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１ 開会 

 

（西上企画県民部長） 

  それでは、平成２８年度第２回兵庫県総合教育会議を開会いたします。  

  本日はお忙しい中、お集まりをいただきましてありがとうございます。私は本日

の司会進行をさせていただきます企画県民部長の西上でございます。よろしくお願

いいたします。 

  それでは最初に、開会に当たりまして井戸知事から一言御挨拶申し上げます。  

（井戸知事） 

  今年２回目の総合教育会議でございます。台風一過で涼しくなるかと思っていた

ら、大変暑い日になってしまいましたが、御多忙中、お集まりいただきましてあり

がとうございます。 

  何を話題にするかというのがいつも課題ですが、今回盛りだくさんになっている

ようで、今一番我々の関心事と課題は、兵庫で学び育った人たちが兵庫とのつなが

りをどう将来も持ってくれるか。一番直接的には兵庫で仕事をし、あるいは子ども

を産み育ててくれるというのが一番ですが、仮にそれがすぐに実現できなくても常

にふるさとへの思い入れというのを持ち続ける人として育って活動してほしいとい

うことが、私どもの一番の関心事であります。もしずっとふるさと意識があるなら

定年退職すればまた戻ってくるとか、自分の都合のつくときに戻ってくるとかとい

うこともあり得る。そういう意味で糸が切れないようにどうするか、これが今の我

々の一番の関心事になっています。 

  兵庫県全体で言いますと、２０歳代前半の人たちが昨年２７年度で、７，０００

人ぐらいが出ていっています。大体、東京へ行っているのが７，０００人ぐらいで、

大阪へ行っているのが２，０００人ぐらい。これは全体の数ですが、その太宗をな

すのは２０歳代前半。大学を卒業し就職の段階で東京に行ってしまうことが多いと

いう構造があり、その人たちがあまり戻ってこない。 

  以前は５０歳代とか６０歳代とかが戻ってきてくれていた。いわば高齢者が戻っ

てきてくれていたのですが、それも今はちょっと減っているという状況になってい

ますので、ここのところを何か手を打たなければいけないというのが一つです。 

  もう一つは、但馬とか西播磨とか淡路とか丹波とか、北播磨も若干関係がありま

すが、これらは大学入学時点で多くが出ていきます。それで大学卒業時点で戻るの
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ですが、戻り方が出ていった人の２割ぐらいですから、残っている人と大学卒業時

