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いわて高等教育地域連携プラットフォーム令和４年度第１回全体会議会議録 

 

１ 開催日時 令和４年８月 31日（水）13時 30分～15時 

２ 開催場所 サンセール盛岡大ホール 

３ 構 成 員  

 岩 手 大 学 学 長   小川 智（代表） 

岩手県立大学学長   鈴木 厚人（副代表） 

盛 岡 大 学 学 長    高橋 俊和  

富 士 大 学 学 長   岡田 秀二  

岩手医科大学学長   祖父江 憲治 

岩手保健医療大学学長（学部長兼任）   濱中 喜代  

修紅短期大学学長    千葉 正  

一関工業高等専門学校校長補佐(地域連携担当)   鈴木 明宏(御欠席) 

放送大学岩手学習センター所長       西崎 滋  

一般社団法人岩手経済同友会代表幹事   田口 幸雄 

岩手県商工会議所連合会会長   谷村 邦久（副代表） 

（代理出席） 専務理事 菊池 透 

岩手県商工会連合会会長 髙橋 富一  

（代理出席） 専務理事 熊谷 敏裕 

岩手県中小企業団体中央会会長    小山田 周右  

一般社団法人岩手県銀行協会会長  岩山 徹 

（代理出席） 常務理事 及川 崇 

公益財団法人いわて産業振興センター理事長 大友 宏司 

（代理出席） 常務理事兼事務局長 関口 等 

岩手県市長会会長  谷藤 裕明 

（代理出席） 事務局次長 古舘 和好 

岩手県町村会会長  鈴木 重男  

岩手県教育委員会教育長 佐藤 博  

岩手県高等学校長協会会長  梅津 久仁宏  

岩手県高等学校 PTA連合会会長 大柏 良 

（代理出席） 事務局長 佐藤 尚 

岩手県  副知事八重樫 幸治（副代表） 
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（熊谷ふるさと振興部長） 

ただ今から、いわて高等教育地域連携プラットフォーム令和４年度第１回全体会議を開会い

たします。 

 本日、司会を務めさせていただきます、岩手県ふるさと振興部長の熊谷と申します。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

開会に当たりまして、いわて高等教育地域連携プラットフォーム全体会議代表の岩手大学小

川学長からご挨拶をお願いします。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

 いわて高等教育地域連携プラットフォーム令和４年度第１回全体会議の開催に当たり、一言

御挨拶を申し上げます。 

 また、本日はお忙しい中、全体会議に御出席いただき、厚く御礼を申し上げます。 

 ご案内のとおり、本組織は、 

・地域に貢献する優れた人材の育成と地域への還元、 

・高等教育機関がもつ専門性や特色がより一層地域社会で生かされる地域づくり 

を目指し、高等教育機関、産業界、地方自治体、教育界の 21 団体の構成の下、昨年６月に設

立したところです。 

 

 また、全体会議は、プラットフォームの方針や運営に関する重要事項を決定する重要な会議

であり、今年度は初めての開催となるところです。 

 

 岩手県は全国でも早い時期から産学官連携に自発的に取り組み、地域のリーダーがビジョン

を共有し、長期を見通した活動推進を議論するための「いわて未来づくり機構」や大学間連携

の推進と情報共有を行う組織としての「いわて高等教育コンソーシアム」、若者・女性の県内

就職の支援を行う「いわてで働こう推進協議会」により、活動を展開してきたところであり、

いわて高等教育地域連携プラットフォームでは、先ほど申し上げた地域貢献、人材育成、高等

教育の特色を活かすことなどを共に議論し、伸ばし、地域還元するための組織として設置した

ところです。 

 

昨今の人口減少の進行、新型コロナウイルス感染症などの影響下において、地域を取り巻く

課題は一層複雑さを増し、これらを乗り越えていくためにも、高等教育人材の育成や定着、リ

ソースの活用などを通じた課題の解決の仕組みの構築、産学官連携の一層の強化は欠かせない

状況であり、本プラットフォームの重要性は増していると考えています。 

 

このような時流において、地域連携プラットフォームの役割は、冒頭お話しした目指す姿に

向かって、構成する 21団体が当事者として資源を持ち寄り、産業関係団体、高等教育機関等、

県、市町村等団体が、連携し議論を交わすことによって、これまで解決できなかった課題にも

対応を図っていく組織として、ますます重要になってくると考えています。 

 

 本日の会議では、昨年６月に開催した全体会議後に実施したワーキンググループの活動報告

や今後の計画について報告を受けながら、意見交換を実施し、本プラットフォームの内容充実
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を図るべく、今後の展開に向けた運営方針について議論したいと考えているので、忌憚のない

御意見を賜るようお願いを申し上げます。 

 

今後、構成団体の皆さんにとって「ないと困る」、役に立つ実質的な組織になることを期待

して今年度第１回の開会のあいさつとさせて頂きます。 

 

（事務局：熊谷ふるさと振興部長） 

ありがとうございました。 

昨年 6 月に設立しましたいわて高等教育地域連携プラットフォームですが、全体会議を第

１回のプラットフォームの設立会議とし、推進会議は昨年の 12 月に第１回を開催し、令和４

年度の全体会議は先月７月 29 日に推進会議を開催しました。プラットフォームの進め方など

について議論を進めてきました。 

本日の全体会議は、今年度第１回の開催ということで限られた時間であり、出席者は、名簿

に記載させて頂いておりますので、恐縮ですが、各委員のご紹介は省略させて頂きます。 

それでは、この後の議事の進行につきましては、会則第５条第４項の規定により、小川代表

にお願いいたします。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

それでは議事を進行します。 

次第の（１）ワーキンググループの運営状況及び今後の計画について、資料１により、事務

局から説明を求めます。 

なお、質疑については、事務局説明後にまとめて受け付けることとしますので、ご了承くだ

さい。 

それでは、次第に沿いまして、新しい産学官連携創造ワーキンググループ、高等教育人材の

県内定着促進ワーキンググループ、地域との連携による人材育成推進ワーキンググループにつ

いて、説明をお願いします。 

 

（事務局：米内学事振興課総括課長） 

資料１-１関係 

岩手県ふるさと振興部学事振興課総括課長の米内です。 

現在、いわて高等教育地域連携プラットフォームのワーキングは産学官連携創造ワーキン

グ、高等教育人材の県内定着促進ワーキング、人材育成推進ワーキングの３つが運営されてい

るところです。 

ワーキングは、岩手大学、岩手県商工会議所連合会、県立大学それぞれが、事務局となり運

営されているところですが、全体会議の場ですので、一括して、いわて高等教育地域連携プラ

ットフォームの事務局である県から、各ワーキンググループの活動について説明させて頂きま

す。 

 

