
文部科学省 令和3年度 委託事業 
「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」における受託団体の取り組み事例集

医療福祉分野における専門学校と高等学校
の先端技術を活用したキャリア教育連携 
プログラムの開発に関する実証研究事業
● 学校法人智晴学園　専門学校琉球リハビリテーション学院

VRやクラウドを活⽤した⾼専連携により 
進路選択のミスマッチを防ぐ

高専接続プログラムに取り組むことになった背景と課題

　2020年に60万人を超えた専門学校在校生を専門分野別でみると、医療分野が約18万人で最も多く全体の
約3割を占めている。その中で最も多いのは看護師・准看護師の93,173人で、これに次ぐのが作業療法
士・理学療法士の31,879人である（令和2年度 学校基本調査）。リハビリテーションの専門職である作業
療法士・理学療法士は、高齢人口の増加や社会福祉の充実化を背景に、病院・診療所の他、福祉施設など
専門性を活かせる場が増えている。そのため今後も作業療法士・理学療法士をめざして専門学校に入学し
てくる生徒は、高い水準のまま推移するものと見込まれる。

　しかし現在、毎年多くの高校卒業生が作業療法士・理学療法士を志して専門学校に入学してくるもの
の、リハビリテーション専門職の仕事内容や作業療法士と理学療法士の専門性・役割の違いなどに対する
彼らの理解・認識は十分であるとは言い難い。多くの高校生にとってリハビリテーション専門職と直接に
接する機会が少ないことが、その大きな要因だと考えられる。結果、職種・職業への理解不足が、入学後
の学習意欲の減退やリタイア「途中退学」につながっている。

　進路選択の段階での職種・職業に対する最低限の理解に加えて、作業療法士・理学療法士に求められる
専門性についても、専門学校入学時点で一定の認識が必要である。専門学校3年間のカリキュラムでは、
生理学や解剖学などの基礎医学から作業療法・理学療法の知識と実践、診療の現場で実施する臨床実習ま
でを学習することになるが、こうした専門的な学習内容の一部は高等学校での学びが土台となっており、
高校生の段階でそれをしっかりと修得しておくことが必要だからである。高等学校での学習の不足は専門
学校での成績不振につながり、結果としてこれも途中退学の要因になってしまっている。

　このような状況下で、高校生の適切な進路選択に向けて、高等学校では進路指導の強化やキャリア教育
の充実に取り組んでおり、高等学校からの要請を受ける形で専門学校が「出前授業」を実施する機会が増
えている。特に沖縄県の場合、専門学校への進学率が高いこともあって、専門学校と高等学校の結びつき
が強く、高専連携による職業教育の素地は培われている。しかし、出前授業のような教育は単発的なもの
であるケースが多く、専門職の仕事内容やその魅力、求められる専門性、高校時代に学んでおいてほしい
ことなどを系統的に伝えきれていないのが実状である。生徒一人ひとりが、より適切に進路選択できるよ
うに正確で偏りのない情報や知識を伝えていく場を増やしていく必要がある。



　本事業では、高等学校11校（福祉科、総合学科、普通科）の生徒、教員に対してアンケート調査を行っ
た。次のグラフはその集計結果の一部である。

　これは生徒を対象としたもので「将来なりたい職業は決まっているか」「将来なりたい職業を理解して
いるか」「働くときに最優先したいことはなにか」について質した設問の結果である。

【生徒対象の調査結果】

Q　将来なりたい職業は決まっているか 
上：福祉科　下：総合学科・普通科

Q　将来なりたい職業を理解しているか 
上：福祉科　下：総合学科・普通科



【生徒対象の調査結果】

Q　将来働くときに最優先したいこと（単位：人）  
上：福祉科　下：総合学科・普通科

回答者数　福祉科　106人、普通科・総合学科　1,749人

課題を解決するためのプログラムと成果指標

　本事業では、高等学校と連携して高校3年間と専門学校作業療法学科3年間、計6年間の「医療福祉分野
の高等学校・専門学校の連携による一貫型教育プログラム」の開発と実証を行う。作業療法士の教育課程
を対象としたのは、作業療法士は他の医療職に比べて専門学校入学前の生徒が理解を深める機会が少ない
ことなどから、進路選択のミスマッチ予防や途中退学の防止など現状の専門教育の改善に有効と考えられ
るためである。また、沖縄県を中心に宮城県の高等学校とも連携し、広域展開の実効性を実証する。

