衆議院文部科学委員会速記録（議事速報）
平成29年4月28日

この議事速報は、正規の会議録が発行される
までの間、審議の参考に供するための未定稿
版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた
発言、理事会で協議することとされた発言等
は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合があります
ので、審議の際の引用に当たっては正規の会
議録と受け取られることのないようお願いい
たします。

午前九時開議
――――◇―――――
○永岡委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、学校教育法の一部を改正する法律案
を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務
省政策統括官新井豊君、文部科学省生涯学習政策
局長有松育子君、初等中等教育局長藤原誠君、高
等教育局長常盤豊君、高等教育局私学部長村田善
則君及び厚生労働省大臣官房審議官和田純一君の
出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、
御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、
そのように決しました。
―――――――――――――

○永岡委員長 質疑の申し出がありますので、順
次これを許します。太田和美君。
○太田（和）委員 おはようございます。民進党
の太田和美でございます。
本日は、学校教育法の一部を改正する法律案に
ついて、本日、質問のトップバッターでございま
すけれども、法案の質問に入る前に一つだけ、先
日の私の地元で起きましたあの痛ましい事件、我
孫子での小学生遺棄事件のことについて、大臣に
少しだけお伺いをさせていただきたいというふう
に思います。
文部科学省は、これまで、学校や教育委員会な
どに対して、地域全体で子供を見守る体制を整備
するよう求めてきたというふうに認識をしており
ます。しかし、今回の事件は、その地域で見守る
体制の中で起きました。
報道ベースではありますが、今回の事件に関し
て文部科学省は、本来は信頼される立場にある人
による犯罪を警戒し、対策をとることは困難、こ
のようにコメントされています。また、これまで
実施してきた対策を継続し、子供の安全を守って
ほしい、このようにコメントしています。このコ
メントは、新聞等を初めネットのニュースなどで、
多くメディアで報道されておりました。
対策をとることは困難ということは、どうする
こともできない、新たな策は特段打たないと言っ
ているのと同じに聞こえます。文科省がこのよう
な曖昧、かつ、どうすることもできないと言わん
ばかりの対応では、学校に子供を通わせている保
護者、そして児童自身も不安を拭えません。

今回の被害者の児童が通っていた小学校は、私
の自宅から車で十分ほどの距離のところでありま
す。そして、犯人が捕まった今でもなお、小学校
にお子さんを通わせている親御さんたちからは、
心配でたまらない、このような声が私のもとにも
多く届けられます。また、今回の事件で、各地域
で見守り活動を行っているボランティアの方々が、
がっかりしたり疑心暗鬼になってしまうことも懸
念されます。
このような事件が二度と起こってはならず、そ
のためにも文科省としての対応をきちんとコメン
トするべきではないかと思いますけれども、大臣
の御所見をお伺いさせていただきたいと思います。
○松野国務大臣 まず、亡くなられた女子児童の
御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族に
対して心からお悔やみを申し上げます。
私も娘を持つ父親として、大変心が痛い思いで
あります。
本件につきましては、現在警察において捜査中
の案件でございますので、まずは引き続きその状
況を注視してまいりたいと考えております。
文部科学省としては、事件発生後の四月四日に、
改めて、登下校中の防犯対策にかかわる注意喚起
を各都道府県教育委員会に対して行いました。ま
た、従来から、児童生徒の防犯意識の向上のため
の教材の作成、配布、防犯教育を担う教職員を対
象とした研修会の充実等に取り組んできたところ
であります。
引き続き、学校における児童生徒の安全を守る
ための防犯対策の推進に努めてまいりたいと考え
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ております。
○太田（和）委員 ありがとうございます。
確かに、この問題は、本当に、非常に難しい問
題であろうかというふうに思います。
文部科学省には、国の機関として、所管する省
として、二度と繰り返されぬよう策を講じていく
姿勢を明確に国民に向けて発信していただきたい
というふうに思います。文科省は困惑しているな
どというふうに書かれている記事が目立ちました。
このようなことがないように、しっかりと対応を
お願いしたいと思います。
今回の事件がきっかけで、私が心配しているの
は、本当に疑心暗鬼になってしまって、地域のコ
ミュニティーが希薄してしまうのではないかなと
いうふうに思っています。これまで以上に、御近
所との、学校とのつながりを大事に、そして自分
自身の身は自分で守れるように、文科省としても、
子供たちに対してもしっかりと指導をしていただ
きますようお願いを申し上げたいと思います。
では、法案の質問に入らせていただきたいと思
います。
本法律は、実践的な職業教育を行う新たな高等
教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学
を制度化するものであります。大学の類型が新た
に設けられるのは、短期大学が創設された一九六
四年以来、五十五年ぶりであります。新しい学校
種としては、専門学校が創設された一九七六年以
来の四十三年ぶりです。これは本当に大きな改革
であろうかというふうに思います。
改正後は、設置基準を満たした専門学校などは