それでは、資料１-１の「新しい産学官連携創造ワーキンググループ」について説明させて

頂きます。 

本ワーキングは、設置趣旨としましては、事前アンケート調査の結果、優先度が高いとさ
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れました高等教育機関と連携した地域活性化を推進するために立ち上げたワーキンググルー

プとなっております。 

 

当該年度は、情報通信技術を活用した製品・サービス化する生産性・付加価値の向上や、

オープンイノベーションによる「ものづくり」の推進に加えまして、地域の特性・価値を再

発見し活かす「コトづくり」による地域創生を産学官連携により推進することが、非常に重

要であるという視点を踏まえ設立されたものになります。 

また、本ワーキンググループでは時代に即した参画連携、イノベーションを進めるととも

に、地域活性化に向けた様々な分野の参画関係者が集い、課題解決の方向性について議論し

つつ、高等教育機関を活用した事業の検討を進めることとしております。 

 

２の今年度の活動計画について説明します。 

昨年度末３月の時点でワーキングの第１回目を開催し、各機関の産学官連携の現状や課題

について共有を行い、全体としてその産学官連携をコーディネートする人材や情報がなかな

か共有されていないという課題が出されたところです。 

今後の活動ですが、県内産学官連携組織等における課題を検証するために、INSなど既存

の産学官連携の県内組織との意見交換の実施や、産学官連携の中で実施してきたプロジェク

トで、補助金が終了した後の状況ですとか、その中で上手く行ったもの、うまくいかなかっ

た例などの意見交換と方策検討を実施していく計画となっております。 

そのほか、地域の各産業レベルの課題検証ということで、各産業における経営者の若手中

心の方とこのワーキングの中で意見交換を実施する計画としているところです。 

意見交換の趣旨としては、特に研究者、研究情報に県内における情報のデータベースの共

有や、産学官連携する人材育成と活用、持続的なそのデータベースと構築、分野の交流、ニ

ーズと効果的把握とマッチングの促進、ＤＸなど企業側のニーズが高いと考えられる連携の

あり方、社会科学分野の産学官連携の在り方など幅広く状況を把握し、最終的に課題と対策

としてまとめた上で、１月開催の推進会議に議論することとしております。 

 

資料１の２関係 

資料１－２の「高等教育人材の県内定着促進ワーキンググループ」の活動状況でございます

が、岩手県高等教育とプラットフォームの構成機関に行ったアンケート調査の中から、高等教

育人材の地元定着、地域企業への就職率向上を実現することが、活動のテーマとなっています。 

今年度の２の活動計画についてですが、高等教育人材系県内定着と支援に関するアンケート

調査を実施することとしております。 

実施の趣旨といたしましては、県内企業の人材育成ニーズや大学等の県内就職に対する課題

の把握、そして、これまでの県内就職率向上のための取り組みの情報収集や分析を行い、分析

結果に基づき大学生等の県内定着のため、大学や関係機関と情報共有を図りながら、必要な取

組につなげ、高等教育人材等の県内定着を推進しようとするものです。 

 

県内定着の推進に当たり整理した課題といたしましては、 

①学生の県内定着の推進 

②県内企業のニーズの把握と、採用情報大学と共有 
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③県内企業のニーズを踏まえた知識、技術等を有する人材を育成する教育が重要であるこ

と、さらには、個々の企業のニーズを吸い上げて集約することが必要であること。 

④高等教育人材の県内定着率が伸び悩んでいることが課題として整理されているところで

す。 

 

次のページですけども、今後のワーキングの活動としては、まず企業アンケートによる現状

課題の情報収集を県委託事業で実施し、二点目として、協議会などの取り組みの情報収集を行

っていくこととしております。 

アンケートの実施期間は、本年度 5 月上旬から 9 月下旬とし、トータルで約 2000 社ほどを

対象としました。 

このアンケートエリアでございますけれども、県内立地する企業本社、本店支社支店で、こ

の約 2000社をピックアップしたと聞いております。 

今後、アンケート調査票の回収と企業訪問、ヒアリングによりまして、このアンケート調査

結果を深掘りする期間として 9月中旬から下旬を予定していると聞いております。 

また、情報収集結果の取りまとめとして、10月中旬から 11月上旬ということでここで一旦

中間案ということでまとめ、年度終わりの３月にはワーキングとして報告書を取りまとめる方

向としております。 

 

資料１の３関係 

資料１－３の「地域との連携による人材育成推進ワーキンググループ」について、説明しま

す。 

設置趣旨につきましては、産業界、自治体等が求める人材を明らかにしたうえで、高等教育

機関において求める人材の育成を図るため設立したものです。 

活動の方向性としては、それぞれの高等教育機関が、それぞれの個性を活かした教育プログ

ラムに反映させられるプログラムを目指していくものです。 

想定される事例としては、例えば高等教育機関の授業の中、地域企業の参画や、講師派遣を

行うなどのカリキュラムの作成を想定しているところです。 

また、令和４年度の活動計画についてですが、産業界に対し、人材育成ニーズに関する質問

を調整し合わせてアンケートを実施しているところです。 

今後、それぞれの高等教育機関が、それぞれ現在どういった地域を意識した教育プログラム

について、それぞれ紹介する機会を設けることを検討しています。 

それから、2の（4）のところですが、県の教育委員会、それから、岩手県高等学校協会、岩

手県高等学校 PTA連合会と高等教育機関で意見交換の実施を予定しております。 

次のページ、本ワーキングの構成ですが、高等教育機関が人材を輩出する業種区分、例えば

ターゲットとして民間企業、公共団体、医療、まずはこの三つの業界ごとに部会を設置し、議

論を進めていく予定となっております。 

ワーキンググループの説明については、以上です。 

 

 

 

 



6 

代表（小川岩手大学学長） 

それでは,事務局から説明がありましたが、ご質問やご意見等ございませんか。 

 

（富士大学岡田学長） 

富士大学は、地元定着のワーキングに参加している。地元定着が非常に大事だということで、

大学でも一生懸命、学生指導を実施しております。 

成果として岩手県出身者の地元定着、県内への就職率は 7割超の実績となりました。 

その成果も踏まえ、この先は第３のワーキングである人材育成への参加をお願したいと思い

ます。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

ご意見ありがとうございます。事務局お願いします。 

 

 （事務局：米内学事振興課総括課長） 

ご意見踏まえまして、特に異存はないと思いますので、ぜひご参加をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

どうぞよろしくお願いいたします。 

ほかいかがでしょうか。 

 