　本事業では、「①一貫型教育プログラム」の開発と共に「②高・専連携を支援する基盤システム」を構
築・運用する。

①一貫型教育プログラム 
　高等学校では、キャリア教育基礎や社会人の基礎的能力を育む学習から基礎学力の向上、医療福祉分野
の基礎知識や専門職について学習するなど、適切な進路選択に向けて以下のキャリア教育を実施する。

・仕事、働くことに対する理解 
・リハビリテーション専門職に対する理解
・リハビリテーション専門職に必要な学び
・VRを活用した職業の疑似体験



　専門学校では、養成課程外のカリキュラムとして基礎科目・専門科目の継続学習支援や国家試験のフォ
ローアップなどを実施していく。

　プログラムではこれらのカリキュラム、シラバス、教材等の一式をパッケージ化し、「リハビリテーシ
ョン実践力」、「対人援助実践力」、「人間関係力や自己管理力」などの基礎的・汎用的な能力を備えた
専門職業人の育成を図る。

　以下の写真は、沖縄県立高校で実施した教育プログラムの体験学習の様子である。対人援助業務をVRで
疑似体験し、職業への関心を呼び起こし、理解を深めることが狙いである。

②高・専連携基盤システム 
　高等学校教員と専門学校教員、臨床に従事する実務者（専門職業人）らが、意見交換や情報共有を行え
る基盤システムをクラウド環境上に構築し、活用する。これは、それぞれ多忙なためリアル空間での実施
が困難なコミュニケーションやコラボレーション（協働による教育改善策の立案・展開）をネットワーク
上でできるようにし、活動を支援する仕組みである。

　さらに、生徒もこの基盤システムを活用できるようにする。 
「高等学校教員・専門学校教員・専門職業人が基盤システムに教材をアップロード」 
→「生徒が教材をダウンロードして学習」
→「生徒が学習の成果物をアップロード」
→「高等学校教員・専門学校教員・専門職業人が学習の成果物をチェック。コメントや助言を行う」

　このようにして、教育プログラムの実効性を高めていく。



　本事業は、専門学校3校、高等学校11校、行政2機関、企業・医療福祉施設4組織で構成するコンソーシ
アムを立ち上げ、推進していく。

　KGI・KPIについては以下の理念をもとに検討する。

＜KGIの理念＞ 
・リハビリテーションが必要な人のためにさまざまな人と協働して、自分で考えて行動できる人材を育成
する。 
＜KPIの理念＞ 
・医療、福祉、保健、就労支援の領域は、対象者の障害だけではなく、社会的、心理的な観点および生活
に配慮するためのチームワークが求められる。 
・専門職として学ぶ過程で、コミュニケーション、情報の共有、チームマネジメントを身につける。

　以上の理念をもとに、KGI・KPIの指標を検討する。

＜高等学校＞ 
・生徒：教育プログラム評価、将来なりたい職業、職業理解度評価、職業教育評価など 
・教員：教育プログラム評価、職業教育評価など 
＜専門学校＞ 
・学生：教育プログラム評価、職業教育評価など 
・教員：教育プログラム評価など 
・学校：退学率、学業成績、国家試験合格率など 
＜企業＞ 
・就職先、求人数、専門職コンピテンシー評価など
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沖縄・観光分野における有機的 
高専連携プログラム開発・実証事業
● 学校法人KBC学園　専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

沖縄のリーディング産業"観光"をサステナブルにする 
次世代⼈材の育成

高専接続プログラムに取り組むことになった背景と課題

　新型コロナウイルス感染症は、沖縄県経済のリーディング産業である観光産業に多大なダメージを与え
ている。2020年度の県内入域観光客数は前年度比72.7%減の258万3600人で、外国客は0人（前年度は249
万400人）であった。