点で戻る人たちを足しても全体の６割ぐらいしかならないという構造になりますの

で、それが繰り返されていますから、どんどん人口減少に繋がっています。こうい

う構造をどう見直すかというときには、やはり物理的な対応と意識の問題の両方が

ある。少なくとも、意識の問題で先ほども申しましたように、糸が切れないように

きちっと対応していかないといけない、というのが今の最大の関心事になっていま

す。かなり抽象的ですが、やはり思い入れがあればあるほど、きっと地元から離れ

ていても地元に対する思い入れは生き残る。単に、学んだところだとか育ったとこ

ろ、暮らしたところだという認識ではなく、育ちの中でどうふるさと意識を持って

もらうかというのが最大の関心事であります。 

  兵庫の場合は、従来から体験教育を階層的にやってきましたので、体験教育を通

じて、ふるさと意識を醸成していることが言えると思っていますが、さらにブラッ

シュアップするようなことがないだろうかというのが今の我々の思いです。そうい

う意味で御挨拶の冒頭に我々の課題という形で申し上げさせていただきました。  

  あとは先日、小学校、中学校の学力テストの発表がありましたが、ほとんど従来

と同じような位置づけですが、従来と比べて少しよくなっている。 

  これをもっと飛躍的に上げられないか。本当は県立高校が全部灘高のようになっ

てくれれば高校に行くには、兵庫県だということになる。そういう人ばかり育てて

いいかどうかという問題がありますが、ある意味で教育水準の高いのは兵庫だとい

うことになればいいのですが、高校が学力テストをやっていないもので、小中まで

しかはっきりしていませんので、この対策をどうするかというのもまた一つの課題

です。 

  私のころは予備校などの試験がありまして、あれで１割に入るとどこに入れると

かよく言ったのですが、今でもそういうのがあるのかどうか。私は受けたことがな

いです。というのは学校の模擬テストである程度見当がつきまして、外で武者修行

しなくても済んだので、受けたことはないです。だけど高校の水準がどんなものだ

ろうかと本当は比較してみたいとは思うのですが、これは文科省で音頭をとっても

らわないとできない話と思っています。学力ももうちょっと上がらないかなという

のは、我々設置者側からすると率直な気持ちです。 

  つまり、ふるさと意識を育てるということ、学力を高めるということ、そして体

験教育を充実すること、この３つをきちんと推進して子育てと教育をするのが兵庫

だというブランド化ができないだろうか。そういうブランドの部分はあったとは思
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うのですが、さらにブランド化ができないだろうかというのが、私の望みでもあり

ます。これをどう実現していくかについても、もしアイデアなり御指導いただけれ

ば幸いと思っております。 

  最後に、日ごろから兵庫の教育のために教育委員会、いろんな課題がある中で指

導を徹底していただいていることに感謝申し上げたいと思います。  

  率直な意見交換をさせていただくことをお願い申し上げまして、私の冒頭の御挨

拶にさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（西上企画県民部長より出席者及び資料の確認） 

 

２ 議事 

 

〈議題１：平成29年度の本県教育施策の重点施策の方向性について〉  

 （平成29年度の本県教育施策の重点施策について高井教育長が説明し、教育委員会

と共同で取り組みたい事項について藤原政策調整局長が説明した。） 

 

（井戸知事） 

  知事部局側からの資料は細か過ぎたね。事業説明しているみたいだ。 

（西上企画県民部長） 

  いろんな面で教育委員会と接点を持ちたいという部局の思いで、全て並べさせて

いただいています。 

（井戸知事） 

  難しくなったら教育委員会を活用すれば事業ができるみたいな発想で考えてきて

いる感じがあるから、あまり気にしないでご議論いただいたらと思います。事務的

にはお願いや相談をさせていただくということでお願いします。 

  今日は、姫路獨協大学と地域安全まちづくり協定を結びました。獨協大学の副学

長のゼミの学生達が、小学校の低学年中心に下校時に家まで連れて帰ってくれてい

るものですから、それを包括的に獨協大学の学部の学生みんなにもやってもらおう

というような趣旨も込めて協定を結びました。最近、大学生がいろいろなコミュニ

ティ活動に参加してくれていますので、その一環として効果を上げてくれるのでは

ないか、活動が活発化してくれるのではないかと思っています。こういう大学生の

動きは、社会参加の一環としても活動のフィールドを広げるという意味でも、さら
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に推進を図りたいと思っています。 

（長田委員） 

  前回の会議で知事から、兵庫県に就職する大学生のお話を伺いましたが、今年の

就活のときに私のゼミの学生に兵庫県はいいよと言いました。そうしたら本当に兵

庫県に就職しました。 

（井戸知事） 

  就職してくれたのですか。 

（長田委員） 

  グローバル企業に就職しました。大きくはないけれど、きらっと光ったグローバ

ル企業が幾つもあります。こちらの働きかけ一つでこうも変わるのだということを

実体験いたしました。私たちも、兵庫県に残りなさいということは言ったことがな

かったですけど、大学の教員・関係者がそういうことを言って、みんなで兵庫県を

支えていこうという言い方はありだなと思いました。 

  それに対して高校ですが、今、娘が県立高校にいますが、進路指導で私学には行

かずに、地方国立大学に行くように指導がされています。県内の私立大学へは指導

しなくてもたくさん行くこともあるのでしょうけれど。 

（井戸知事） 

  何となく、逆効果を生んでいる感じですね。 

（長田委員） 

  県立高校でそういう指導がされていませんので、お願いをしたい。 

（高井教育長） 

  雑誌の高校ランキングで国公立に何人というのが、ランクづけの主たる指標にさ

れるから、学校は意識せざるを得ないんだと思います。 

（長田委員） 

  子育て中の女性教員といっしょに、住んでいる市の子育て部局の方と話をする機

会があったのですが、その中で今住んでいる市が近隣の市町の中では一番環境がよ

かったから引っ越してきたという人がいました。どういう指標で選んだかというと、

中学校給食がある、それから医療費が無償である期間が長いということが一番であ

ると言っていました。 

（井戸知事） 

  やっぱり給食、医療費というのは要素になるのですね。 

（長田委員） 
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  どうやって兵庫県に来てもらうかという話は、そんなに簡単な問題ではないので