（岩手県立大学鈴木学長） 

 県内各大学において県内企業のニーズを感知し、技術を有する人材を育成するというワーキ

ンググループの取組に関しては、実際には各大学の学部に学位授与方針（Diploma Policy）、

教育課程編成・実施方針(Curriculum Policy)があり、具体的にどのように進めるかは検討が

必要です。まずは、企業が大学を自由に使える雰囲気、環境を作ることが第一歩ではないかと

考えます。 

例えば企業の人達が、大学内で教員との懇談、セミナーやイベントへの参加等、情報共有に

ついてルールを定めたうえで、自由に行える環境づくりを進めてはどうでしょうか。 

本学の県内への就職は、４大学部で 50％、２短期大学部で 75％です。また、岩手県を含め

て東北６県出身の学生が地元県に戻る割合は、80％となっていて年々増加傾向にあります。 

県内定着は県内企業の魅力発信のみならず、Society5.0 が進むにつれてテレワーク等の働

き方が変化することを考慮すると、抜群の自然環境に加えて県の衣食住環境の魅力づくり・発

信を全体で取り組む必要があると思います。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

鈴木学長がおっしゃるように、これは産学官連携に関わると思いますが、事務局お願いしま

す。 

 

（事務局：熊谷ふるさと振興部長） 

貴重なご意見ありがとうございます。 
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やはり、御意見頂いたような形で、企業の方が大学に入ると、また、大学の方が企業の中に

入ってくると。また、そういった雰囲気、環境づくりをしていくことが大事だと思っておりま

す。  

このプラットフォームでは、そういったことを実現するために、産学官で集まり、このよう

な意識を共有し、取り組みにつなげていくと、そういうことで取り組んでいるものですので、

ただいま頂きましたご意見をまたこのプラットフォームの中で、どうやったら実施していける

か、推進会議等を通じて話し合い、実現して参りたいというふうに思います。 

ありがとうございます。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

鈴木学長がおっしゃるように、外部の方が大学に入ってもらうためには、それを受け入れる

大学側の窓口がワンストップになっていることが大事だと思います。 

逆に企業のみなさんがどの大学を選んで良いか、というようなことについて、この組織が受

け入れのための窓口の役割を担えれば良いのではないかと思います。例えば、プラットフォー

ムが公的な大学のワンストップの窓口として間に入って、大学に繋がっていくという展開する

など、そのような仕組みがずっと上手く続いていくと良いのではないかという印象を持ちまし

たので、その辺も含めて、今後産学官連携のワーキンググループでもご検討いただければと思

います。 

 

（岩手県立大学鈴木学長） 

それが進んでくると大学構内にぷらっと入って先生の部屋のドアをノックする。そして、

様々な情報の交換の機会が生じる。そういう環境になれば良いと思います。 

 

（岩手経済同友会田口会長） 

岩手経済同友会の田口です。 

企業にアンケートをして企業が求める人材そういったものを育成していく、それは良いので

すが、学生に対してはアンケート等行っているのでしょうか。学生がどういう職業に就きたい

か、どういうことをやりたいのか。そのところをはっきりさせないとミスマッチが生じるわけ

ですよね。そのようなことをなさっているかをお聞きしたい。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

アンケートの実施は、本プラットフォームとしては行っていないという認識です。学生のそ

のような意識について検討しているかどうかについて、岩手大学の水野理事・副学長、現状ど

のような状況かご説明いただけますか。 

 

（岩手大学水野理事） 

学生に対するそのような意向調査というのは、現時点では、ワーキンググループレベルでは

実施しておりません。各大学や各学部・学科においては、やっている可能性はあるかと思いま

すが、その取りまとめは現時点で、実施しておりません。 
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（岩手経済同友会田口会長） 

ありがとうございます。我々は求める人材っていうのがあって、それに期待しているわけで

すけども、一方でさっきも言ったように、学生がどう考えているのか、知りたいわけですよね。 

その辺のところも調査していかないと永遠にミスマッチということがあるわけですよね。この

辺もご検討を頂きたいと思います。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

この点については今後のワーキンググループの中で具体的に検討いただくことになりますの

で、事務局で整理していただきたいと思います。 

 

（盛岡大学高橋学長） 

２ページの２番の令和４年度の高等教育人材の定着促進の取組におけるアンケートについ

て、現状 47％と記載されています。25年度が 47.2％、その後が 45％前後で伸び悩んでいると

いうことですが、先ほど富士大学では 7 割と増えており、盛岡大学も短大が 70.1％、大学も

66％台、例年このような感じですので、実はこの数字は平均した数字ではないかと思っている

のですが、医大や私立大学は大体こういう数字ではないかと考えられます。 

岩手大学と県立大学の学生は県外から相当数来ていて、県外から来て、自分の地元に帰って

いく数が結構多いと思うので、そのように読むべきではないかと思います。県外から来る学生

をどう定着させるか。それは結構大きな問題じゃないかと数字のうえから考えたところです。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

はいありがとうございました。 

岩手大学は１学年に約 1000 名いるので、結構大所帯です。実は県内から岩手大学に入る学

生がおおよそ４割、県内に就職する比率がおおよそ４割位。全部の学生が残るわけではないの

で、県内の子が県外に出る、県外の子が県内に残るというケースも当然ありますが、おおよそ

数値的には４割強位で推移しているということですので、たしかに先生がおっしゃるように、

外から入ってきてくれる子がもっと県内に残る、岩手に残ってくれれば、４割が５割になりま

すし、そうなるように魅力を高めていく、ぜひそういう取組みを行う必要があり、県内の産業

と連携しながら進めていく必要があると思います。 

 

（岩手県立大学鈴木学長） 

県立大学のソフトウェア情報学部の卒業生は、時代の要請で県外就職者が多く、２割～３割

ぐらいの県内定着率となっていますが、本学全体では、約６割が県内に定着しています。 

一方、本学の東北６県出身の卒業生が、地元の東北地区内へ就職する率を見ると、７割から

８割になります。一つの考え方として、岩手県から東北各県の他大学に進学した卒業生が岩手

県に戻ってきて就職するための取組が必要と考えます。県内大学に進学した学生、県外の大学

に進学した学生を県内に定着させる、双方の取組によって、県内出身の大学進学者が県内に就

職する率は 70％から 80％に達すると考えます。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

ありがとうございます。 
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この辺は、岩手で働こう推進協議会とも情報交換しながら、検討を進めていく重要な取組み