　コロナ収束後は国内外からの観光客の回復が見込まれるが、沖縄県は、アフター・コロナ時代は量を重
視する観光から質を重視する観光への転換により、良質で持続可能な観光（サステナブル・ツーリズム）
を目指すべきとしている。1000万人を超える観光客を迎えていたコロナ以前は、観光が自然環境への影響
や住民とのあつれき等、負の影響（オーバー・ツーリズム）をもたらしていたからである。県は今後の沖
縄観光の基本方針として、 
（１）観光リスクに対応する仕組みづくり
（２）持続可能な観光政策の推進 
（３）持続可能な観光指標 
（４）高次元のニーズに対応した質の高い観光の推進 
（５）沖縄のソフトパワーを生かしたツーリズムの展開 
（６）観光産業の多様化と高付加価値化 
（７）バリアフリー化の促進 
（８）観光管理の強化とレスポンシブル・ツーリズムの推進 
（９）ターゲットマーケティングへのシフトチェンジ 
を挙げている（沖縄県「ウィズ・コロナ、アフター・コロナ時代の新たな沖縄観光基本方針」2021年3月
より）。



アフター・コロナを念頭に置いた沖縄県の観光

　このように持続的に発展する沖縄観光を目指し、今後も観光産業が沖縄のリーディング産業として県経
済をけん引していくためには、それを支える人材育成が何よりも重要である。そして、次世代人材の育成
に際しては、「オーバー・ツーリズムからレスポンシブル・ツーリズム（観光客と地域住民が価値を共有
する"責任ある観光"）への転換」、「健康長寿という沖縄のソフトパワーを活用したウェルネス・ツーリ
ズム、障害者対応をはじめとするユニバーサル・ツーリズム、観光リゾート資源を生かしたMICE（ビジネ
スイベント）などのツーリズムの開拓」といった新しい知識の教育が必要となる。

　一方で、沖縄県は、進学率や県民所得が低いという地域課題を抱えている。沖縄県の高校進学率は
97.3％で全国順位は低いほうから1位、高校中退率は2.2％で全国順位は高いほうから1位、大学等進学率は
39.6％で全国順位は低いほうから1位となっている（内閣府「沖縄の子供達を取り巻く現状」より）。ま
た、県民所得も全国最下位である。

　このような中で、観光産業に就いた若者の離職率の高さも課題となっている。その理由としては、 
・沖縄県には、観光に関する学科を設けるなど観光を学べる商業高校が多いが、将来の仕事をイメージし
て入学する生徒が少ない。 
・高校でのキャリア形成教育が貧弱で、在学中も職業観の涵養がはかられない。そのため、目的意識が持
てず、学習に対する動機付けが弱い。 
・結果、高校から観光産業に就職する生徒、観光系の専門学校に進学する生徒が少ない。また、次のステ
ップ（観光系への就職・進学）に進んだ場合でも、ミスマッチが起こる。 
などがあげられる。

　以上のような観光産業に関わるさまざまな課題や地域課題を解決するためには、専修学校への進学希望
者が多い沖縄においては（専修学校進学率は24.1％で全国順位は高いほうから2位）、高校と専門学校が連
携して、高校から5年という年月をかけて教育していくことが不可欠である。本事業では、新しい時代の
沖縄観光を支え、沖縄の観光を量から質へと転換し、良質で持続可能な観光を拡充できる次世代観光人材
を育成する高専連携プログラムを開発する。そして、このプログラムにより育った人材が即戦力となり、
沖縄のソフトパワーを生かした新しいツーリズムを開拓し、良質で持続可能な観光を発展させることを目
指す。同時に、彼らが沖縄県のリーディング産業である観光産業をけん引していくことは、県民所得増加
という地域課題解決にも寄与していくはずである。

課題を解決するためのプログラムと成果指標

　開発プログラムは高校生、専門学校生はもちろん、高校と専門学校の前後に位置する中学生及び社会人
も包括する。中学生に対しては、中学と高校の橋渡しとして「高校の魅力発信プログラム」を開発。これ
により中学生にとっても魅力的な高校となり、地域課題である高校進学率の向上、高校中退防止につなげ
ていく。観光業界に就職した専門学校卒業生に対しては、社会人になった後も学び続けられる体制づくり
として「観光業界定着プログラム」を開発。離職を減らし、観光業界への定着率を向上させる。