すが、就職の口を広げるということ、まずそれが第一です。それから暮らしやすい

という意味では、医療は非常に大きなキーポイントになるというのは感じました。  

（井戸知事） 

  つまり、兵庫県内企業に就職をするというのも、情報提供さえすればいいのだ、

マッチングさえすればいいのだ、企業情報を出せばいいのだと思い込んでいたけれ

ど違うんだ。個々の先生方に働きかけて理解を求めないといけない。 

（清水委員） 

  学生たちは近くの大人たちから情報をもらうのではなくて、メディア関係のツー

ルから得る情報で就職先を探している傾向が強いです。それで言うと、やはり憧れ

とか聞いたことがあるとか、あそこを狙ってみようとか。大体エントリーシートは

二桁送りますから。三桁行く学生もいます。 

  結局、先ほど７，０００人出ていくけれど、帰ってくるのは刃折れ矢尽きた人間

が帰ってくるような形にしか、今のところ見えない。つまり、兵庫県を選んだとい

う人が７，０００人の中でどれぐらいいるのか。むしろ帰ってくる居場所としての

形もいいのだけれども、兵庫県がいい、兵庫県で十分メニューはある、ということ

がきちんと情報として手に入ることが一つ。もう一つは、それを伝える先生とか親

とかが、裏づけをもって兵庫県がいいと言えないといけない。だめだったらいつで

も帰ってきたらいいんだ、そういう場所としてのふるさともいいが、兵庫県という

のは結構生きていける、うまいものもあるし、要するに暮らしていく上ではいい所

だということを、前の世代が言えなければいけないと思う。私はそう言えるし言い

ます。幸いこういう仕事をしてきたことが背景にあると思いますが、今、先生方と

か職場の先輩たちが兵庫県はいいところだと言える裏づけやデータが込められた学

習が行われたらいいのにという気がします。 

（井戸知事） 

  なかなかそこのところが難しいですね。データでいいぞと言ってみてもあまり理

解できないですね。例えば、いいと思われるような企業に企業見学に行かせるとか、

興味と体験とが結びついたような課外授業をやらさないといけないのではないかな

という感じはありますね。 

（清水委員） 

  大学を出た人間が上場企業をひとまず目指すのはわかりますが、そういうことで

はない仕事の探し方。自分と仕事と人生のキャリアみたいなものをじっくりと考え
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る機会というのが、あまりないような気がしてしようがない。 