かなと思います。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

次に、議事の（２）「プラットフォームの運営等について」に入ります。 

令和３年 12月の推進会議で３つのテーマについてワーキンググループ立ち上げを決定し、 

ワーキンググループの運営については、先ほど報告がありましたように第１回目の打ち合わ 

せまで行っております。 

推進会議において、今後、進め方を検討することとしていたテーマが、ワーキンググループ

を設置した３つのテーマのほかに、２つあったところです。 

また、同じくプラットフォーム設立後に、プラットフォームに期待することなどについてア

ンケートを実施し、ビジョンやゴールイメージの明確化等の意見が出されたところです。 

これらについて、推進会議で意見交換を実施しましたので、プラットフォームの運営の考え

方について、意見交換の結果報告をお願いします。 

 

（事務局：米内学事振興課総括課長） 

資料２関係 

お手元の資料２をご覧ください。 

プラットフォームの運営等については、一つ目のワーキングを設置していないテーマの取り

扱いについて及び二つ目のプラットフォームの運営について、去る７月 29 日開催のいわて高

等教育地域連携プラットフォーム推進会議において議論させて頂きご了承を頂いたところで

す。 

全体会議のこの場におきましても、推進会議での検討結果及び運営方針についてご説明させ

ていただきます。 

 

資料２-１関係 

まず、１のワーキンググループを設置していないテーマの取扱いについてでございます。 

ワーキンググループにつきましては、令和３年 12 月 22 日開催の推進会議において３テー

マについて設置が了承され、先ほど報告させて頂いたように、現在ワーキンググループの活動

を展開しているところです。 

この３テーマについては、令和３年８月のプラットフォームの活動を進めるにあたり、現状

や抱える課題、プラットフォームで取り扱うことが有益と考えられる取組などについて、各構

成団体にアンケートを実施した結果を踏まえ、参考１に記載のとおり①から③までを選定した

ものになります。 

 

また、囲みの残る２つのテーマ、参考１の④「高等教育機関との連携による地域産業の高度

化、魅力向上」、⑤「中高生の学力向上・大学等への進学率向上」については、「推進会議にお

いてこれまでの成果や課題等を共有しながら、次年度以降のワーキンググループ設置も含めて

進め方を検討すること」とされたところです。 

 

この２つのテーマにつきまして、事務局としましては、対応案に記載のとおり、「ワーキン
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ググループの設置については、引き続き現在の３つのワーキンググループの取組の進捗やワー

キンググループ内での議論の動向を見ながら検討を進めることとしたい」と考えているところ

です。 

 理由としましては、 

○ 本格的に各ワーキンググループが動き出したばかりであること。 

○ 現在も複数のワーキンググループに参画している団体がある中で、新たなワーキンググ

ループの立ち上げが、現在のワーキンググループの活動に一定の方向性が見えるまで新た

に立ち上げるのは難しいと考えていること。 

○ 「高等教育機関との連携による地域産業の高度化、魅力向上」については、現在岩手大

学が事務局となっている「高等教育機関と連携した地域活性化の推進ワーキンググループ」

の内容とも関連するため、その議論も見ながら検討する必要があること。 

 ○ 「中高生の学力向上・大学等への進学率向上」については、いわて高等教育コンソーシ

アムにおいて議論されていることもあり、連携も含めた可能性を検討する必要があること。 

以上、４点挙げさせていただきましたが、引き続きの検討課題とさせていただければと考えて

いるところです。資料２の１の説明は以上となります。 

 

資料２の２関係 

引き続きまして、プラットフォームの運営についてでございます。 

これは、昨年８月に実施した「プラットフォームの今後についてのアンケート」において、

プラットフォームに期待することとして挙げられた２点への対応につきまして、推進会議は、

企画立案を行う機関として位置づけられていることから、今後のプラットフォームの活動を見

据え、運営の方向性について、御意見を頂いたところです。 

全体会議のこの場におきましても、推進会議での検討結果及び運営方針についてご説明させ

ていただきます。 

 

まず１点目は、 

（１）今後の取組を具体的に展開するためのプラットフォームが目指すビジョンやゴールイ

メージの明確化についてでございます。 

 

参考２に記載のとおり、目指す姿については、「地域に貢献する人材の育成・地域への還元」、

「高等教育機関が持つ専門性や特色がより一層地域社会で活かされる地域づくり」ということ

が共有されているところですが、具体的な目標等の設定は行っていないところです。 

 

現在は３つのワーキンググループがプラットフォームの実働を担っていただいているとこ

ろですが、対応案として、県民計画の第２期アクションプランが来年度から４年計画で進めら

れることを勘案し、当面の目標として今年度含め５年間の目標を設定したいと考えておりま

す。 

目標については、各ワーキンググループの活動に関する目標や、プラットフォーム全体とし

て実施する活動に関する目標など、目指す姿を実現するための当面のプラットフォームの活動

を盛り込むこととし、各構成機関の間で共有したいと考えております。 
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続きまして、（２）プラットフォームの構成機関・団体等の意思疎通や議論を活発化させる

ための情報共有の仕組みづくりについてでございます。 

 

今年度に入りワーキンググループの活動が本格化する中で、各団体同士の意見交換や情報共

有の円滑化の必要性について構成団体からご意見をいただいております。 

 

また、会議の開催などは、委員日程が限られることから、日常的に活発な情報共有や意見交

換を行うために、ツールを活用して情報共有を行なう、意見交換を行うなどの仕組みづくりの

必要性についても感じているところです。 

構成団体にとっても、ニーズが多様化、高度化している中で、特に産学官がお互い持ってい

るリソースを共有しデータベース化を図ることは、具体的に地域貢献などを含む研究や教育内

容の質の向上を目指す中でメリットがあると考えられることから、対応案として、「意見交換

をしやすい仕組みづくり」、「リソースのデータベース化」について取り組んでいくこととした

いと考えており、今回ご意見をいただきたい項目として挙げさせていただいたところです。 

 

この取組により、例えばですが、 

○ 研究や講座の開設、人材育成などを共同で行う際に、時間や手間、コストを極力かけずに、

リソースの存在が確認・活用が容易になること 

○ 地域課題をデータベース化しオープンに掲載することにで、大学における地域課題の研究

への活用が可能となること 

などの取組に寄与することが想定されるところです。 

 

本日提案させていただいた２点につきましては、参考３に記載しておりますとおり、プラッ

トフォームに期待することとして挙げられたもののうち、中段に記載する３点についての対応

として提案させていただいたところです。 

その他の項目については、ワーキンググループにおいて議論されているものとして整理した

ものが上段の項目、その他として下段に記載されている項目については、今後その取扱いにつ

いて検討を進めていきたいと考えております。 

 