　高校生と専門学校生に対しては、5年かけて学ぶ「高専一貫プログラム」を開発。共通目標と一貫した
カリキュラムを構築し、県経済をけん引する沖縄の観光産業を支える専門人材を育成する。プログラム
は、従来型の「5種（語学・留学、航空業、旅行業、ホテル業、ブライダル業）」のスキルのみではな



く、「7種（質を追う観光、沖縄のソフトパワーを生かしたツーリズム、レスポンシブル・ツーリズム、
サステナブル・ツーリズム、バリアフリー化、ターゲットマーケティング、高付加価値化）」を掛け合わ
せるものとする。たとえば、「ホテル業×サステナブル・ツーリズム」では、「持続可能性と贅沢さを同時
に提供できるホテルとは？」といった問いを生徒・学生自らが見つけ、答えを探求するのである。このよ
うにすることで、観光を量から質へ転換する方法を自ら問題提起し、解決法を見出し、実践できる人材を
育成する。

分野5種×目的7種で目指す高専一貫プログラムのイメージ

　また、新たに「観光ビジネス検定（仮称）」を開発し、プログラムの骨格とする。さらに、キャリア形
成に向けての支援にも注力する。具体的には、観光業界の協力を得て、授業支援、メンタリング（社会人
が進路や学習の相談に乗る）、職場見学・インターンシップなどを充実させ、生徒・学生の職業観や社会
参加意識の向上を目指す。

　以上のプログラムを、行政機関（沖縄県教育庁）、高等学校（商業高校）、専門学校（観光系専門学
校）、企業（航空、ホテル、ブライダル、旅行）の四者で作るコンソーシアムに中学校も加えて相互連携
し、コーディネーターとなる専門学校を中心に進めていく。

　開発プログラムのKPI・KGIについては、プログラムが県全体にどれだけ普及・浸透したか、すなわち横
展開が数値で示される導入高校数、受講高校生数を軸にする。さらに、高校生・専門学校生の観光に対す
る知識・意識がどれだけ向上したかを見ることによって、本事業における質の向上も測る。以上を踏まえ
て、連携プログラム導入高校数：6校、連携プログラム受講の専門学校の中退率：0％、専門学校生の当該
分野への就職率：95%以上、卒業生の離職率：30%以下をKGIに設定する。
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多分野での高・専連携を実現する 
一貫型職業教育プログラムの開発・実
証
● 一般社団法人　沖縄専門人材開発研究会

専⾨学校進学率の⾼い沖縄県で、 
4分野、複数校の⾼・専連携モデルを構築

高専接続プログラムに取り組むことになった背景と課題

　沖縄県では、高校卒業後の進路として専門学校を選択する生徒が多い。専門学校進学率は24.1％で、こ
れは全国平均の16.4％よりも7.7ポイント高く、都道府県別でも新潟県の26.0％に次いで2番目に高い。ま
た、大学進学者（大学進学率は約4割）の半数近くが県外の大学に進み、その多くが首都圏や関西圏を中
心に県外で就職するのに対して、専門学校に進学する生徒は県内で就職するケースが多いという特徴もあ
る。

　一方で、少子高齢化が加速する中、沖縄県は全国でも数少ない人口増加県であり、国内で最も65歳以上
の高齢者人口が少なく、14歳以下の年少人口の割合が高い県である。沖縄県企画部の推計によれば、2016
年の高校卒業生は14,234人で、その人数は2033年までほぼ横ばいで推移するものと見込まれている。この
ような人口動態予測について、県が策定した「沖縄21世紀ビジョン基本計画」の中間評価では、「沖縄県
は潜在的な成長性を有しており、今後の沖縄の発展にとって若い世代の育成は極めて重要」と指摘してい
る。

　以上を踏まえると、専門学校が沖縄県・地域に果たす役割は大きく、その重要性は今後も増していくも
のと考えられる。専門学校は、地域の発展に貢献できる人材を育成する高等教育機関として、職業教育の
さらなる充実化に取り組んでいかなければならない。

　専門学校教育のさらなる充実化を図る上で、重要な課題の1つが学生の「中途退学の回避」である。学
生が中途退学する理由・原因は様々であるが、第一にあげられるのは、職業・職種の仕事内容やその専門



