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1. 事業の趣旨・目的 3

地域社会、地域経済の安定的な発展には、地域産業、
とりわけ中小企業が持続的に発展していくことが重要で
ある。企業の存続・振興には技術・商品・サービス開発
だけでなく、マーケティング力、将来的な経営環境の予
測などが不可欠となる。このことは、新潟において「経
営・金融・保険」の専門的職業人材の需要が年々増加し
ていることからもうかがい知ることができる。

しかし、中小企業では、経理だけでなく幅広い仕事へ
の対応が求められ、採用された専門学校生は入社前後の
ギャップから、会社の戦力へと成長しないうちに離職し、
それが結果的に1社あたり数千万円から億単位の利益損
失に繋がっているという現状がある。この離職の背景に
は、農業や工業に比べ、将来的な「職」のイメージがで
きていないまま、ぼんやりと商業高校や専門学校へ進学
して、安定的に見える経理の職に就ければよい、という
経理分野独特の、高校と専門学校に共通した課題がある。

中小企業にとって社員の離職による利益損失は、ダ
メージが大きい。そして、中小企業が99%を占める新
潟県においては、この問題に真摯に向き合あわない限り、
経済活動の持続的な発展にはつながらないと、本校は考
えている。

入社後短期間で戦力になり、長期的に利益創出に貢献
できる人材を多く擁することが、中小企業の利益拡大に
つながることは言うまでもない。そのため、簿記・会計
という経理の技能と多様な知識をあわせ持ち、経理技能
をベースにしながら、たとえ想像と異なる環境下であっ

ても、柔軟に対応し自分を活かす力を有した、企業の利
益創出に、早くそして長く、貢献できる人材を育成・輩
出したいと考えている。

上記のことから、「日本経済を底支えする中核人材の
育成教育を、新潟が牽引していく」というビジョンのも
と、「企業定着率を高める高専接続教育プログラムを、
新潟から全国に普及する」というミッションを担い、
「生徒・学生の企業定着率を高める高専接続教育プログ
ラムの、新潟全県への普及により、新潟県の企業の利益
創出に貢献している」という目標に向かって活動してい
く。 そして、その目標達成のために、「入社後、短期
間で戦力となり、さらに従来よりも高いスキルとポテン
シャルを有した、企業の利益創出に貢献できる人材を輩
出する」という戦略を掲げ、成功要因に、「入社後に即
必要とされる事務処理能力とマナーを有し、入社後は長
く働こうという意思を持った専門学校卒業生の増加」、
「高校で学んだ技能を活かして進路を決定した生徒数の
増加」を設定し、就労意識醸成講座など7つの講座から
なる教育プログラムを、実行計画に沿って開発すること
で、事業を進めていく。



42. 事業方針策定の背景

事業計画策定時は、企業のニーズに応じた専門的な技
能を学生に習得させることが、専門学校生のキャリアの
ステップアップと、企業の専門学校生の採用数の増加に
貢献できると考えていた。

しかし、事業開始後、企業側より専門学校生の就業意
識の低さを指摘され、専門学校生の離職により、企業1
社あたり数千万円から億単位の利益を損失している、と
いうことを認識する至った。一度失った企業の信頼を取

り戻し、日本経済における専門学校教育のステイタスを
向上させていくには、長期戦になることは避けられない。
そのため、ビジョン実現に向け、下記の事業方針を策定
し、ビジョン実現の一通過点として、当事業が終了する
令和8年度の目標に、「生徒・学生の企業定着率を高め
る高専接続教育プログラムが、新潟全県へ普及し、新潟
県の企業の利益創出に貢献している状態」を設定した。

ビジョン
日本経済を底支えする中核的人材の育成教育を、新潟が牽引
していく。

日本企業の利益創出に貢献する、企業定着率を高める高専接続教
育プログラムを、新潟から全国に普及する。ミッション

生徒・学生の企業定着率を高める高専接続教育プログラムが、
新潟全県へ普及し、新潟県の企業の利益創出に貢献している状態。

ゴール

入社後、短期間で戦力となり、さらに従来よりも高いスキルとポテ
ンシャルを有した、企業の利益創出に貢献できる人材を輩出する。

戦略

最重要成功要因に、「入社後に即必要とされる事務処理能力とマナー
を有し、入社後は長く働こうという意思を持った専門学校卒業生の増
加」、重要成功要因に「高校で学んだ技能を活かして進路を決定した
生徒数の増加」を掲げ、就労意識醸成講座など7つの講座からなる教
育プログラムを実行計画に沿って開発する。