専門職大学または専門職短期大学に転換し、ここ
に通う学生さんたちは、学士（専門職）または短
期大学士（専門職）を取得することができるよう
になります。
専門職大学は、第四次産業革命の進展による社
会経済情勢の変化に対応できる人材を輩出するた
め、新たな価値を創造することができる専門職業
人材の養成を行うことを目的の一つとしていると
いうふうに理解をしております。
確かに、変化の激しい社会において、その変化
に対応できる人材養成は必要です。しかし、我が
国における職業教育は、従前よりはその特色を生
かして大学等で実施されてきているというふうに
思います。また、短期大学は、地域産業の担い手
となる職業人材の養成に貢献してきており、専門
学校でも、産業界のニーズに即応した多様な職業
人材の養成を行ってきていると思います。
そこで、大臣に改めてお伺いをさせていただき
たいんですけれども、既存の高等教育機関におい
て既に職業教育が行われているにもかかわらず、
この専門職大学という新たな学校を制度化する意
義について、具体的に御説明をお願いしたいと思
います。
○松野国務大臣 お答えをいたします。
既存の高等教育機関におきましても職業教育は
行われており、大学、短大は、専門教育と教養教
育や学術研究をあわせて行うという機関の性格か
ら、比較的、学問的色彩の強い教育が行われる傾
向がある一方、専門学校は、特定の職業、実務で
の即戦力として直接必要な実践的知識、技能の育

成を主に行っています。
近年、産業構造の急速な転換が進み、高度で実
践的かつ創造的な職業教育の充実が喫緊の課題と
なっていることから、これまでの大学、短大の強
みと専門学校の強みの双方をあわせ持った新しい
職業教育の枠組みが求められているところであり
ます。
こうした要請を踏まえ、大学制度の中に位置づ
けられ、実践的な職業教育に重点を置いた仕組み
として、今回、専門職大学の制度を新たに創設す
ることとしたものであります。
なお、専門職大学の制度化に当たっては、各高
等教育機関の役割や機能強化の方策につきまして
も中央教育審議会において検討を行っており、本
年二月にまとめられた論点整理では、既存の高等
教育機関がその特徴を生かして行う職業教育は引
き続き重要であり、一層の充実を図る必要がある
一方、新たな機関は、成長分野等を中心に業務の
革新や新規分野を開拓する人材を育成することを
目指すものであり、新たな選択肢を提供するもの
として速やかに制度化する必要が高いと整理をさ
れているところでございます。
○太田（和）委員 今大臣から、新制度の創設の
意義について御答弁をいただきました。
社会の変化に即応できる人材を育成するために
専門職大学等を制度化することについては理解を
いたします。しかし、私が思うには、高等教育の
全体のグランドデザインがまだ明確になっていな
い中で、この新たな学校種の創設については、や
はり疑念を払拭できない部分があります。
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実際に、大臣も、二〇四〇年には十八歳人口が
三分の二に減り、現在の百二十万人が八十万人に
減少すると見られていることから、国公私立大学
の役割分担や各高等教育機関の機能強化、そして
学習の質の向上や学生への経済的支援等を検討す
るとして、二十年先を見据えた高等教育の将来構
想を検討するように、この四月に、中教審に諮問
もしています。
このように、十八歳人口は減少傾向にあります。
一方、大学への進学率については五割程度であり、
専門学校を含めた高等教育機関全体の進学率は、
現在、八割程度を推移しています。
そして、大学の収容力についてでありますけれ
ども、平成四年時の一・六倍の九三・九％に達し
ています。十八歳人口が減っていく一方で、大学
の収容力が現在約九四％といった状況について考
えますと、本改正で新たに大学がふえていった場
合には、近い将来、大学の収容力が限りなく一〇
〇％に近づく可能性があります。今でも、大学は
全入時代というふうに言われておりますけれども、
そうなった時点では、全入どころか、完全に入学
できる完入時代になってしまうかもしれません。
そこで、大臣に確認をさせていただきたいんで
すけれども、大学の数がふえることで懸念される
ことは、大学の質の確保であろうかというふうに
思います。このいわゆる大学の質の保証なんです
けれども、少子化が進行していくとわかっている
にもかかわらず、この改正によって大学はふえる
ことが予想されますけれども、どのようにして質
を確保していくのでしょうか。大臣にお伺いをさ