分野を適切に理解・認識できていない「職業・職種の理解不足」による進路選択のミスマッチである。専
門学校での学習は特定の職業・職種に就くことを目的としているため、入学生の多くは目的意識や就職意
識が比較的明確であるが、職業・職種に対して理解不足、あるいは誤解を抱いたまま入学してくるケース
も少なくない。

　また、専門教育課程での学習についていけないという「学業不振」によって中途退学する学生もいる。
専門学校での学びは高校3年間での学びを土台として積み上げていくところが多いため、高等学校での学
びの基礎がしっかりできていない学生が専門学校で学業不振に陥るというケースが多々見受けられる。例
えば、情報技術系の専門学校では、高等学校で履修する数学の一部が土台となる。あるいは美容の専門学
校の場合は化学が必須となっているなど、高等学校の授業の一部と専門学校の専門的な学習には連続性が
あり、高等学校での勉強がおろそかであると、それが要因となって学業不振になってしまうのである。

　これらの諸課題を解決するためには、高等学校と専門学校が有機的に連携して取り組むことが有効だと
考えられる。専門学校進学率が高い沖縄県では、これまでも、多くの専門学校が「高校向けの出前授業メ
ニュー」を実施するなど、高等学校と連携してきた様々な実績があり、良好な信頼関係が築かれている。
本事業では、これを基盤とし、さらに一歩踏み込んだ有機的な高・専連携を構築。両者が密に連携した3
年＋2年の一貫型職業教育を実践し、地域社会の発展に貢献できる専門職業人材の育成強化を目指す。

課題を解決するためのプログラムと成果指標

　本事業では、「商業実務／ビジネス」「工業／情報技術・自動車整備」「衛生／美容」の専門学校が、
専門高校や普通高校等および企業と連携してトータル5年間の『多分野での高・専連携を実現する一貫型
職業教育プログラム』を開発・実証し、沖縄モデルを構築していく。

　多分野での高・専連携は、高校生が柔軟に進路を選択できる余地を拡大することにつながるとともに、
他分野の参画における受け皿としてのモデルとなり得る。

　一貫型職業教育プログラムでは、各専門分野の特性や学習内容、目標となる人材像など分野に特化した
カリキュラムを開発すると同時に「高校1年次の共通的なキャリア教育」など分野横断的な内容も開発す
る。

　これにより、「専門基礎」から専門学校での「応用・実践」までを系統的に学修する一貫型職業教育プ
ログラムを実現する。

　また、それを実施するための『一貫型職業教育支援プラットフォーム』を構築し、支援する体制を整備
していく。

＜一貫型職業教育プログラム＞ 
　高校専門学科段階では、専門基礎として教育プログラム（カリキュラムや教材等）を各学年で段階的に
提供する。専門学校段階では、専門知識・技術を学ぶ正規カリキュラムに加えて、専門職業人としての人
間力や職業意識等を培う。以下は、想定される実施イメージで、実際には、各高等学校および専門学校・
企業で協議を行い、具体的な実施内容を調整する。

・高校1年生：職業キャリア学習（分野横断・共通） 
→ワークショップ、卒業生・企業人らの講演等も行う 
・高校2年生：基礎学力と専門知識・技術（分野別） 
→問題解決型学習PBL、資格・検定取得のためのeラーニングなども行う 
・高校3年生：専門職業人の基礎（分野別） 



→専門学校生徒の協働演習、卒業生・企業人との交流なども行う 
・専門学校1年生：専門職業人としての人間力（分野別、共通） 
→ケーススタディ・問題解決型学習PBLなどデュアル教育も行う 
・専門学校2年生：専門職業人としてのプロフェッショナリズム（分野別、共通） 
→ケーススタディ・問題解決型学習PBLなどデュアル教育も行う

＜一貫型職業教育支援プラットフォーム＞

　一貫型職業教育プログラムを機能的で柔軟性をもって実施するために、生徒・学生、教員・実務者の協
働を支援する一貫型職業教育支援プラットフォームをクラウド環境上に構築。このプラットフォームによ
り、教員による個別対応・指導を充実化させ、生徒・学生の学びをサポートする。