  私は今、福祉で働く人たちが定着するための教育のお手伝いをやっていますが、

仕事が楽しめている人は、仕事が楽しいのではなく、仕事が楽しめる人なんです。

自分に合った楽しい仕事を選ぶなんて言うから余計なことを考える。それなりに楽

しく集中して仕事している人をずっと見てみると、イマジネーションを持ちながら

働けている。例えば、顧客のニーズとか同僚のニーズとか、要はそういうことにふ

と関心がいったり、キャッチできたり、すると先回りして仕事のプランを立ててい

くことができるようになって、仕事がようやく楽しくなる。しかし、最初はどうし

たって一つ一つの仕事が「作業」になってしまい、それを繰り返していくうちに疲

弊して合わないと言う。何でそうなるのかと、彼らとやりとりして気づくのは、視

点が固まっている事、どうやらいろいろな考え方とか人格と揉まれてない、やりと

りをして、自分の考え方を練り込んだこともない。個性、多様性とか言っては滞り、

時に妙に認められ、時には引き籠る。それで十分のような感じもしている。結局、

つながりを持ち合う必然性が低下している。違いを個性として尊重するが、それで

終わって孤立する。もっと言えば、地域も共同体でなくなってしまう背景が、そこ

にあるような気がします。みんな違っている、だから生き方や暮らし方が違うから、

お祭りも自治会も大変だねという状況の中で、熱心な方だけが関わって、手伝い方

も頼み方もわからない。そこをつなぐ人がいるかいないかで、地域の協働体制が残

る、残らないとなる。 

  先ほどの情報提供もそうだが、地域の大人も学校の先生も、子どもたちから見る

と大人のモデルみたいなものです。そういうモデルにしたい身近な人と出会ってな

いのかなと思います。結果的に憧れのデータだけで就職を考えてしまうから、現場

でやりとりがきかない段階から早く行き詰まる。働くことが本当は楽しいと思うま

での落ち着かない、またしんどい時期が、乗り越えられない人たちが増えている。

私は地域やふるさとは、疲れた人たちが帰ってくる場所というよりは、この町をど

うしようとか自分が生きていく上でどう楽しむとかというエネルギーのある場所に

変わっていかなければ、ちょっと寂しいかなと実感として思っている。 

（井戸知事） 

  今の清水委員のおっしゃったような地域社会との触れ合いは、自然に昔はありま

したね。今は意識的につくろうというのが実は体験教育です。自然学校はかなり本

格的だし、トライやる・ウイークも１週間ほどですから一応本格的ですが、トライ

やる・ウイークは当初に比べて成果を上げているかということに、疑念なしとはし
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ないですね。当初の狙いをもう一度再構築するかどうかを問われているのかなとい

う気がします。 

  ただ一方で、播磨のお祭りなどは、正月・盆に戻らなくても、祭りのときだけ戻

るということがずっと残っています。この辺も含めて、清水委員がおっしゃったよ

うな、どういうふうにして地域の中に取り込められるかというのが非常に重要では

ないかとは思っています。 

（長田委員） 

  地方というか地元に残りたい大学生はたくさんいるのですが、仕事がない。女性

も一旦は東京に行って結婚して、ここに帰ってきたいと思う人はたくさんいるので

すが、仕事がない。転勤したくてもこちらに会社はない。大阪採用で東京に行く人

はたくさんいるのですが、東京採用されて大阪、兵庫に戻ってくるというパスがほ

とんどない。 

（井戸知事） 

  神戸の企業に聞いてみると、集まらないと言います。大阪とか兵庫で募集しても

人が集まらない。だから東京で募集をして、東京で採用すると言います。それで、

東京の人が応募して来ているのかというとそうでもない。例えば、兵庫の人が東京

で神戸の企業に応募していると言います。もうちょっと構造分析しなければいけな

いですね。 

（牧村委員） 

  私の会社の場合、西日本から就職される方が多いし、特に兵庫から就職される方

も多いです。その中で、こういうことをしたいというのがマッチングしている方も

結構おられます。 

（長田委員） 

  やはりここに仕事があって、ここに就職することが格好いいことなんだ、価値が

あることなんだ、そういうイメージづくりはやる価値があります。 

（井戸知事） 

  例えば、原子力関連機器を製作している兵庫の会社では、東京で採用してもみん

なこちらへ来る。だから、逆に兵庫の人はほとんどいないです。それは原子力の研

究をやっているような大学がないから、他大学で学んだ人たちがやってきている。

そういう構造もあります。ただ、これは非常に専門的な領域なので全国からやって

きていますが、専門的領域以外の部分の企業への理解が足りていない。今おっしゃ

ったような、オンリーワン企業自身も上場しているとか、一部上場していてもその
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内容が伝わっていないから全然わからない。 