実行計画

ビジョン

ミッション

ゴール

戦 略

実行計画

事業方針

事業終了年度（令和8年度）の目標



53. 連携機関と事業推進体制

ビジョン 日本経済を底支えする中核的人材の育成教育を、
新潟が牽引していく。

日本企業の利益創出に貢献する、企業定着
率を高める高専接続教育プログラムを、新
潟から全国に普及する

ミッション

生徒・学生の企業定着率を高める高専接続教育
プログラムが、新潟全県へ普及し、新潟県の企
業の利益創出に貢献している状態

ゴール

入社後、短期間で戦力となり、さらに従来より
も高いスキルとポテンシャルを有した、企業の
利益創出に貢献できる人材を輩出する。

戦略

最重要成功要因に「入社後に即必要とされる事
務処理能力とマナーを有し、入社後は長く働こ
うという意思を持った専門学校卒業生の増加」、
重要成功要因に「高校で学んだ技能を活かして
進路を決定した生徒数の増加」を掲げ、就労意
識醸成講座など7つの講座からなる教育プログラ
ムを実行計画に沿って開発する。

実行
計画

ビジョン

ミッション

ゴール

戦 略

実行計画
●就労意識醸成・現場

感覚醸成講座の開発
●マーケティング技能

入門講座の開発

開発2部

●教育プログラム
開発状況チェック

●KPI・KGIのPDCA
のチェック

全体会議事業方針・計画
に基づいた広報
活動計画策定と
実施

広報部

日商簿記3級から
1級一貫型オンラ
イン講座の開発

開発1部

●事業方針の策定
●事業全体の進捗管理
●新潟全県展開の計画
●データ収集と分析
●KPI・KGIマネジメント
●教育プログラムのディレクション

事業企画部

中長期的事業運営 全国展開に向けての情報発信

ディレクション

実行計画・事業企画部のディレクションに従って開発

評価

報告

［事業主体者］

新潟会計ビジネス専門学校
［教育プログラム開発・実施］

新潟県立新発田商業高校
［教育プログラム企画・開発サポート］

新潟県教育委員会／ 株式会社大光銀行
関東信越税理士会新潟県支部連合会
株式会社アーク教育システムアルファ国際学院

［コーディネーター・教育プログラム開発サポート］

丸善CHIホールディングス株式会社

連 携 機 関
「日本経済を底支えする中核的人材の育成教育を、新

潟が牽引していく」というビジョンのもと、当事業で開
発する教育プログラム構築モデルを全国に普及するとい
うミッションを遂行するためには、教育の意義を追求す
ると同時に、「事業」として推進できる体制が必要と本
校は考える。そのため、中長期的な事業運営のための組
織を下図の通り構築し、常時PDCAを繰り返しながら、数
値目標であるKPIを追う形で事業を展開している。



64. 事業推進体制と会議の実施

前頁体制図に沿って設置した３つの会議体の主な活動内容な以下である。

開発1部・開発2部 合同部会 全体会議事業企画部・広報部 合同部会

目的・役割

検討内容
決定事項

・中長期的視点に立った事業運営
・新潟全県展開の計画
・データ収集と分析
・ＫＰＩ・ＫＧＩマネジメント
・教育プログラムのディレクション
・事業方針・計画に基づいた広報活動

計画策定と実施

・全国展開、全県展開を視野に入れた
事業計画の見直しと、事業方針の策
定を行った。

・現状把握のため、新発田商業高校の
１年生～３年生、新潟会計ビジネス
専門学校１年生～２年生へのアン
ケートを実施した。

・高校３年生のアンケート分析結果、
専門学校生のアンケート結果、企業
の意見をもとに、KGl、CSF、KPIを
設定。開発2部へ開発プログラムの
ディレクションを実施した。

・専門学校生の離職から企業が受ける
利益損失の問題、またそれ以外の課
題を、経理分野以外の企業からも
データ収集するため、企業向けアン
ケート調査の令和４年度での実施を
決定した。

【開発１部】
日商簿記３級から１級一貫型オンライン
講座の開発

【開発２部】
就労意識醸成・現場感覚醸成講座の開発
マーケティング技能入門講座 の開発

事業企画部のデータ分析に基づくディレクション
を受け、以下A～Fのプログラム開発を決定した。
「D）日商簿記3級から1級一貫型オンライン講座」
については、3級部分の開発が8割程度完了し、
令和4年度の事業開始後すぐに実証を開始できる
状態になっている。