 説明は以上となります。 

本日のご意見等を踏まえまして、12 月に開催予定の第２回推進会議において、具体案をお

示ししたいと考えております。以上です。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

それでは,事務局から説明がありましたが、ご質問やご意見等ございませんか。 

 

（岩手医科大学祖父江学長） 

特にこの中高生の学力向上、大学等の進学率向上、いわて高等教育コンソーシアムでも話を

したが、コンソーシアムでもアクティブに動いている状況ではないので、ここのプラットフォ

ームで、周りの様子見ではなく、一刻も猶予がないので、積極的に検討頂きたい。特に、教育

長や高等学校の校長会も入っているので、その方たちに先頭として引っ張って頂くことをお願
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いしたいと思います。 

12月 26日、27日位にウインターセッション（高大連携講座）が開催され、チャンスが掴め

る高校生というのは、１年生、２年生となるが、夏などの期間にもう 1回開催など、中学生高

校生の諸君に、チャンスを与えるような仕掛けを考えてほしいと思います。 

 

（事務局：米内学事振興課総括課長） 

事務局でございますが、まず今年度、三つのワーキングを今稼働しておりますので、それを

まず進めるということと、先生のご意見踏まえまして、構成機関と議論を改めて進めて参りた

いと改めて思います。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

中高生の学力向上や大学の進学率向上に関しては推進会議の取り扱いとして検討している

ところです。 

特に教育委員会、或いは校長会もプラットフォームのメンバーですので、どのような形で進

めるか考える必要があると思います。高大連携ウインターセッションについては、今年から予

約は Web で再開という状況であり、事務局或いは推進会議の方で議論が必要と考えています。 

 

（高等学校長協会梅津会長） 

人材育成ワーキンググループでの活動として、県教育委員会、県高等学校長協会、県高等学

校ＰＴＡ連合会と、高等教育機関との意見交換の場の設置と、このプラットフォームでの意見

交換の場の設定を行うとしているところです。 

また別に協会として、今まで、岩手大学、岩手県立大学、それから岩手医科大学などと、個

別に意見交換の場を設定しております。 

例年、岩手大学とは 6月頃、県立大学とは 7月頃、それから岩手医科大学とは、昨年 2月頃

に意見交換の場を設置し、あとはウインターセッションでも、高校生に参加してもらっていま

す。 

学力向上については、個別の大学との意見交換は、すべてではないが、大学入試に関連し、

大学等への進学率向上についての取り組みとして実施していると言えると思います。 

学力向上は、校長協会で、進学専門部会、大学進学懇談会、我々通称 16 校会議と呼んでい

る組織がありますが、大学から講師を呼んで講演を実施しています。 

また、今年度から高校は、新学習指導要領が実施となり、社会に開かれた教育課程であると

か、問題解決能力の育成として、探求活動の充実ということで実施しているところです。 

特に探究活動は、高校の中の教員だけですべて取り組むのが難しいので、本当に様々な形で、

大学の連携、協力をしてもらっています。 

 

（岩手県佐藤教育長） 

私ども中高生の学力向上、大学等への進学率の向上、これは十分大きな課題であり、積極的

に関係機関でしっかり連携しながら進めていく必要があると思います。 

特に学力向上は、県教委だけではなく、33 市町村教育委員会が、年に 3 回ほど。市町村の

教育長と意見交換をする場を設け、また、学校現場にＩＣＴ機器が導入されています。 

ＧＩＧＡスクール構想の前倒しで、すべて小中学校、高校にも、タブレット等が導入されて
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おり、県教委でも積極的に機器の導入を進めているところです。 

市町村教育委員会のそれぞれの取り組みについては、ばらつきも生じるということがあるた

め、県全体でＩＣＴを活用した教育の推進を進めるために、33 市町村の教育長と県教委の 34

団体の岩手県ＩＣＴ教育、学校教育ＩＣＴ推進協議会という組織を立ち上げ、整備されたＩＣ

Ｔ機器をいかに活用していくか、今後積極的に取り組んでいきたいですし、また、そういった

機器を活用してテープの探究活動をさらに重点化していくことなどを考えています。 

先ほど高校協会の会長の話は、様々なバーチャルとリアリティのベストミックスとか、そう

いったところを活用に向けて積極的に取り組んでいきたい。引き続きご支援等も願いたいと思

います。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

４年制大学への進学率の向上も含め、非常に重要な課題だと思います。 

 

（岩手県立大学鈴木学長） 

中高生の学力向上、大学等の進学率向上について、もう１点お願いしたいことがあります。 

学力の向上について、以前調べたところ、小中学生の全国学力調査の都道府県別の平均点と、

都道府県別の大学進学率は、相関がありませんでした。一方で、40歳から 50歳までの都道府

県別の平均年収と、都道府県別の大学進学率は、綺麗な相関を示します。 

進学率を向上させるためには、奨学金や、その他の経済的な支援も必要だと思います。 

 

（町村会鈴木会長） 

日頃感じていることとして、優秀な人材を育てる、県内に勤務とする人材を育てる極めて大

事な議論と捉えています。 

県内に 1 人でも多くの若者が残ること考えると、我々の居る町村部にも残ってほしいと考

えていますが、町村部の企業や人材が必要な事業所が多く存在するので、また、今後活躍する

人が残って、残ることに不安を持たないよう、利便性や交通に不安が無いような状況で残って

ほしいと思います。 

農山漁村の仕事や情報はあっても、山村で生活の体験をする機会がない。多くの学生は都市

部で育った学生が多いように感じるので、ぜひ４年間なり、医大などの６年の間に、農山漁村

の地域も一週間程度体験する機会をぜひ作ってほしいと思います。 

もちろん、我々町村長として、日頃より町村の取り組みや町村の思いを伝える役割が大きい

が、学生に伝える機会は極めて少ない状況にあります。 

岩手医科大学の学生が３年生のときに、葛巻町の病院で 1週間ほど、３年生に体験し、医師

確保が非常に厳しい状態が今も続いているのですが、体験の機会を与えるそういったことで、

少し理解が深まって定住した経緯があり、医師確保にも大きな役割を果たし、また、医師確保

にも繋がっています。 

私も、学生が来ると、1週間の間に 1回、昼食会か夕食会かを開き、思いを伝えていますが、

情報があっても生活の体験がない、その体験がないという問題があるかと思いますので、ぜひ、

4 年から 6 年の間に、1 週間程度山村の厳しい環境にある地域の生活の体験していただくよう

なことを、教育の中に一つ入れてほしいと思います。 
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代表（小川岩手大学学長） 