・eラーニング機能と学習コンテンツ 
　対面授業のテキストに加えて、分野共通・専門分野別に学習コンテンツ（eラーニング教材）を提供す
る。資格対策や企業人等による講演映像（ライブ型・オンデマンド型）やVRによる職場疑似体験などのコ
ンテンツも用意する。 
・ポートフォリオ機能 
　生徒・学生の学習成果物や学習コンテンツの学習進捗データ等を蓄積・管理し、教員が個別指導を行う
際にその判断材料を提供する。高校の教員と専門学校の教員がポートフォリオ機能を介することで、生
徒・学生に対する一貫した個別指導をサポートする。 
・コラボレーション支援SNS機能 
　生徒・学生同士の学習に関する交流以外にも、高校の教員、専門学校の教員、企業等の実務者らが職業
教育の内容や指導目標などについて、意見交換や情報共有を行えるようにする。



　本事業は、高等学校、行政機関（沖縄県教育庁県立学校教育課）、専門学校、企業・団体が連携し、
「沖専研・専連携コンソーシアム」を立ち上げて推進する。複数の高等学校、複数の専門学校を横に繋い
で事業を進めながら、さらなる参加校を増やして横展開を拡げていく。

　KPI、KGIについては、高等学校卒業段階では「適切な職業的進路の選択」、専門学校卒業段階では「適
切な就職先の選択」を目標に、「学習内容への満足度向上」、「職業への関心度の向上」、「進学・進
路・就職に関するキャリア意識」、「教育の充実度向上」、「生徒のキャリア意識の向上」などについて
生徒・学生、教員・学校へのアンケートで計測することを検討中である。



文部科学省 令和3年度 委託事業 
「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」における受託団体の取り組み事例集

沖縄・動物系分野における有機的高専
連携プログラム開発・実証事業
● 学校法人KBC学園　沖縄ペットワールド専門学校

⾼まる動物系分野への社会ニーズに対応

高専接続プログラムに取り組むことになった背景と課題

　近年、地方においても、自宅での生活に癒しを求め、家族の一員としてペットを飼う人が増えている。
しかし、その飼い方に問題のあるケースも多い。たとえば、沖縄では、狂犬病の予防接種率が非常に低い
といったようにである。専門家を一人でも多く育て、彼らが動物病院やペットショップ等で活躍すること
により、ペットをしっかりコントロールして飼えるようにしていくことは、地方共通の課題である。

　このようにペットの健康管理やモラル・しつけの重要性が高まり、獣医療内容が高度化・多様化する
中、新たに国家資格として「愛玩動物看護師」が誕生し、令和5年12月末までに第1回国家試験が実施され
ることとなっている。また、ペットショップなどでは「動物の愛護及び管理に関する法律」で事業所ごと
に動物取扱責任者をおくことが定められており、民間資格である「愛玩動物飼養管理士」の有資格者に対
する雇用ニーズが年々、増加している。動物系専門学校では高まる需要や求められる社会ニーズに対応す
べく、さらなる教育内容を充実させているところである。

　とはいえ、現状、動物系分野の業界を目指す人の絶対数は少ない。動物好きの子どもは潜在的に非常に
多いが、それが職業として捉えられていないからであろう。さらに、高校で学べる場が少ないこともネッ
クになっている。農業高校では、産業動物（牛、豚、鶏）としての畜産科があり、そこから発展して愛玩
動物と呼ばれる社会動物の学科となる流れがあるが、沖縄の場合、実際にペットを学科として扱う高校は
中部農林高校だけに限られる。しかも、高卒で動物系分野の企業に就職することは現実的には厳しく、大
学もしくは専門学校に進学して資格を取り、就職する人がほとんどである。そのため、高校生に動物系分
野の職業に関する情報が伝わりにくく、高校段階での動機付けが難しくなっている。

　動物系分野に限らず、全体的な傾向として「高校生の学習意欲は中学校段階に比べて低下」しており、
「高校生の学習意欲を喚起し、能力を最大限に伸長するためのものへと高校における教育活動を転換する
ことが急務である」と指摘されている（文部科学省「新時代に対応した高等学校教育の在り方（令和２年
７月17日 ）」）。

