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１ 開会 

 

（西上企画県民部長） 

  それでは、ただいまから平成２９年度第１回となります兵庫県総合教育会議を開

催いたします。 

  私は、本日の進行を進めさせていただきます、企画県民部長の西上でございます。

どうぞ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を申し上げます。 

（井戸知事） 

  教育委員の皆様には、御多用のところ、総合教育会議にお集まりいただき、意見

交換の機会をいただきましたことに、まず御礼を申し上げたいと存じます。また、

あわせまして、本県教育の推進に日ごろから御協力と御指導をいただいております

ことに、御礼を申し上げます。 

  昨年２回開催したわけでありますが、新しい施策にどれだけ結びついたか報告が

あると思いますけれども、例えば留学の重要性ですとか、職業を考える場合のイン

ターンシップの重要性ですとか、あるいは県立高校の特色化というようなことなど

についても意見交換をさせていただきました。 

  私は特に高校の特色化ということは、これからも本県教育の一つの基本方向とし

て進めていかなくてはならないのではないかと思っています。と言いますのは、学

区を広げて子どもたちの選択肢が広がったわけでありますけれども、ドングリの背

比べみたいな学校を幾ら並べても効果的な選択肢を提供したことになりません。そ

れぞれの特色のある学校群が一つの学区を形成していて、その中で選択を進めてい

くという条件整備がなされていかないといけない。そのような意味で、私は特色化

ということも大変重要な課題ではないかと思っています。 

  来年、７月１２日に本県設立１５０年を迎えますが、小学校では１５０年を記念

しての絵を描いてもらうとか、作文を書いてもらう。中学校では、漫画兵庫県設立

史みたいなものを教材として兵庫の成り立ちとこれからを考えてもらう。高校では、

今後のポスト１５０年の兵庫について、高校生の皆さんに議論をしてもらう。子ど

もたち自身が１５０年を考え、そして提言し、自分たちの未来に思いを馳せてもら

う、そういう試みをすることにしております。どんなおもしろい提言が出てくるの

か、大変期待をしています。 

  それから、私が最近強く言っておりますのは、いじめなどに際しての対応です。
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早期発見、早期対応、これが不可欠だということを申し上げています。早目に芽を

見つけ、対策を打てば、問題は大きくならないわけでありますけれども、問題が大

きくなってしまっているにもかかわらず、自分たちだけで解決を図ろうとすると、

余計に問題が大きくなり、扱いにくくなってしまいます。自分たちだけではもう手

に負えない、あるいは重大な問題を含んでいるということならば、教育委員会と直

ちに相談をするとか、学校外の専門家と連携を取るなど、しかるべき機関と連携を

していくという対応と、それから一定の時期には公表をするという姿勢が不可欠で

す。 

  学校運営の実態というのは、昔から余り変わってない。悪く言うとすぐに隠した

がる。この辺が一番の問題点ではないかと感じます。 

  もう一つ、ぜひ教育委員会に御協力を得なければいけないのは、ふるさと意識を

小さいときから育てていくということです。自分たちが育った地域に熱い思いを持

ってもらえれば、どこで活躍していようと、兵庫で育ったという思いはベースに必

ずあって、思いを馳せてくれる。自分自身がふるさとで実際に生活する、仕事をす

るということがなくても思いを馳せてくれる。そういう意味で、ふるさと意識をし

っかりと身につけるというか、自然に身につける、そのような育ち方をぜひしてほ

しいと願っております。 

  今、私たちは地域創生ということで取り組んでいますが、その中で、社会増減を

見ますと、社会減にもう突入しています。その社会減の一番の原因は２０代、しか

も２０代前半、つまり就活です。兵庫県内ではなくて県外の、東京とか大阪とかに

就職して、２０代の人たちが減っているという実態がありますので、これについて

も兵庫県内企業の情報を提供することによって、就活に当たって兵庫県内の企業も

検討してもらい、効果が上がっていくことを期待しています。 

  特に高校２年生全員に情報を提供するために、企業ガイドブックまでつくらせて

いただきました。それが大学生の就活にどれだけ寄与するかわかりませんが、高校

２年はインターンシップ、就業体験を行いますので、そのときに役立ててもらって、

高校のときにそういうことがあったなと、次の選択のときに思い出してもらえると

いう効果があれば望ましいと思い、作成をさせていただきました。 

  ともあれ、若い人たちに兵庫についてどのように考えていただくか、これが非常

に重要なのではないかとの思いでございます。 

  最後になりましたが、県民の教育への関心は非常に高いものがありますので、そ

の関心の高さに私たちとしてもぜひ応えていかなければならないと思っております。
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教育委員の皆様方にも格別の御指導をお願い申し上げまして、私の冒頭の御挨拶と

させていただきます。ありがとうございました。 

 