（清水委員） 

  大阪に大きな事業所があっても、東京本社採用という形で東京にエントリーしな

くてはならない仕組みが、今は一般的です。そのあたりも地方が弱くなっていく原

因でしょうか。さらに、就職後の自身のキャリアプランを立てることもあまりしな

くなったように思います。この仕事に就いて、それからどう将来を考えるのか。  

（長田委員） 

  私が元いたメーカーに、私の大学の学生を採用してもらうことがありますが、最

近は配属リクルートという、最初から決めてこの場所に就職するという、そういう

枠はかなりできているので、「僕はここに行きたい」という就活のやり方はありま

す。そういうのも企業に広げていただくといいですね。もともと残りたいけど、ど

こへ行かされるかわからないという、不安のある人もいる。 

（井戸知事） 

  やはり、どこに行かされるかわからないというのがだめなんですね。兵庫県より

も神戸市に入ったほうがいいと思う人が多い。県だと豊岡へ行くかもしれない。神

戸市だったらどんなに遠いところへ行っても、東灘区とか北区とかになる。多様な

選択に応えていかないといけないですね。 

（長田委員） 

  応えなければいけないですね、組織的に。 

（井戸知事） 

  一律ではないから、そういう多様な選択にどういうふうに的確な情報を与えられ

るかっていうことにかかっているかもしれないですね。 

（長田委員） 

  不安だから、とりあえず東京へ行けば何か仕事があるだろうという学生が多い。 

（井戸知事） 

  おっしゃったように、兵庫県が居場所になった人もいます。今、力を入れようと

しているのは、第二新卒を採用しようということです。第二新卒とは格好いいけれ

ど、要は３年ぐらいで転職を考えている方が３割ぐらいいますから、転職するなら

兵庫に転職してという対策です。 

（清水委員） 

  職場で、どんな先輩に目が行くのかと聞いたら、人間関係がしんどいはずなのに、

チームワークが楽しくやれている先輩を見たらモデルになると言っていました。本
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当は、なじむということもすごいストレスだけれど、そのストレスが仕事なんだよ

と先輩に言われると、そんなものかと思うが、一方で誰もフォローしてくれない、

先輩が自分の将来モデルとして見えない。どこの職場でもそうですが、迷いのある

世代というのは結構敏感な世代でもあって、この人の横では手が抜けないとか、あ

んなふうにできるようになりたいとか思う。それまでの暮らしや地域で大人のモデ

ルが見えなかった若い人たちが、職場でそれを見つけることはすごく大事なことで

す。今の職場が、仮に１年働いてやめることになったとしても、その１年の振り返

り方が次の職場で同じ繰り返しをするかどうかを決めると思います。 

（井戸知事） 

  だけど、よく辞められますよね。 

（清水委員） 

  辞めますね。しかし、職種まで変わるというのがどうも。福祉の場合、確かに処

遇は高くないが、この労働条件と賃金だったらやめるのは今のうちかなという理由

や、やめる理由が仕事になじめないとか、やりがいが見い出せないという表現を使

います。それは、彼ら自身も甘かった、と僕は違う意味で言ってやりたい。  

（井戸知事） 

  今の有効求人倍率を見ても、職種とか選ばなければ働き口がないわけではない。 

（清水委員） 

  どこの仕事も非正規雇用が３分の１ぐらいを占める募集になっていることが、若

い人たちが本気になれない、なっているつもりでも本気で扱ってもらいにくいとこ

ろなのかなと思います。 

（井戸知事） 

  本当は、非正規雇用は若い人が狙いじゃなく、家庭の主婦とか高齢者とかが狙い

だったはずですけどね。現実には、若い人を含めた労働市場の仕組みになってしま

った。 

（長田委員） 

  みんな安心して働き続ける働き口と、それから安心して住める住まいと、それか

ら遊べるところと。それがセットであるところだと兵庫県をアピールする必要があ

りますね。 

（井戸知事） 

  やはり安い住宅を提供するのは非常に有力なポイントになりますね。安いだけで

はだめなんですよね、水準が高くて安い。公営住宅ではだめなんです。公営住宅は
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仕様が決まっていて、所得の制限まであるからだめなんですよ。  