せていただきたいと思います。
○松野国務大臣 お答えをいたします。
専門職大学については、国際通用性を求められ
る大学の枠組みの中に位置づけられるものである
ことから、その設置基準について、実践的な職業
教育を行う機関としてその特性を踏まえると同時
に、大学教育としてのふさわしい教育研究水準を
担保することが必要であります。
また、専門職大学の認証評価については、通常
の大学と同様の機関別評価に加え、教育課程、教
員組織等について、専門分野の特性に応じた認証
評価を受けることとしております。
なお、実際には、専門職大学は既に各分野で教
育に実績を有する専門学校等からの転換が主とな
ると予想されるため、専門職大学制度の創設が高
等教育全体の数や学生数に大きく影響することは
考えにくく、現在の量的規模の中で質の充実につ
ながるものと考えております。
高等教育全体の規模や質の確保の問題について
は、引き続き、中央教育審議会における高等教育
の将来構想に関する審議の中で検討を深めていき
たいと考えております。
○太田（和）委員 ありがとうございます。
先日の参考人質疑において、小出参考人は、教
育事業体は失敗が許されないというふうにおっし
ゃっていました。また、本田参考人は、新しい機
関を創設するということの責任を担っているため、
将来社会に出ていく学生あるいは保護者の立場に
立った質の保証はどうしても必要であるというふ
うにもおっしゃっておりました。

今回の新制度が成功するか否かは、この質の保
証にもかかわっていると思います。よって、今後、
設置基準を策定していく上では、慎重な検討をお
願いしたいと思います。そして、何よりも、二十
年先を見据えた高等教育の将来構想を早急にお示
ししていただきたいと思います。
次の質問に入りたいと思います。
職業教育の位置づけについてお伺いをさせてい
ただきます。
我が国では、普通教育より職業教育が、学問教
育より職業技能教育の方が一段低く見られる傾向
があります。よって、大学に進学すること自体が
社会的評価を受けられるとされ、スペシャリスト
を目指す生徒でも、技能教育を行う専門学校では
なく、学問教育を行う大学を目指す傾向がありま
す。この理由の一つに、大卒か否かで生涯年収に
数千万の差があると推計されています。実際に、
同じように高等教育を四年間受けた新入社員でも、
大卒か専門学校卒かで、多くの場合は処遇面でも
区別されてしまうのが実情であります。
昨年五月に公表された中央教育審議会の答申に
おきましても、この制度化の背景の一つとして、
このような社会的風潮への対応が挙げられており
ました。
そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいん
ですけれども、専門職大学の制度化により、この
ような、普通教育より職業教育が一段低く見られ
てしまう風潮、この風潮にどのような影響がある
とお考えでしょうか。また、専門職大学創設によ
り、企業などが処遇面では専門職大学卒と学校卒