◆高等学校編
A) 高校1年生からの就労意識醸成講座

－「ビジネス基礎」科目編－
B) 高校1年生からの就労意識醸成講座

－「探究の時間」科目編－
C) 就労意識醸成 準備講座－教員編－
D)日商簿記3級から1級一貫型オンライン講座

（高専共通）
◆専門学校編

D) 現場感覚と即戦力醸成のための
ロールプレーイング講座

E) 就労意識醸成講座
F) マーケティング技能入門講座

・開発段階のプログラムに対し、企業や
県教育委員会からの中間審査を受ける場
として設定している

・全部門が参加してKPI・KGIのPDCAチェック
を行う

●第１回全体会議（12月21日実施）
事業企画部より、開発プログラム案を説明し
たところ、企業から下記の指摘があった。会
議後プログラムの軌道修正に入ると同時に、
軌道修正案に対する裏付けデータが必要なこ
とから、当初から予定していたアンケート実
施の中で、裏付けデータの収集を行うことを
決定した。
指摘：専門学校生の離職率の高さが、企業

が専門学校生採用に抱える大きな課題。
専門学校生の採用数を増やさないのは、
専門技能の有無が原因ではない。

●第２回前回会議（2月28日）
アンケート結果の分析に基づき、専門学校生
の企業定着率を高めることに重点を置いた
KGI、CSF、KPIと軌道修正した開発プログ
ラムの内容を説明。
企業、教育委員会からは、KGIとKPIについ
ては、概ね了解をもらったが、指摘事項もあ
り、指摘内容を次年度のプログラム開発に落
とし込んでいく。

9回 8回 2回実施回数



5. KGI･CSFの設定 7

本校は、当事業の本当のゴールは専門学校生の採用数の増加と、企業への定着率向上と考えているが、専門学校生
の離職に利益損失を受けた企業の信頼を回復するには、時間を要すると覚悟している。そのため、事業終了時の令和
８年度のKGI、CSFを下図の通り設定した

入社後、短期間で即戦力になり

従来よりも高いスキルを有する人材の輩出

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

入社後、短期間で戦力となり、さらに従来よりも高いスキルとポテンシャルを有した、企業の利益創出に貢献できる人材の輩出

Key Goal

現 状

非戦力

戦力

戦力になる前の専門学校生の離職が、
企業の利益損失に繋がっている。

入社後も学び続けなければならない、
という意識が低い状態。

Key Goal  Indicator

①インターンシップを受け入れる企業の増加数
②インターンシップに参加した学生の増加数

①令和3年度 16社 ⇒ 目標：令和4年度設定予定
②令和3年度 実数35人（延べ54人）人 ⇒ 目標：令和4年度設定予定

入社後に即必要とされる事務処理能力とマナーを有し、入
社後は長く働こうという意思を持った卒業生の増加

重要成功要因 高等学校 最重要成功要因 専門学校

高校で学んだ技能を活かして進路を決定をした生徒数の増加



86. 開発プログラム概要

高等学校編 令和4年度～令和5年度に新発田商業高校で実証後、令和6年度より、新潟県下の商業高校・総合高校へと展開予定

☞産業や、学科を問わず、職業高校、普通科高校
すべてに共通する内容

就労意識 就労意識 技能養成

☞産業・地域複合型。下記①から③を組み合わせた
内容で構成

①職業高校・普通科高校すべてに共通する内容
②地域にフォーカスした内容
③産業にフォーカスした内容

☞簿記・会計授業の理解度が、学習目的で
専門学校に進学する生徒の割合と大きく
関係していることから設定

☞反復学習によって学習到達度が向上する
ことから、朝学習の10分間を活用し、毎
日学習する習慣づけをする

高校1年生からの就労意識醸成講座
ー「ビジネス基礎」科目編ー

高校1年生からの就労意識醸成講座
ー「探究の時間」科目編ー

☞「どんな仕事につきたい」 「どこで働きたい」
「新潟にはどんな会社がある？」など、将来の

職業検討につなげることを目的とした講座

☞「働くってどういうこと」
「アルバイトと就職はどこが違う？」
「会社員と公務員はどこが違う？」
など、キャリアを考える間口を広げることを
目的とした就労意識醸成 入門講座