（長田委員） 

  空き家対策と言っていましたね。 

（井戸知事） 

  それで空き家対策と言っているのです。 

  そういう状況に対して小中高はどう連続させるかというと、高校段階では難しい

ですね。 

（長田委員） 

  小中学校の自然学校とかトライやる・ウィークとかは、やはり効果は高いと思い

ますが、高校まで続いていない。高校で地元意識があまりない。地元高校の中で、

地元意識を育てるようなプログラムというよりは、むしろ東京や大阪やいろいろな

ところから先生を呼んできて話を聞かせてもらうとか、そういう方が優先して行わ

れていますよね。 

（高井教育長） 

  進学校とそうでない学校とでは全然違う。但馬地域の教育長と話をしていると、

進学校の学校の生徒はみんな就職してよそへ行ってしまう。それ以外の学校の生徒

こそ、この町に残ってくれるから、そこを大事にしたいんだと。 

（井戸知事） 

  なるほど。 

（高井教育長） 

  地元にある就職場所というのは、その２番手とか３番手クラスの子が大体行って

いるのではないでしょうか。トップクラスは東京の大学へ行って、戻ってこないの

かなと思います。 

（井戸知事） 

  そういうところに大学はないんですよね。例えば昔から淡路に大学を造れ、とい

う動きがあったんですが、今、看護大学と吉備国際大学農学部の２つがある。そこ

に入っている学生は、淡路の人かというと、半分ぐらいですから、大学進学者を収

容し切れない。但馬ですと大学がない。西播磨は赤穂に１校あるだけ。このような

状況ですので結局外へ行ってしまう。我々はそれぞれ大学のない地域に専門職大学

をつくるという検討課題を持っています。例えば、但馬でよく言われているのは、

豊岡総合高校とか但馬技術高等専門学校とかを、専門職大学とつなげようと。そう

すると少なくともその方々は残るはずだという発想です。だけど数が少な過ぎて、
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一つのシンボルにはなりますが、対策になるかどうかはまた別の評価をしなければ

いけない。 

（清水委員） 

  いろいろな仕掛けが重層的にあったほうが、いろいろなタイプの人たちが少しず

つ関われる。例えば地域に大学があると、当然そこで働く人たちができるし、そこ

が就職口になります。また、その地域を出てから勉強して帰ってきてそこで採用し

てもらえると、それなりの生活プランは立ちます。しかし、高校まではともかく、

大学ではやはり一度町から出たいですよね。都会暮らしを経験したい人は多いでし

ょうから、そこまでは別にいいと思う。また、そこで自分の社会が築けたら、そこ

で生き続けるでしょう。問題は地域や地元との人を含めた出会いがない、また知ら

ないまま高等教育を受け、そうした状況になってしまうことです。ふる里の原体験

がないということの問題が一つある。 

もう一つ、今よくバーチャル体験の時代ということが言われ、体験教育が重宝さ

れていますが、少し型にはまった方向に行きつつあり、検証も必要な時期ではない

かという思いもあります。しかし、遊びも含め、実際体験が絶対的に不足する現代

にあらゆる体験は必要です。学校教育は、ある意味においてバーチャルな部分が多

くあります。現代の人間のくらしを考えればそれはいっそうその傾向を持つものと

なっており、それが弱点にならないかということです。しかも、自分で実際体験化

できるものはどんどん少なくなっています。自己責任を学ぶ機会も少ない。それら

をすべて学校教育経由で賄うのは難しい。 

（長田委員） 

  学校教育は基礎をつくるものだから、もちろんそれでいいわけで、その根っこが

今の学校教育にあって、それが非常にいいことなんです。それを体験しないとでき

ないというところまで考えてしまうと、学校教育の目的から外れてしまうから、そ

れは大学以降でやればいいことだと思います。逆に言うと、大学で一度外へ出して

帰ってくる仕組みをつくればいいわけです。例えば奨学金とかでもいいので、帰っ

てくるのには、兵庫県はいいところだという仕組みをつくるのはいいかもしれない

ですね。大学時代に一度外を見て、兵庫県がどれだけいいかということがわかって

くれれば、それはいいわけですからね。  

  あと、部活動についてですが、刷新しなければと思います。活動をもっと整理し

て、学校の先生が本来業務に注力できるような仕組みにするべきです。 

（井戸知事） 
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  部活動で先生が忙しすぎるという意味ですか。 