- 3 -

衆議院文部科学委員会速記録（議事速報）
平成29年4月28日

を今後は同等に位置づけると理解してよろしいの
でしょうか。これまでの間、有識者や関係者等の
ヒアリングを行ってきた中で企業からの意見も聴
取していると思いますが、どのような御認識かを
お伺いさせていただきたいと思います。
○松野国務大臣 お答えをいたします。
平成二十八年五月の中央教育審議会の答申でも、
ともすれば、普通教育より職業教育が一段低く見
られがちな風潮を指摘したところであります。ス
ペシャリスト志向の若者等にとって魅力ある進学
先となる新たな高等教育機関の仕組みを創設し、
その社会的評価を高めていくということが望まれ
るとしております。
専門職大学は、実践的な職業教育に重点を置き
つつ大学制度の中に位置づけられ、修了者は学位
も授与されるものであります。高校生等にとって
新たな選択肢となるとともに、委員御指摘の風潮
を変えていくきっかけになり得るものと考えてお
ります。
なお、専門職大学は大学制度の中に設けられる
ものであって、その卒業生の企業における処遇に
ついては既存の大学と同等に評価されるべきもの
であると考えております。この制度の周知に努め
てまいりたいと考えております。
○太田（和）委員 ありがとうございます。
次に、専門学校、保護者と生徒、そして企業、
それぞれの立場に立って質問させていただきたい
と思います。
まずは専門学校でありますけれども、私の地元
のある専門学校に今回の改正について聞いてみま

した。そこの専門学校は、専門職大学、専門職短
期大学には興味を持っておりました。実際に学生
らの意見を聞いてみたところ、約半数の学生さん
たちが興味を持ったというふうにおっしゃってい
ました。
実際に、そこの専門学校では、多くの学生が短
期大学士の取得を希望しているため、短期大学と、
今、現在、連携をして、単位の包括認定の制度を
行っているということでありました。すなわち、
短期大学士取得を希望する専門学校生が短期大学
にも通いながら取得に必要な単位を取るといった
制度です。このように、現行の制度を用いて学生
のニーズには応えることができているようです。
そういった中で専門職大学あるいは専門職短期
大学に転換することに意義があるのか、メリット
はあるのか、そして、設置基準がまだ定められて
いないだけに、現時点ではわからないことが多く、
判断は難しい、このようにおっしゃっておりまし
た。さらに、仮に、メリットがあり転換を希望す
るとしても、企業研修の受け入れ先を安定的に確
保することがとてつもなく困難である、そして、
実際に現場で仕事をしている実務家教員を安定的
に確保するといった課題も容易には解決できそう
もないというふうにおっしゃっておりました。
このように、研修受け入れ先企業の確保と実務
家教員の確保は簡単に解決できない課題のようで
あり、設置基準も定まっていないため、多くの専
門学校は様子見を現時点ではするのではないかと
いうふうに想定されます。
このような現場の声もあるわけでありますが、

設置基準は本法案成立後に検討が開始されるとい
うふうに伺っておりますが、いつごろ確定する見
通しなのでしょうか。また、専門職大学への転換
を希望する専門学校に対して、研修受け入れ先や
実務家教員の確保に関して何らかの支援を検討し
ているのでしょうか。大臣にお伺いをさせていた
だきたいと思います。
○松野国務大臣 専門職大学等の設置基準につき
ましては、中央教育審議会答申においてもその方
向性が示されており、具体的には、教育課程につ
いて、教養・基礎教育及び専門教育を通じた必要
な授業科目を開設するとともに、総合的な演習科
目を設定すること、二年制課程で通算三百時間程
度、四年制課程で通算六百時間程度の企業内実習
を義務づけること、教員について、必要専任教員
数のおおむね四割以上を実務家教員とすること等
の内容を整備することとされております。
今国会で法改正をお認めいただければ、この答
申や国会での御審議も踏まえ、中央教育審議会で
の審議など必要な手続を経て、本年夏までには設
置基準を策定、公表したいと考えております。
また、御指摘がありました企業内実習の受け入
れ先の確保でございますが、文部科学省としても、
関係の産業界等に対し、積極的な協力をいただけ
るよう働きかけているほか、政府において、現在、
クールジャパン人材育成検討会を初め、各省連携
による人材育成の検討の場が設けられていること
から、これらの場を活用して、関係省庁に対する
協力の要請を行ってまいりたいと考えております。
今後さらに、企業内実習の受け入れ促進のため
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の具体的な支援策等について関係省庁とも相談し
ながら検討してまいりたいと考えております。
○太田（和）委員 ありがとうございます。
次に、進学する生徒や保護者の立場に立ってお
伺いをさせていただきたいと思います。
今回の制度改正に至るまでの中教審や有識者会
議での検討過程を見てみますと、大学関係者や民
間企業などの産業界を中心に議論がなされてきた
ように見受けられます。そのため、今回の改正に
関しては、大学関係者や産業界の意見などは聞か
れますが、実際に進学する生徒や保護者の視点に
立った意見は余り聞こえてきません。
リクルートが行った調査では、専門職大学等が
制度化されることについて認知している高校教員
は六四・六％、うち、内容とも認知しているのは
わずか二〇・九％でありました。また、専門職大
学と現状の専門学校の違いがわからないというふ
うに答えた教員は、半数以上の五二・二％でした。
この調査が行われたのは昨年の秋です。
法案成立の際、本制度が開始されるのは、平成
三十一年、二年後からです。すなわち、専門職大
学等への転換を希望している専門学校は、これか
ら二年間弱の期間で準備や申請などを行っていか
なければなりません。また、専門職大学が創設さ
れた際の初年度の学生は、現在の高校二年生とい
うふうになるわけです。生徒に応じて多少差はあ
るかと思いますけれども、通常は一年生の二学期
ごろから進学の方向性を決めるのが一般的ではな
いのかと思います。しかし、このリクルートの調
査からもわかるように、高校教員の半数以上が専