それでは,事務局から説明がありましたが、ご質問やご意見等ございませんか。 

意見が無いようですので、次第（３）の意見交換に入ります。 

 昨今、リカレント教育について議論が盛り上がっておりますが、産業界にとっても、行政に

とっても、大学を出た後の学び直しやスキルアップは、人材育成の観点から注目されており、

必要性を感じている方も多い話題だと思います。 

 また、大学関係者にとっては、リカレント教育をどのように供給していくかを検討している

大学も多いかと思いますし、課題などについてもコメントを頂きたいと思います。 

 

 今回は、全体会議ということで各機関の代表の方々が多く集まっていることから、「産学官連

携によるリカレント教育の推進について」をテーマに、みなさんと意見交換を行いたいと思い

ます。 

 意見交換に先立ち、産学官連携によるリカレント教育の推進やその課題について、岩手大学

藤代理事・副学長から話題提供をお願いしたいと思います。 

 

（岩手大学藤代理事） 

ただいまご紹介いただきました。大学の理事・副学長の藤代と申します。 

 

話題提供ということで、お話をさせていただきます。 

先ほどプラットフォームの目指すところについて、説明がありましたが、これに向けて、現

在は三つのワーキンググループがスタートしております。 

 

昨年 12月の推進会議において、この三つは連動しており、分けて考えられないという意見を

いただきました。 

そういった中で、本日産学官連携によるリカレント教育の推進について話題提供させていた

だきたいと考え、資料を用意しましたのでご説明したいと思います。 

 

2ページをご覧ください。 

リカレント教育という言葉自体は 10 年～20 年ほど前からさまざまなところで使われています

が、各自が持つイメージが異なり、定義も非常に不明確であると感じております。 

資料の中にリカレント教育、リスキリング、そして生涯学習の定義について触れていますが、

一般的にリカレント教育は、学校教育から離れて、社会で必要なタイミングで教育を受けて、

仕事と教育を行ったり来たりするという意味になるのですが、一方で「社会人学び直し」とい

う言葉については人によって定義や解釈が非常に異なっていると感じております。 

生涯学習も含めてリカレント教育いう方もいますし、最近ではリスキリング、いわゆる新し

い仕事に就く、或いは今の職業で必要とされるスキルを獲得するという、新たな言葉も使われ

ております。 

地域連携プラットフォームにおいてリカレント教育を検討する場合、まずは言葉の定義を明

確にしたうえで議論を進める必要があるではないかと思います。 

 

3ページをご覧ください。 

改めて言うまでもないですが、人生 100 年時代になって、働く期間が延びる、また科学技術

の進展によって新たなスキルが必要になることから、リカレント教育が注目されておりますが、

その取組はなかなか進展していないというのが現状です。 

例えば、ＤＸ或いはデータサイエンス教育が最近重要なテーマと言われ、具体的にどのよう

に取り組むかが問われていますが、そこにリカレント教育の要素をどのように取り入れるかと
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いった点も難しい問題です。 

 

4ページをご覧ください。 

国の方でも、内閣府、文科省、厚労省、経産省の関係省庁間で、リカレント教育に関する様々

な施策を展開しています。昨年度からこの 4 省が連携会議を作り、それぞれの施策の進行状況

の調整や今後の在り方などについて議論されています。 

 

5ページをご覧ください。 

以前は、教育再生実行会議と呼称されていましたが、国の方針を決める新しい組織として、

昨年度から「教育未来創造会議」が設置されております。 

その中に、産学官連携による人材育成の一環としてリカレント教育の課題や必要性が改めて指

摘されています。 

 

提言の中で述べられている事項については我々もいつも考えていることが多いと感じていま

すが、具体的な課題解決にはなかなか至っていないのが現状です。 

また、提言の中で、都道府県単位で産学官連携の関係者が協議する場の構築が必要である、と

いうことが述べられています。 

そうしたことからも、まさにこの地域連携プラットフォームにおいて議論し、将来的に具体的

な取組につなげていく必要があるのではないかと思っております。 

 

6ページご覧をください。 

一方、経済界としては、経団連が 2021年、2022年にこのようなアンケート調査の結果を公表

しております。 

ここでも「リカレント教育プログラムの充実」ということが言及されていますが、総論はそ

のとおりだとしても、例えば岩手県という地域の特性に対してそれが本当に合うのかどうなの

かなども、やはりこのプラットフォームでの議論が必要になると思います。 

 

7ページをご覧ください。 

岩手大学では、2019年に生涯学習指針を策定しました。 

本学では生涯学習全体をリカレント教育プログラムと公開講座の 2 種類に分類をしております

が、一覧で記載しているプログラムは、リカレント教育プログラムに関するメニューです。 

ものづくり人材育成、防災リーダー・エコリーダー育成プログラム、半導体アカデミーなど

といったプログラムを実施しています。 

また、アグリフロンティアスクールに関して、岩手県とＪＡ、そして岩手大学が費用を出し

あって実施している職業実践力育成プログラムです。他に女性のキャリア形成に関するプログ

ラムや、北東北の 3大学が輪番で実施している社会教育主事講習があります。 

また、ＪＲ東日本との共催で実施している観光人材育成プログラムなどもあります。このよ

うに、一部はリスキリングにも関わるリカレント教育を行っているのが現状です。 

 

8ページをご覧ください。 

全部はもう調べきれていないため、漏れている部分もあるかとは思いますが、リカレント教

育プログラムは県立大学さんなど他大学でも実施されています。 

本学で実施しているプログラムも含め、多くのプログラムの講習料は無料あるいは実費程度

で実施されており、果たしてこういう形で良いのだろうかという思いが疑問としてございます。 

 

9ページをご覧ください。 
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岩手大学では、今年度から始まった第四期中期目標・計画の作成にあたって、昨年度、県内

の企業に対してアンケートを実施しました。 

その中で、リカレント教育プログラムに関するこれまでの実績やどのような要望があるのか

について調査を行いました。 

その結果について簡単にご紹介をします。 

 

10ページをご覧ください。 

アンケートの質問項目は、経団連が 2021年に行ったアンケ―と合わせるような形で実施して

おります。 

県内の企業 408 社に依頼し、そのうち 159 社、主に人事や総務に関する部署の方から回答い

ただいた結果です。 

 

「プログラム受講の指示奨励について」という項目について簡単にお話しますと、そこに表

がありますが、「受講の指示、奨励」あるいは「自発的に受講した」といった、いわゆる実績層

が、経団連の調査結果に比べて著しく低いということがわかります。 

また、リカレント教育の必要性の有無の判断の前に、いわゆる無関心層が非常に多いというこ

とも、お分かりになるかと思います。 

 