（長田委員） 

  諸外国を見ても、あんなに自分の仕事のうちの何割かを、課外の活動に使ってい

る国は他にはないです。なぜ、これがそのままになっているのか分からない。それ

をもっと学力向上に向けて使うべきだと思います。 

  それから別の話ですが、ビデオ教育について、あんなに効果があると思わなかっ

たのですが、ビデオ教育はすごく効果があるなと思いました。  

（高井教育長） 

  大学等が無料で、ネット上で授業をやってくれるやり方です。 

（長田委員） 

  ＭＯＯＣ（ムーク）を使うことは、すごくいいと思います。それは幾つか理由が

あって、一つはそのコンテンツがみんなに見られて選ばれているので、優秀なコン

テンツが残っています。もう一つはそれを自分のペースで見て、繰り返し学習でき

ます。この二つは非常に効果があります。 

（井戸知事） 

  そういう意味からすると、ＮＨＫの放送大学のシリーズは、相当分かりやすくて

水準が高いですよ。 

（長田委員） 

  教え方がいいコンテンツを分かっているところは飛ばして見て、分からないとこ

ろを繰り返し繰り返し見るなど、自分のペースで結構使える。 

（高井教育長） 

  放送大学もレベルは高いですが、ネット上の講座では、ここがおもしろいと思っ

たら何度でも見れます。 

（長田委員） 

  兵庫県も教え方がうまい先生の授業を提供していけばいいですね。 

（井戸知事） 

  ＤＶＤですね。 

（高井教育長） 

  インターネット上で。ＤＶＤは配らないとだめですけど、ネットだったら向こう

から見にきてくれます。サーバーに入れておけばユーザーが勝手に見にきてくれま

す。 

（井戸知事） 
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  そうか、時間を指定しなくていいわけか。ユーザーが指定するのか。  

（高井教育長） 

  はい。いつでも、どの教科でも、何度でも。 

（井戸知事） 

  じゃあ、教育研修所につくってもらったらどうですか。 

（小澤委員） 

  情報量がものすごいですから、サーバーを置いて。 

（井戸知事） 

  ですからＤＶＤ。サーバーだったらレンタルサーバーを使えばいい。そんなにお

金はかからないです。 

（長田委員） 

  教育委員会では、今モデル校でやっているんですよね。 

（高井教育長） 

  ＭＯＯＣ（ムーク）の形にはまだ。 

（小澤委員） 

  我々医師の間では、当たり前の世界になっています。 

（長田委員） 

  中層ぐらいの生徒にはきっといいのですが。自分で見なければいけないから、自

分で見る習慣をつけない限り難しい。 

（小澤委員） 

  自分で勉強するという習慣がある人でないとだめですね。 

（長田委員） 

  中層より上の生徒は、きっとそのようなものがなくても、本を読めば勉強できる

からいらない。 

（高井教育長） 

  今回も県議会で質問が出たのですが、月９８０円で民間企業がビジネスとしてや

れているのに、行政がその邪魔をしてそれにかわるようなものを税金まで使ってや

るのかな、というのはちょっと理屈の整理が要るところです。  

（牧村委員） 

  兵庫の就活の話も、本のような形で配られているのではないかと思うのですが、

それをネットにすれば、他府県の方からも兵庫県のことが見れますし、兵庫県の方

も見る。今の若い人たちは本で見るよりも、ネットの世界で就活に対しても展開し
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ていった方がいいですね。バスの中でも電車の中でもみんながネットを見ています。