門職大学と専門学校の違いを理解していません。
先ほどお話ししました私の地元の専門学校でも、
近隣の高校を回ったそうです、その中でも約半数
の先生がこの新制度を御存じないというふうにお
っしゃっていました。
そこで、大臣にお伺いいたしますが、このよう
に、専門職大学、専門職短期大学が創設されるこ
とが高校教員、保護者や生徒たちに十分に認知さ
れていないのが実情でありますが、今後どのよう
に、どういったスピードで周知を図っていくので
しょうか。
○松野国務大臣 お答えをいたします。
専門職大学については、高校生にとっても新た
な選択肢となることが期待をされております。し
たがいまして、委員御指摘のとおり、高校生や保
護者、進路指導に当たる教員等にその意義、特徴
をよく理解していただくことが重要であります。
これまでも、中央教育審議会等での検討の過程
において、関係団体等への説明や広報メディア、
各種シンポジウム等を通じての説明、情報発信を
行ってきたところでありますけれども、今国会で
法改正をお認めいただければ、制度の創設に向け、
教育委員会や高校、関係団体等に対して丁寧に説
明をし、理解を深めていく方針であります。
なお、現時点で想定しているスケジュールとし
ては、本年秋を目途に設置認可の申請受け付けを
行い、大学設置・学校法人審議会での審議を経て、
来年夏を目途に答申を得る予定ですので、どのよ
うな申請がなされ、どのような専門職大学等が開
設されるかはその時点で公になるというふうに考