（西上企画県民部長から出席者及び資料の確認） 

 

２ 議事 

 

（資料１により、平成29年度の本県教育関連重点施策について高井教育長が、資料２

により、県政150周年及び子ども・子育て関連の主な施策について柳瀬理事が、そ

れぞれ説明した。） 

 

（西上企画県民部長） 

  これらの資料を踏まえまして、議題にございます今年度の教育政策の進め方、ま

た今後の方向性に関しまして、時間はおおむね２時４０分までとなりますが、自由

に意見交換をしていただければと思います。 

  どなた様からでも結構でございますので、よろしくお願いいたします。 

（玉岡委員） 

  何点かあるのですが、まず、教育委員会の資料１について、自分たちが住んでい

る場所の環境や生態系についての学習を、どこかに入れることができないかと考え

ております。入れるとすれば３ページの「ふるさと学習」になると思います。例え

ば、私の個人的な活動の一つで、東播磨県民局管内でため池に関する活動をずっと

やってきたのですが、実は兵庫県はため池の数が日本一だということを余りにも県

民自身が知らないということが分かりました。誇れる土木遺産であると同時に、自

分たちが暮らす環境の中に今なお混然一体としてあるという捉え方をしていただい

て、なぜ兵庫県がそんなにため池が多いのかということを考えるとともに、その理

由として、水が乏しい状況の中で昔の豊かさの象徴であった米を作るには水が要る

から恵みの水を貯めたという根本のところをわかってもらえるような、ふるさと学

習プラス環境学習が必要です。単に歴史を学ぶということでなく、今、自分が生き

ているこの環境を学ぶということを、柱で入れたほうがいいのではないかと、教育

長の御説明を聞きながら考えていました。 

  そして、先人たちのつくった物のすごさ、例えば北前船の帆柱が一寸の狂いもな

く、くぎ１本も使わずに造られているというような、日本人の特徴として根気があ
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る、それから繊細である、そして工夫する力があるというすばらしい技術力を、こ

のふるさと学習の中に入れて教える機会をつくってあげたいと思います。船、それ

から宮大工、そして丹波には陶芸があります。焼き物であったり、丹波布というよ

うな布を復活させた人の動きという、ものづくりに関する現在につながる歴史の軸

みたいなことを、子どもたちに体験させてあげたいですね。 

  そして、施策として今年から兵庫県の祭り・行事の調査を実施するわけですが、

祭りというのは大抵昔の人たちが人間の力、万能でない人間が自分の力でできない

ことを天に祈り神に祈るという、神との一体化というところから発生しています。

宗教でない日本人独自の自然観なんです。自然イコール神だったわけですから、そ

ういうところを盛り込まねば、少し欠けた教育になるのではないかという気がして

います。 

  県下の高校での出前授業で、こういう日本人の精神論みたいなことを授業させて

もらっているのですが、宗教になるのではないかと先生方が及び腰になっている部

分があります。宗教ではなく、美しい山があれば神は降臨するし、清い流れがあれ

ば神は宿るというような、古くからの日本の自然観であるということを踏まえない

と、単に伝統行事が客寄せになってしまうのではないかと懸念します。そういった

こともふるさと愛を育むという中に必要かと思います。ふるさと教育、それからふ

るさとを誇る、郷土への愛情・愛着というものをもう少し丹念に議論しなければな

らないと感じたのが１点です。 

２点目は、もう少し具体的なことになるのですが、これだけ法整備をしても学校

の現場でいじめがなくならないという現実です。我々も移動教育委員会の機会にス

クールカウンセラーの先生方に現場のお話を聞いたことがあるのですが、１人では

解決ができなくて時間が足りないという声も聞きましたので、満遍なくではなく、

１校に複数置くというように、必要とされている学校に必要な数を配置していただ

ければということを、現場を訪れて感じました。 

  そして３点目はキャリア教育です。教育委員会で素晴らしいキャリアノートをつ

くっています。残念ながらネットから引き出さないと使えないので、使い方にはい

ろいろ工夫が要ると思いますが、とにかく内容は素晴らしくて、何歳のときに何を

したいかという希望を書かせて、そのためにはどれだけ費用がかかるかというよう

にお金で理解をさせているわけです。 

  例えば大学進学するときに、私学に行ったらこれぐらいかかりますよということ

や、将来結婚したときにどれぐらいかかるというようなことも具体的に書いてある。
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これをもう少し使える方向で、もちろん教育委員会でも頑張りたいのですが、知事

