーメイド！ 

 株式会社 JTB、株式会社スノーピークビジネスソリューションズ、日本航空株式会社、

三菱地所株式会社は、新しい働き方・生き方として注目を集める「ワーケーション」を真

の意味で日本に定着させ企業に利用・導入いただくにはどうすればよいか？という共通課

題を共に解決すべく業務提携を行いました。“関係各社の強み”を活かしたオーダーメイ

ド型「ワーケーション プログラム」を 2021 年 4 月 1日より JTB にて販売開始いたしま

す。 

 社内外でワーケーションを推進し、旅行商品としてパッケージングできる JTB。2016 年

の設立以来、多くの企業課題を“アウトドア”という切り口で解決してきたスノーピーク

ビジネスソリューションズ。2017 年にいち早く積極的にワーケーションを実践し社内人事

制度改革や実証実験を行ってきた日本航空。2018 年にワーケーション事業へ参入し和歌山
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県南紀白浜や長野県軽井沢にてワーケーションオフィスを展開してきた三菱地所。この 4

社の経験・スキル・ネットワークを組み合わせ、企業の生産性改善・チームビルディン

グ・社員満足度向上などに貢献するオーダーメイド型商品をお届けいたします。 

 なお本商品は、エンタテイメントやワークショップの企画運営において実績を持つ株式

会社博報堂の協力を得て、博報堂マーケティングスクールの講師による創発型ワークショ

ップなど利用者にとって魅力的で効果の高いプログラムとして提供していく予定です。 

 ワーケーション : 「Work」と「Vacation」を組み合わせた欧米発の造語 といわれてお

ります。 

【資料】https://www.jtbbwt.com/business/news/detail/id=1674 

 

 （通勤のない、良質の住宅） 

 

 

住宅支援機構 フラット 35利用者の統計 

  https://www.jhf.go.jp/about/research/loan_flat35.html 

新潟県 2019 年 実績 758 件（国土交通省土地総合情報システム取引実績 2,596 件） 

 年齢 38.4、家族数 3.4、世帯年収 597.7、住宅面積 116.4（全国 6 位）、 

 所要資金額 3,397.6、手持金 529.5 

 １か月当たり予定返済金額 90.1 千円、総返済負担率 19.7％（全国 4 位） 

 年収-返済総額 1 億 7,030.3 万円（全国 19 位） 
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通信回線（NTTドコモ４Ｇ・現況） 

 

 

通信回線（NTTドコモ５Ｇ・10月末予定） 

 