えております。
○太田（和）委員 子供たちの進学に影響が及ば
ないように周知を図っていただきたいと思います。
さて次に、どの程度の数の専門職大学または専
門職短期大学が創設するかについて整理をさせて
いただきたいんですけれども、現在全国で二千八
百十七校ある専門学校の中で、専門職大学に転換
するのは一割にも満たない数であろうというよう
な話をお聞きいたしました。
先日の委員会でも、制度発足当初においては限
定的な数になるのではないかといった答弁が政府
参考人からもございました。その中で、どういう
専門学校が専門職大学に転換するのかについて考
えますと、先導的試行として、職業実践専門課程
の認定を受けている学校ではないかというふうに
お聞きいたしました。その職業実践専門課程認定
校は、現在九百二校あります。
その九百二校がどういった専門分野かを調べて
みましたら、まず工業関係、そして商業関係、農
業関係、医療福祉関係などで、最も数が多いのは
医療福祉関係の分野の学校で、次に多いのは工業
関係であり、その次は商業関係でありました。
一方、文科省の資料では、専門職大学の専門分
野としては、農業、ＩＴや観光を例に挙げており
ました。また、報道等では、調理を専門とする学
校が専門職大学創設に意欲を持っているなどとい
うような報道もございました。
ここでよくわからないことがあるのですけれど
も、職業実践専門課程認定校は現在九百二校であ
りますが、学科数では二千七百七十三学科ありま
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す。その中で文科省が例に挙げている農業分野だ
けをまず見てみますと、職業実践専門課程の認定
を受けているのは全国でたったの十二学科しかご
ざいませんでした。
政府参考人にお伺いをさせていただきたいんで
すけれども、今回の専門職大学というのは、限ら
れた専門職の分野を想定しているのでしょうか。
例えば、看護や保育などは専門職大学の分野とし
て想定されているのでしょうか。お答えをお願い
したいと思います。
○常盤政府参考人 お答えを申し上げます。
専門職大学は、医学、歯学、六年制の薬学、獣
医学の分野を対象外としておりますが、それらを
除き、制度上、分野は限定していないところでご
ざいます。したがいまして、今御指摘の看護や保
育についても、専門職大学の対象から除外される
ものではございません。
ただ、専門職大学は、現場のリーダーとして専
門業務を牽引できる力や、変化に対応して新たな
物やサービスをつくり出せる力の育成等を主眼と
するものでございますので、資格取得のための教
育に教育課程の大半が充てられるということでは
なく、それに加えて、関連分野の授業科目や総合
的な演習科目を展開することなどを要件として考
えております。
企業内実習の時間などについては、昨年五月の
中央教育審議会答申において、三百時間あるいは
六百時間というようなことがございますけれども、
一方、答申では、分野の特性に応じた検討も必要
とされているところでございます。

○太田（和）委員 ありがとうございます。
最後に企業側について質問させていただきたい
と思いますが、昨年秋の経団連での説明会では、
中教審委員から産業界に対しまして、教育課程を
編成、実施する上での連携強化を要請しておりま
す。
専門職大学への転換には、今お話がありました
ように、四年間で六百時間、二年間で三百時間以
上の企業内実習、そして三割以上の実務家教員を
置くことが要件とされています。よって、転換を
目指す専門学校は、安定的に学生を受け入れてく
れる研修先企業等、そして実務家教員を確保する
ことが課題となってきます。
つまり、企業サイドは、学生を研修で受け入れ、
実務家を専門職大学に派遣しなければなりません
が、研修の受け入れにはそれなりの準備等、手間
もかかるかと思います。さらに、現場の実務家を
教員として派遣しなくてはならないのですが、果
たしてこれが現実的に、ビジネスの観点からも可
能なのか、ここに不安が残ります。
政府参考人にお伺いいたします。
経団連の説明、意見交換会において、中教審特
別部会委員らは協力を要請しましたが、文部科学
省として要請は行っているのでしょうか。また、
その際の産業界サイドの反応はどうだったのでし
ょうか。さらに、研修の受け入れや実務家教員の
派遣については、企業側の負担をどのように認識
されておるのでしょうか。お願いいたします。
○常盤政府参考人 専門職大学が質の高い教育を
行うためには、産業界との緊密な連携が不可欠で