部局でお考えいただけるのでしたら、資料２の７ページのライフプラン教育の実施

というところで、リンクして使えるのではないかと思います。大学生になってから

でなく、小さいころ、若いころから将来を見据えてビジョンを立てて、自分のキャ

リアなり人生なりを考えていくということをやれば、大学生になってからどんな仕

事に就こうかと慌てなくて済むのではないかと思います。 

  さらに、同項目の（２）の「女子大生向けキャリアデザインの形成支援」のとこ

ろですが、ここでぜひ細心の注意を注いでいただきたいのは、女子が仕事に就いて、

一生その仕事を全うできるようにどうすればいいか、自分に降りかかってくる艱難

は何かというのをキャリアノートでは教えますので、それを社会なり行政なりがど

う支援してくれるかということも見ていかないといけないと思います。 

  例えば、教育委員会では教員採用試験のときにはハーフ・ハーフで女性が合格す

るにもかかわらず、幹部になるのは約１５％という数字がシビアに語っております。

なぜ最後まで続けられないのか、それはいろいろ障害があるということですので、

キャリアノートと照らし合わせながら、どうすれば自分が手にした職を全うできる

かということを女子大生にも考えさせてあげてほしいし、行政の上でも何とか力を

注ぎますよというものを見せてあげていただければと思います。 

  １５ページに「女性の多様な働き方支援」というのがありますが、ここにも大き

くかかわってくると思います。（１）に「女性リーダー登用促進事業」があります

が、ここが今一番薄いのではないかと感じます。教育委員会で会議をしても、出席

される女性幹部というのが３人程しかいらっしゃらない。男性と女性が半分ずつい

るのだから、ハーフ・ハーフに近づけよう、内閣府は３０％らしいですけれども、

兵庫県は５０％に近づけようというような大きな目標を掲げてほしい。今年度の

我々教育委員の活動方針として、事務局職員や教職員に対して、男女共同参画につ

いての理解を深めるための研修・講義を実施することを決めたばかりでございます。

リーダーがいないと後に続く者もいないし、自分が上に上がろうというモチベーシ

ョンもできないので、ぜひここは重点的に力を入れていっていただければ、他府県

に先駆けて兵庫県は女性が輝く県、女性が生き生き働く県ということを標榜できる

のではないかと思います。 

（高井教育長） 

  資料１については、これからの課題になることを主に整理したものですから、１

点目の地域の環境に関する学習のように、今現実に実施していることについてはこ
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の資料には書いておりません。ただ、道徳の副読本でふるさとの偉人について記載

し、「こんなすごい人がいるんだ」ということを学習する機会は持っているのです

が、まとめたものがないということは感じています。例えば、淡路県民局が淡路教

育事務所と一緒になって地域の自然、地形、伝統文化、産業、交通、歴史、神話、

淡路が生んだ偉人、景観といったようなことをまとめた冊子を作っています。これ

は小学校向けですが、淡路の子は播磨のため池や姫路城のことは余り知らないでし

ょうし、播磨の子は淡路のことを余り知らない。小学生ではそれが限界だと思うの

ですが、もう少し上の学年になると県全体のことが学べるようなものを考えてみて

はどうかと思っています。 

（清水委員） 

  淡路の副読本は私もいただいたのですが、保護者の方が読んでも地元を知るのに

非常にいい。 

（高井教育長） 

  おもしろいですよね。 

（清水委員） 

  「こんなところ行ったことない」といった内容がたくさん載っている。 

（井戸知事） 

  教育委員会では道徳の副読本を作っていますが、偉人伝でもあるし、それから活

躍している人たちからの子どもたちに対するメッセージ集でもありますね。あれは

非常に役に立ちますね。 

（高井教育長） 

  その副読本からエッセンスを取ってきて、環境・産業・観光・祭りなどもまとめ

たものができたらいいと思います。 

（井戸知事） 

  道徳副読本は子どもたちだけではもったいないから、家庭でも読めるようにした

のではなかったですか？ 

（西田義務教育課長） 

  家庭に持って帰らせるようにしましたし、また地域の公民館などにも置いてもら

うようにしています。 

（高井教育長） 

  それから、２点目のスクールカウンセラーですが、１人では大変だから２人配置

という御意見でしたが、１人も配置できていない小学校もあるので、そうしたとこ
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ろを減らすのに躍起になっています。私どもの予算だけではなくて、国の予算の枠