11ページご覧ください。 

「リカレント教育プログラムに何を期待するのか」ということについて、①から⑰までの質問

項目を、経団連の調査と比較するような形で示したものですが、県内企業においては、いわゆ

る「自己啓発」よりはむしろ「実務に役立つ知識」あるいは「人的交流」といった、いわゆるネ

ットワーク形成を期待しているのが多く、また「資格の取得」に関する期待については、経団

連より高いといったようなことも、少しずつわかってきております。 

 

12ページをご覧ください。 

リカレント教育プログラムに対してどのような要望があるかということについて、やはり社会

人の皆さんからは時間的制約の克服を重視する声が非常に多く挙がっています。 

それに対し、現在は対面だけではなく、リモート等で対応することにより対応が可能になる面

もあると思いますが、それ以外にも、時間の柔軟な対応や講習費給付制度の活用など、リカレ

ント教育の実施に対する制度的な環境整備を求める声が経団連の調査結果に比べても高いこと

がわかります。 

 

また、説明の中にある「企業内の人材育成に関わる課題やニーズの把握が十分に進んでいない」

ということについては、経営側あるいは雇用側の意識改革が課題として大きいのではないかと

思います。 

 

13ページをご覧ください。 

リカレント教育に対する課題についてですが、県内にはものづくり産業から農林水産業、さら

には公務員、教員など様々な業種分野がありますが、それぞれの分野でリカレント教育の必要

性を感じつつも、組織的に実現する具体的な議論ができていないというのが現状ではないかと

思います。 

この点に関して、今後、プラットフォームが関わる余地、あるいはプラットフォームとして取

組を展開していく必要性があるのではないか、と思っております。 

 

また、現状としては各企業あるいは団体では、それぞれのスキルアップのために、民間企業
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のセミナー等を個別に活用されているかと思います。 

このような状況下において、プラットフォームがどの程度組織的に関わっていくかについて考

えることも必要かと思います。 

 

その他にも、いくつか資料に記載してありますが、今後どのように地域全体として統一的な

テーマを設定してプログラム提供ができるか、といったことについても、今後検討する必要が

あると思っております。 

 

14ページをご覧ください。 

「リカレント教育をめぐる今後の展望について」ですが、専門家の分析によると企業、就業者、

教育者、この三者のいずれかひとつでも、消極的な態度であるとリカレント教育はうまくいか

ないといわれています。 

今後、このことを地域全体としてどのように考えていくかが重要になると思います。 

例にありますように、都市部の大学では、企業と大学が連携して、スキルアップ教育を行って

いるような事例もあります。岩手県内でこうした取組を今後どのように進めていくのかについ

今後、推進会議等で具体的に議論を進める必要があると考えております。 

 

15ページをご覧ください。 

あくまで問題提起として、まず何がやれるのだろうかということについてまとめたものですが、

先ほど岩手大学や各大学のリカレント教育のメニューを示しましたが、意外に知られていない

のではないかと思います。取り急ぎ、既存の教育プログラムについてはデータベース化して共

有するといったことはできるのではないかと思います。 

 

次に、地域ニーズを基に各組織の強みを出し合いながら、新たな取り組み、新たなメニュー

が作れることが出来ないかということです。これまではどちらかというと、大学側から「こう

いうものができます」というメニューの出し方だったと思いますが、今後は大学主導ではなく、

企業側から「こういう取組が必要だ」といった主体的な取組が、もっと積極的に出てくると良

いのではないかと思います。 

経済界や行政が主体となって取り組んでいる参考事例して、高知県の取り組みを後段に添付し

ておりますので、後ほどご覧ください。 

 

一方、岩手県でこのような組織的な取組が行われていないのか、と言いますと、実は 16ペー

ジ以降に示していますように、ＮＴＴ東日本と岩手銀行、イノベーションラボ岩手が中心とな

って「共創力育成プログラム」という取組が展開されております。 

 

このプログラムで、イノベーション人材の育成と、参加者間のネットワーク作りを主な目的

に実施されています。講習料は 1人 10万円と少し高く設定されていますが、座学とワークショ

ップを連携させた濃密なプログラムが行われております。 

今年で３年目のプログラムですが、過去の参加者としては、金融、通信、保険、マスコミ、自

治体等々非常に幅広い人材がここで学び、ネットワークを形成している状態になっているとい

うことです。 

こういった取組をひとつの切り口として、県内社会人のレベルアップをどのように考えていく

かといったことについても、このプラットフォームでの今後の議論の一つではないかというこ

とで、話題提供をさせていただきました。 

 

以上です。 
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代表（小川岩手大学学長） 

ただいま、岩手大学から話題提供がありましたが、この場には、大学、行政、産業関係団体

等が一同に会していますので、各大学での取組や課題、今後の方向性に係る意見、産業関係団

体から、リカレント教育に係るニーズなど御意見を頂ければと思います。 

 

（岩手県立大学鈴木学長） 

現在、県立大学ではアイーナキャンパスにおいて、看護・社会福祉・総合政策・ソフトウェ

ア情報・盛岡短期の学部・研究科が 15の社会人教育、公開講座、相談業務を行っています。 

 

また、今年度から新たにスペシャリストを対象とした「数理データサイエンス」のリカレン

ト教育を６月から開講しました。さらに、一般向けのデータサイエンス教育を広く普及させる

目的で、対面やオンライン・オフライン配信の講座を準備中です。現在、本学出身のベンチャ

ー起業の人達と、リカレント教育の出前、出前の先の受講組織の作り方も含めて検討している

ところです。 

 

日本では世界の国々と比較してリカレント教育が進んでいないと言われています。経団連は

数年前に「Society5.0、ＤＸ化の進行に対応して、日本の雇用状態も迅速に進化（専門職化）

させなければ、日本は世界からどんどん遅れていく。危機感を持って対応していかなければな

らない」と報告しています。 

 

現在の日本の雇用制度の課題は、「ジェネラリスト育成を目的としたジョブローテーション」

です。ある業務について、せっかく詳しくなっても、数年後に業務が変わってしまう。これで

は、リカレント教育は単なる教養修得に終わっていまい、受講の気合が入りません。今後、社

会において専門職化が進み、雇用も４月一斉採用ではなく、年中、必要に応じて募集が行われ

るようになれば（経団連報告より）、リカレント教育が一般化すると予想されます。今から、ジ

ョブ型雇用、専門職の養成、社会構造の仕組みについて、各社会組織が真剣に取り組む必要が

あると思います。 

 
（富士大学岡田学長） 

論点に関わっては二つぐらいあると思うのですが、先ほどご説明いただきましたように、リ

カレントについては実はもう、30年、40年ずっと言われ続けています。 

 