就労意識醸成 準備講座 ー教員編ー

☞新発田商業高校と県立教育センターの連携のもと、RESAS研修などを実施

日商簿記3級から1級一貫型
オンライン講座

専門学校編

即戦力現場感覚 就労意識 キャリアップのための技能

マーケティング技能入門講座

☞マーケティング・資料作成
プレゼンテーションが一体となった授業

☞課題に沿い、地域経済分析データベース
RESASからCSVデータを抽出。独自でデータ
を分析し、 分析結果をパワーポイントでプレ
ゼンテーション資料に仕立てて発表する

就労意識醸成講座

☞「就職」を採用する企業側の立場に
立って考える授業

☞キャリア設計講座

現場感覚と即戦力醸成のための、
ロールプレーイング講座

☞office系ITスキル養成授業
現場を想定した課題を与え、Word・Excel・Power 
Pointを使って自ら状況判断して資料を作成する

☞オフィスマナー養成授業
・電話の受け答え
・廊下で社員同士がすれ違う時の目礼
・エレベーターの乗り降り 等

☞オフィス機器の体験授業
コピー機の使い方
FAXの送り方
電話の使い方（内線のつなぎ方・保留など）

アンケート分析結果に基づぎ、CSFとの整合性を図りながら開発プログラムを設定した。



7. 開発プログラムとKPI 9

高校1年生からの就労意識醸成講座
の、「ビジネス基礎」「探究の時
間」科目の中での実施

教員の、就労意識醸成講座に対する
授業実施の意欲向上

生徒の、簿記・会計授業の理解度
向上

Key Performance Indicator

現状：令和3年度 23.5%⇒ 目標：令和4年度設定予定

現状：令和4年度測定予定⇒ 目標：令和4年度設定予定

①簿記・ビジネス系専門学校に進学した生徒の割合

②学習を目的に、専門学校に進学した生徒の割合 現状：令和4年度測定予定⇒ 目標：令和4年度設定予定

①講座の実施に必要性を感じている教員の割合

②講座を継続的に実施できると感じている教員の割合 現状：令和4年度測定予定⇒ 目標：令和4年度設定予定

①日商簿記2級合格者数の増加率

②日商簿記3級合格者数の増加率

③学年ごとの、確認テスト平均点の向上

現状：令和3年度 7人⇒ 目標：令和4年度設定予定 増加率●●％

現状：令和3年度 0人⇒ 目標：令和4年度設定予定 増加率●●％

現状：令和4年度測定予定⇒ 目標：令和4年度設定予定

Key Performance Indicator

現状：令和4年度測定予定 ⇒ 目標：令和4年度設定予定

①～③
現状：令和4年度測定予定
目標：令和4年度設定予定

現状：令和4年度測定予定 ⇒ 目標：令和4年度設定予定

専門学校版「就労意識醸成講座」
の実施。

将来的なニーズの変化を想定した
マーケティング技能の習得

現場感覚と即戦力醸成のための、
ロールプレーイング講座の実施

下記①から④のアンケート項目に対するポイント数の、実証前からの増加率
①就職先で、出来る限り長く働きたい
②就職した会社でキャリアアップを目指したい
③就職した会社に貢献したい

①入社後すぐに求められる実務が、イメージ出来た学生の割合。

②office系ITスキルの授業後に実施する確認テストの点数

CSVデータを、どのような場面で、どのように分析すると、
マーケティングにつながるのかを理解できている学生の割合

現状：令和5年度測定予定 ⇒ 目標：令和5年度設定予定

開発プログラムに紐づくKPIは以下である。

重要成功要因 高等学校 高校で学んだ技能を活かして進路を決定をした生徒数の増加

最重要成功要因 専門学校 入社後に即必要とされる事務処理能力とマナーを有し、入社後は長く働こうという意思を持った卒業生の増加



108. 計画の全体像

令和8年度までの開発・実証スケジュールは以下を予定している。

令和3年度 令和4年度 令和５年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

高 等 学 校 編

高校1年生からの就労意識醸成講座
「ビジネス基礎」科目編

高校1年生からの就労意識醸成講座
「探究の時間」科目編

就労意識醸成 準備講座
ー教員編ー

日商簿記3級から1級一貫型
オンライン講座

専 門 学 校 編

現場感覚と即戦力醸成のための
ロールプレーイング講座

就労意識醸成講座

マーケティング技能入門講座

3級実証

２級実証

１級開発

1級実証

開発

実証

実証
プレ実証

プレ実証

RESAS
模擬授業

3級開発

実証

開発

実証プレ
実証

開発

プレ
実証

開発

プレ
実証

実証

実証

新
潟
県
下
展
開

２級開発

開発

全県
模擬授業

開発

開発に向けての調整

開発に向けての調整

開発に向けての調整

開発に向けての調整

開発に向けての調整

開発に向けての調整



9. 令和3年度の開発部分 11

令和3年度は、日商簿記1級から3級一貫型オンライン講座の3級部分を8割程度開発するとともに、サイバースクールの
立ち上げ準備を行った。（下図開発メニューの赤枠が該当箇所）