あの感覚で兵庫県の企業を、検索すれば、みんな自分の行きたいところが見れます。

ぜひ兵庫の就活というような促進事業も、いわゆる本の世界からネットの世界で行

っていただくことを提案したいと思います。  

（清水委員） 

  本日の資料に消費者トラブルやネット依存の話が出ていますが、光と影のうち、

影の部分で、被害に多くあっているのがお年寄りや青少年。学校教育の場合、光の

部分での効用、活用を図るが、個人的なトラブルやいじめも含め、使い方やその結

果には、大きな光と影の両面があることをきちんと教えることが必要です。これは

教科学習というより、これから生きていく上での一般教養として教えないといけな

い。ワンクリックで被害に遭う子どもたちも少なくないが、なかなか社会化されて

いない。そういうケースをきちんと拾い、包括的な防止策を立てることが必要です。

一方で今はみんながパソコン、スマホを持つ時代、エントリーシートしか受け付け

ない事業所があったり、部活の連絡手段がそれであったりする。一般ツールになれ

ば、そういうことも含めた取り組みもやはり必要になる。これはもう全ての部局で

事例集めと対策を講じる必要があります。 

 

３ 閉会 

 

（西上企画県民部長） 

  非常に深い御議論をいただいておりますが、時間となりましたので、第２回の議

事はただいまをもって終了させていただきます。 

  本日いただきました御意見は、今後の本県施策の展開に生かしてまいりたいと思

っております。 

  なお、議事録を会議資料とともに後日、県のホームページにおいて情報発信をさ

せていただきます。 

  それでは、閉会に当たりまして、教育委員会の長田教育委員から一言御挨拶をお

願いいたします。 

（長田委員） 

  会議終了に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  

  本日は、井戸知事を初め、荒木副知事、梅谷理事、西上部長におかれましては、

定例県議会中の大変御多忙の中、本年度第２回目の総合教育会議を開催していただ
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き、誠にありがとうございました。  

  この会議も４回目になりまして、会が増すごとに具体的なざっくばらんな意見交

換ができているのではないかと思います。 

  御承知のとおり、第２期の「ひょうご教育創造プラン」も実施３年目を迎えてい

ます。子どもたちの社会的自立に向けたキャリア形成支援やグローバル化に対応し

た教育の推進など、子どもたちが将来夢や目標を持ってこれからの社会を生き抜い

ていけるように、プランの基本理念である「兵庫が育む こころ豊かで自立した 

人づくり」を実現し、兵庫の教育を一層充実するように引き続き取り組んでまいり

ます。 

  本日の会議では、次年度以降の教育施策の方向性やいろいろな話が出ましたし、

今日の資料で、知事はちょっと細か過ぎるとおっしゃいましたが、非常にいいこと

がおもしろい切り口で書かれているなと思いました。今日は具体的な話ができませ

んでしたけれども、また教育委員会でもいろいろ検討していきたいと思います。 

  今後とも、教育施策が実りあるものとなるように知事におかれましては御理解と

御指導のほどをよろしくお願いいたします。 

  それから最後に私事で恐縮ですけれども、１０日をもちまして任期満了により、

教育委員を退任させていただきます。 

  ８年前に知事からお電話いただきまして、保護者の立場として参画させていただ

くことになりました。当時、子どもは小学生でしたけれども今は高２と高３となっ

て、本当に毎日楽しそうに学校生活を送っています。この当たり前の日常がとても

ありがたいと、そして大切なことであるとしみじみ感じています。これはひとえに

兵庫の豊かな教育力を支える関係者をはじめ、地域や社会の皆様の御指導、御支援

あってのことと改めて御礼申し上げたいと思います。 

  ただし、働く女性教職員、マイノリティという立場からの諸課題に関しては、就

任当初から申し上げているように教育の意思決定の場の半分を女性のメンバーにと

いう願いをはじめ、その解決にははるかに長い道のりがあるというふうに感じてい

ます。この課題の解決なしには、少子化を初めとする日本の危機的状況の解決はあ

り得ませんので、引き続き最優先で取り組んでいただきますように関係各位にはよ

ろしくお願い申し上げます。 

  今後も兵庫の教育力向上のために、私も少しでもお役に立てるように引き続き精

進してまいりたいと考えております。 

  以上、退任に当たっての御挨拶とさせていただきます。  
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  どうも、ありがとうございました。  

（西上企画県民部長） 

  以上をもちまして、第２回総合教育会議を閉会とさせていただきます。  

  本日は、どうもありがとうございました。 

 

（午後５時００分 閉会） 