今政府、産業界から出てきているリカレントは、明確に、まさに 2018年度だと思うが、アベ

ノミクスの成長戦略これの中で出されています。 

 

リカレント教育とスキルアップとちょっと角度が異なるということを明確に意識するべきだ

と思います。 

 

これだけデフレが進んでいて所得が上がらず。日本だけが先進国の中で沈んでいる。この状

況を変えるために、産業転換が間違いなく必要であり、産業の中でもクリーン産業、グリーン

戦略、環境は、経済戦略むしろ経済成長のビジネスチャンスとして、ここにしっかりとターゲ

ットを絞っていく。そのためのリカレント教育という位置づけを行う必要がある。 
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これはスウェーデン問題から出ていまが、スウェーデンは人口が大変少ない国で、労働力を

確保し生産性をいかに上げていくか。これはリカレントしかなく、スウェーデン型の、欧米型

ではなく北欧型の資本主義を作っていかないと、我が国は沈んだままだとの理解がひとつあり

ます。この成長戦略にきちっと、この地域がどうやって、いわば論理と枠組みを受け止めて、   

このプラットフォームが機能できるか、受け止められるか、ということが課題だと思います。 

すなわち産業転換、その位置の上に、リカレントが若い世代でも、繰り返し、繰り返し、新

たな産業の求める人材として、地域に送り出せる高等教育機関連携が必要であり、そこにわが

国全体のサポート体制、産業界と協働のサポートの理由もありますから、これを議論をすべき

であり、ここは、大きな論点として感じます。 

 

実は私は富士大学に就任してびっくりしたのですが、富士大学は会計の様々な仕組みに対し

ての資格を出している大学の一つであり、先ほどの視点で見ていくと。資格を付与するとか、

スキルアップしていくとか、職業に結びつけて成長戦略という意味で行っています。大学教育

は、リカレントとは名は打たないが、すでに沢山のことをやっています。それを改めて、リカ

レントと表現しながら、産業も県も国も、サポートする仕組みをもう一回考えてみる、それが

とても大事だと考えています。 

新しくリカレントという視点から、すでに各大学で行っている教育システムを再評価し、県

も産業界も国も、大学に対していかにサポートできるかということも考えていただきたい。 

 

いわば形式解釈的リカレントを並べるだけではやはり足りない。 

むしろ、それ以外のところで、現実的な日本型資本主義を作る中で、いっぱいいろんなこと

を やっている。そのひとつとして、大学院でも、富士大学は行っている。文科省の委員会では、

大学院正課についてもリカレントでいいよという置き方もしています。 

 

改めて、先ほど言ったような新しい資本主義という言葉を政府は数多く使っています。目指

すところは、北欧型資本主義でしょう。人が大きく減少し、高齢化していますが、年を取った

人も依然として働いていく中での成長戦略であり、生産性向上であり、新しい産業構造、そう

すると、それなりにやったところを、リカレントとして位置付けながら、もう一度、この側面

をしっかりと作っていく、ないしは、それをきちっと表に出せるような仕組みを作るためのプ

ラットフォームでありたい。ぜひそれに意を注いでほしいと考えています。 

 

（岩手県八重樫副知事） 

岩手県においても、人口減少の進行など社会環境の変化が生じ人への投資が、本県における

教育の一層の充実と産業振興に繋がっていくととらえ、リカレント教育に、大きな期待を持っ

ています。 

 

県では人口減少対策を重点テーマとして位置付け、特に 22歳前後では女性の社会減が、大き

い状況であるところです。 

男女がともに活躍できる環境づくりを進め、本県の人材の定着や産業の活性化などの観点か

らも、リカレント教育の充実を重要な課題と認識しています。 

 

本県ではかねてから大学におけるリカレント教育の面では、21世紀ものづくり人材マイスタ

ー育成や岩手半導体アカデミーなどに連携して取り組んでおり、人材育成と地域課題の解決、

ノウハウの蓄積とレベルアップに貢献した実績あります。 

 

既存の取り組みを基軸にしながら、岩手高等教育地域連携プラットフォームでの議論や、地
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域のニーズをしっかり把握した上で、関係機関が目的を一つにして連携し、リカレント教育を

充実させていくことが必要と考えています。 

 

具体的には、プラットフォームにおいて、高等教育機関間同士で、教育メニューやプログラ

ムの充実、教授陣の派遣など情報共有を行い、お互いが持つリソースを補い合いながら、産業

界のニーズに即したプログラムを構築する必要があると考えています。 

 

（岩手商工会議所連合会菊池専務理事） 

企業の人と意見交換をするとリカレント教育は良いということで終了するが、大学の時もっ

と勉強をしておけばよかったと思っている人が多いです。 

 

企業には、企業内リソースについて考えられませんかと話をしますが、この流れでＩＴとか

ＤＸの話をすると、モノづくり産業じゃないし、ＩＴ企業じゃないからと言われます。小売、

呉服屋、薬屋、ホテル、飲食などのサービス業であっても、ＩＴ、DⅩについて、何か考えませ

んかと必ず話をするが、そこで人がいないからとなってします。 

 

社長には、若い人は大学で勉強してきているから、そういう人をリカレントしたらと話をす

ると割と乗ってくる。 

ただし、大学とかを見渡して、それにピタッとはまるところがなかなか無い状況であり、DX

の研修会に出たいと言っても、1回行ってきてそれで終わりとなる状況にある。 

 

そのような方々を引き込むような仕組みを作ってもらって、そうすると、大学にも行きやす

くなって、それこそプラットフォームじゃないですけど大学にぷらっと行けるような仕組みが

あれば、いいのかなということを考えているところです。 

 

代表（岩手大学小川学長） 

ありがとうございました。 

今後の地域や企業のニーズを組み込んだ形のリカレント教育の推進について、枠組みも含め

て検討して頂きたいと思います。 

それでは、次第（４）のその他の情報提供に入りたいと思いますが、何かありますか。 

 

（事務局：米内学事振興課総括課長） 

推進会議については、令和５年１月 25日（水）を予定しておりますが、推進会議の内容につ

いては、委員を通じて全体会議の委員に報告させて頂くとともに、今後、プラットフォームの

動向については、いわて未来づくり機構の中でも情報提供を行っていくことを考えております。 

 

代表（小川岩手大学学長） 

他に委員の皆様から、情報提供を含め、何かございますか。 

無いようですので、以上をもって、議事を終了させていただきます。 

進行を事務局に返します。 

 

 

（事務局：熊谷ふるさと振興部長） 

ありがとうございました。 

これで、いわて高等教育地域連携プラットフォーム全体会議を閉会します。 