　特に沖縄県の場合、高校進学率が97.3％で全国順位は低いほうから1位、高校中退率は2.2％で全国順位
は高いほうから1位となっている。一方、専修学校進学に目を向けると、沖縄県の専修学校進学率は24.1％
で全国順位は高いほうから2位である。これらのデータから、沖縄県の高校生の学びの意欲・目的意識を
後押しするためには、高専連携が非常に重要であると考えられる。

沖縄県の進学率や中退率の現状（2018年度文部科学省学校基本調査より）



　動物系分野におけるもう一つの問題は、就職後の定着率の低さである。当学園の動物系専門学校の卒業
生も仕事へのやりがいを感じつつも、低賃金に対する不満や就業の不安定さから業界を離れ、動物業系分
野とは異なる業種・職種へ転職する者がいる。せっかく資格を取り、採用されたにもかかわらずである。
各人の職業意識を涵養すると同時に、いかに働く者の社会的地位を向上させていくのかが、企業・業界側
の課題となっている。

課題を解決するためのプログラムと成果指標

・高校生、専門学校生の学習意欲の喚起 
・動物系分野の高まるニーズに対応する人材育成の必要性 
・様々な段階での曖昧な進路変更（高校・専門学校の中途退学や就職後の早期離職）

　こういった多様な課題を解決するために、動物系分野における有機的高専連携プログラムを開発する。
開発プログラムは高校生・専門学校生はもちろん、高校と専門学校の前後に位置する中学生および専門学
校卒業後の社会人も包括する。

　高校生・専門学校生に対しては、高校と専門学校の５年間で学ぶ「高・専一貫プログラム」を開発。共
通目標と一貫したカリキュラムを構築し、動物系分野の高まる需要や社会ニーズに対応できる専門人材を
育成する。

　中学生向けには「高校の魅力発信プログラム」を開発し、地域課題である高校進学率の向上、高校中退
防止に繋げる。

　専門学校卒業後も学び続けられる体制づくりとしては、「動物業界定着プログラム」を開発。令和5年
度に新設される国家資格「愛玩動物看護師」の卒業後の取得に向けた養成や「愛玩動物飼養管理士」など
の資格保有者の地位向上を目指すプログラムにより、動物業界への定着率を向上させる。

　そして、「動物にかかわりながら、専門性を身につけ、人や社会への貢献を認識しつつ、収入が安定
し、一生続けられる仕事として動物業界で活躍できる」という好循環を本プログラム通して実現してい
く。

来年度に取り組む高・専一貫プログラムの概要

　具体的には、行政機関（沖縄県教育庁）、高等学校（農業系高校）、専門学校（動物系専門学校）、企
業（動物病院、ペットショップ、動物園）の四者でコンソーシアムを作り、コーディネーターとなる専門
学校を中心に、中学校も加えて相互連携し、事業を進めていく。



【行政機関】 
地域課題・ニーズを踏まえ、カリキュラムへ提言 
高等学校での単位認定の検討、方向性明示
県内中学校へ連携強化

【高等学校】 
高等学校の課題やニーズを踏まえ､カリキュラムへ提言 
カリキュラム作成 
高等学校に進学する中学生への広報周知、募集活動 
学習指導要領とのすり合わせ

【専門学校】 
コーディネーター業務 
カリキュラム作成、教材開発 
プログラム受講の高校生への学費減免検討
高校生の実習受け入れ 
高等学校と企業との仲介

【企業】 
業界の課題やニーズを踏まえカリキュラムへ提言 
高校生、専門学校生の実習受け入れ 
職業人講話講師

　開発プログラムのKGIについては、愛玩動物飼養管理士の資格取得率を中心に据え、令和8年には 愛玩動
物飼養管理士1級資格取得率80%以上を目指す（2018～2020年度の平均資格取得率75.8%）。そのほか、連
携プログラム導入高校数を今年度の1校から3校へ、連携プログラムを受講した専門学校生の中退者数を0
名に、専門学校生の当該分野への就職率95%以上、卒業生の離職率30%以下を目指す。同時に、全国の動
物系専門学校への開発プログラム導入ノウハウの普及、地域社会への事業周知・認知度の向上、導入高校
および連携企業のさらなる増加を図っていく。
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