あると考えております。
文部科学省におきましては、これまでも、成長
分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進
事業において、教育機関と関係企業等との連携に
よるカリキュラム開発等を進めているところでご
ざいます。
今回の制度化に当たりましても、観光、食、農
業、ＩＴ分野の企業へのヒアリングや業界団体へ
の要請を行ってきているところでございます。そ
の中で、ヒアリングなどにおいて、現場実習を積
極的に行うアイデアはよいことであるとか、ある
いは、長期間であっても企業内実習の受け入れは
可能であるといった前向きな御意見をいただいて
いるところでございますが、他方で、企業側の負
担の観点から、小規模事業所では企業内実習の受
け入れ等は難しいといった課題についても御指摘
をいただいたと認識をしております。
これらを踏まえまして、要請を行う産業界の範
囲を広げ、業界の実務を学生が直接経験すること
は産業界にとってもメリットが大きいといった企
業内実習の長所について周知を図りますとともに、
今申し上げましたような小規模事業所の負担など
の課題に対してどのような工夫ができるのか、詳
細設計をしていくわけでございますが、関係府省
や関係業界とさらに意見交換を深めてまいりたい
と考えております。
○太田（和）委員 引き続き、この専門分野に関
連して質問をさせていただきたいと思います。
医療や衛生、社会福祉などの専門学校に通う学
生さんたちは、一般的には、国家試験に合格し、
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国家資格を有して専門職につくことを目指してお
ります。その国家資格を受けるためには、特に医
療、福祉関係では最低実習時間が定められており、
その最低実習時間が、専門職大学等に必要な六百
時間よりも少ないものもあります。こういったこ
とからも、本来であれば、分野、業種に応じて必
要な実習時間が異なってもよいのではないかとい
うふうに思います。
政府参考人にお伺いしたいと思いますが、この
専門職大学に課せられている六百時間、そして三
百時間といった実習時間は、どのような考え方か
ら定められたのでしょうか。本来であれば、その
分野、業種によって必要な実習時間が異なっても
よいのではないかというふうに思いますけれども、
その点について、御見解をお伺いさせていただき
たいと思います。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。
看護や保育の分野のことを念頭に先ほども御質
問いただいたわけでございますけれども、先ほど
申しましたように、それらの分野について、制度
上、分野を限定しておりませんので、対象から除
外されるものではございませんけれども、一方で、
今お話がございましたように、資格の取得のため
の教育に教育課程の大半が充てられているという
こともございまして、専門職大学では、それに加
えて関連分野の授業科目等を展開するということ
が、まず一つはございます。
その上で、企業内実習のお話でございましたが、
企業内実習につきましては、昨年五月の中央教育
審議会答申におきまして、適切な指導体制が確保

された企業内実習等について、一定時間、例えば、
二年制課程で通算三百時間程度、四年制課程で通
算六百時間程度以上の履修を義務づけることとさ
れているところでございます。
中教審では、この実習時間数を決める際の議論
に当たりましては、新たな機関における企業内実
習等、今申し上げましたような数字でございます
けれども、これは議論の中で、ドイツの職業教育
に関する高等教育機関の制度についての御紹介が
ございまして、そういうものも参考にしながらこ
の水準を示しているわけでございますけれども、
ただ一方で、答申では、分野の特性に応じた検討
ということも必要とされておりますので、適切な
対応を検討してまいりたいと考えてございます。
○太田（和）委員 ありがとうございます。
もう少し時間がございますので、最後に大臣に
お伺いをさせていただきたいと思います。
本新制度は、企業にすぐに役に立つ教育といっ
た側面を感じます。大学で学ぶべきことは何か。
現場で六百時間過ごしたことが、社会人として人
生をこれからスタートする学生にとって、長期的
に考えて、よいことなのか。それで、みずから考
え抜く力を育むことができるのか。本来であれば、
社会が変化しても、技術が変化して変わったりし
ても対応できる力を学ぶべきではないかというふ
うに思いますけれども、大臣の御所見を、最後、
お伺いさせていただきたいと思います。
○松野国務大臣 お答えをいたします。
太田先生からの社会の変化に対応できる汎用的
な力を身につけさせるべきとの御指摘は、極めて

重要な御指摘であると考えております。
今回制度化しようとする専門職大学等は、大学
という枠組みの中で、特に実践的な職業教育に最
適化した新たな制度として創設しようとするもの
であります。
専門職大学についても、平成二十八年五月の中
央教育審議会答申において、養成すべき人材像と
して、専門的な能力とともに、変化に対応し、み
ずからの職業能力を継続的に高めていける基礎を
身につけた人材を挙げており、その教育課程につ
いては、専門とする特定の職業の知識、技能に加
えまして、例えば会計、経営など関連他分野の知
識でありますとか、自立した職業人に必要な課題
対応能力等、また外国語、ＩＣＴなど学び続ける
ための基礎、教養等を身につけることとしていま
す。
制度化に当たっては、こうした観点を踏まえ、
必要な基準を整備していく予定であります。これ
により、変化の中でみずからのキャリアを主体的
に切り開く、そういった人材が養成されることを
期待しております。
○太田（和）委員 ありがとうございます。
まだまだ疑念は残るところでありますけれども、
この制度が子供たちの将来にとってよりよい制度
となることを御期待申し上げて、質問を終わりた
いと思います。
ありがとうございました。
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