令和3年度に新発田商業高校3年生を対象に実施したアン
ケートの分析結果から、簿記・会計の授業理解度が高い生徒は、
進路決定時期が早く、学習目的で進学する割合が高いことが分
かった。そのため、単に資格取得を目的とするのではなく、目
的意識を持った進路決定と、進路決定の間口を広げるために当
講座を開発している。

専門学校に入学してくる生徒の傾向として、簿記の知識は
持っているが、簿記の本質を理解していない、という印象が強
かったため、講義は簿記の歴史から始まり、「会社経営にはど
うして簿記が必要なのか」を要所要所で伝えるように組み立て
ている。また、企業から指摘を受けた、「新しい技能を身に着
けるとはどういうことか？」という学習の本質を、当講座で生
徒・学生に伝えていく。

①メニュー画面（講座を選択） ②オンライン講座（8分） ③オンライン確認確認テスト(2分）

（画面遷移例）

反復学習によって学習到達度が向上することから、講座は、朝学習の10分間を活用できるように開発した。新し
い技能を身に着けるために、毎日継続して学習する習慣づけを行っていく。



10. 令和3年度に実施した調査 12

事業方針に沿って、KGIとKPIを設定するにあたり、専門学校生の就労意識、高校生の進路決定と学習について、
プログラム実証前の現状把握のためのデータ収集と、データ分析による傾向のあぶり出しが必要であったため、
下図①のアンケート調査を実施した。また令和４年度実施の下図②のアンケートについては素案作成まで行った。
①の結果については、KPI・KGIの設定、開発プログラム検討の裏付けデータとして活用した。

調査名

調査対象

調査方法

① 進路と学習に関する現状調査

新発田商業高校
1年生 148人
2年生 156人

新発田商業高校
3年生 159人

新潟会計ビジネス専門学校
1年生 65人
2年生 48人

実施日 1月21日～27日 2月22日～3月31日 2月15日～2月18日

② 企業向けアンケート

令和４年度実施

調査項目
概 要

学校法人国際総合学園傘下の
専門学校の卒業生の就職先へ
協力依頼の予定

① Googleフォームを使用した
オンラインアンケートで
一次分析

② ①のCSVデータからの
二次分析は令和4年度実施

［就労意識に関する項目］
・もし就職したら同じ会社

でどのくらい働きたいと
思うか？またその理由？

・どうしても働き続けられ
ないと思う理由は何か？

［技能習得に関する質問］
・これまでに取得した資格
・卒業までに取得したい資格
・カリキュラムの中にあったら

受けてみたい講座 等

① Googleフォームを使用した
オンラインアンケートで
一次分析

② ①のCSVデータからの
二次分析は令和4年度実施

① Googleフォームを使用した
オンラインアンケートで
一次分析

② ①のCSVデータからの二次分析

① Googleフォームを使用した
オンラインアンケートで
一次分析

② ①のCSVデータから、
専門学校進学予定者に特化
したデータ分析

・進路検討状況（大学・短大
進学/専門学校進学/就職）

・進学目的
・進路決定に役立ちそうな取

り組み
・高校卒業までに取得したい

資格
・学習理解度
・将来やりたい仕事につくた

めに、今、すべきことがわ
かっているか？

・どのような職業の人の話を
聞いてみたいか？ 等

・進路（大学・短大進学/
専門学校進学/就職）

・進学目的
・進路決定に役立った取り組み
・進路を決定した時期
・高校在学中に取得した資格
・進学後に取得したい資格
・学習理解度
・将来就きたい職業 等

・専門学校生の毎年の採用数
・専門学校の新卒の離職率

（3年目●％、5年●％）
・採用した人材で困っていること
（常識の欠如、仕事に対する責

任感が希薄、など）
・専門学校卒の社員と大学卒の社

員を比べた時に、差があると感
じる点

・採用のプロセスの中で重要視し
ていること 等