が広がっていかないと増えないものですから、これは引き続き努力をしたいと思い

ます。 

（玉岡委員） 

  資料２、Ⅰに記載のように県政１５０周年ということで、いろいろ記念のイベン

トとかをなさる中で、（３）の『まんが「ひょうごの歴史」作成』についてですが、

ほとんど漫画しか読まない子どもたちもいるので、非常にいいことですが、漫画と

か読み物、読本になると、紙の媒体はすぐに取り出せなかったり、コンパクトでな

いというデメリットがあります。例えば群馬県では、自県の特徴を捉えたかるたが

あるらしくて、幼稚園児から大人まで県民全員が知っている。「鶴の形の群馬県」

というように、県土の形から連想した内容などを五七調でまとめてあって、言葉も

コンパクトです。実際にかるた取りをしなくても、いつでもスマホなどでも取り出

せるような、みんなが親しめるコンテンツなど、県政１５０周年に相応しいアイデ

アが子どもたちから出てくるのが一番いいんですけれども、何かそのようなことが

できればというふうなことを感じました。 

（井戸知事） 

  私はかるたより、まんが「ひょうごの歴史」をそのままスマホでも見られるよう

にしたほうがいいのではないかという気がします。余り原本を変えてしまうと、原

本の持っている雰囲気が伝わらないということになりますので、御提案の趣旨も踏

まえて検討します。 

  それから、女性リーダーの登用のお話がありましたが、とりあえず２０２０年に

１５％という目標を設定して、一応の目途は立っています。だから２０３０年には

３０％というのも考えなければいけない。それに向けての努力をしていく必要があ

ると思っております。地域創生・女性担当理事を設置したのもそういう一貫でござ

います。 

  それから、キャリアノートについては、現在高校生用までしかないのですよね。

ですから、御提案の趣旨であるキャリアノートをもっと活用するということからす

ると、大学生用のキャリアノートみたいなものを、社会とのつながりということを

考えながらつくることが必要かもしれない。これは県立大学にまずは検討させるの

と、兵庫教育大学にも検討をお願いしたらいいかもしれませんね。 

  あるいは学生諸君に、自分たちで作るようにお願いするのもいいかもしれないと

感じました。 
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  それと環境学習は、小学校３年生で体験学習の一環としてやっていますが、フィ

ールドが海だったり山だったり、ため池だったり、あるいは畑だったりと、そのフ

ィールドが多面的ではなく、どこか一つになってしまっているので、全体として学

習できているかどうかが課題です。もっと学校間交流などを進めて、環境学習に取

り組むということも必要かもしれないと感じました。このことはさらに検討させて

いただきたいと思います。 

（牧村委員） 

  最初に知事から、２０代前半の人口が減るというお話がありましたが、教育委員

として出前授業をしてきました私の経験を言います。「未来に挑戦するテクノロジ

ー」というテーマで、川崎重工で技術の責任者をしておりました自分の経験をもと

に話しました。例えばモーターサイクルですと、スーパーバイクをデザイナーやエ

ンジニア、それからレーサーらで作り上げて、それをミラノのショーに出したので

すが、その過程を動画で見せました。また、海外向け高速車両をマーケティングす

る人が世界を股にかけて活動する。あるいは水素プロジェクトを立ち上げて世の中

に提言していく。そういうところを見せますと、高校生たちが、「実はメーカー、

ものづくりっておもしろいんだね」とか「近くにそんな会社があるのを知らなかっ

た」と感想が出ます。あるいは「将来の就職に、文系だからメーカーに就職するこ

となんか考えたことないけど、メーカーに就職できるのか」と質問があり、「いや

いや、メーカーの中心には事務系がいて、経営企画とかマーケティングとか財務を

やっていますよ」という話をしました。今、企業のＯＢで元気な人がたくさんいま

すから、いろんな業種の人とかいろんな立場の人が話をすることが大切なのではな

いかと思います。 

  昨年の国際フロンティア産業メッセで、知事が開会の挨拶で、「これは大学生と

か高校生に見せたほうがいいよ」という話をされました。教育委員会を通じて、大

学、それからＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）、あるいは工業高校の校

長先生などが集まる会議でＰＲしていただき、いろんな業種でＯＢが情熱を持って

やっているということを理解してもらえばいいのではないかと思います。 

  資料１の最初のページにある「プロから学ぶ創造力育成事業」は、私と玉岡委員

が提案したことを施策に入れていただきましたけれども、いろんな立場の人が高校

生、大学生、あるいは中学生に働きかけて、自分の言葉で話をすれば必ず戻ってき

ます。私が話をしたときも、そこの学校の校長先生が、昼からの講義にもかかわら

ず誰も寝ていなかったというような話をくださいましたので、ぜひそうしたことを
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やっていければと思っております。 

  一人の力ではとてもできないので、みんながそういう方向でやれば必ず結果は出

てくると思っています。 

（井戸知事） 

  国際フロンティア産業メッセは本当に見てもらうといいですよね。高校生に関し

ては、今年度、県立の各美術館とか博物館の観覧料を無料にしたんです。ですから、

高校生の皆さんにすぐれた美術品とか歴史遺産に触れてもらいたい。どうも高校生

まで無料になったというＰＲが行き届いていないようですので、これはまた教育委

員会に協力をお願いしたいと思います。 

  やはり本物に接するというのは違いますね。紙媒体とかスマホなどの情報媒体で

見るのと、現物を見るのとでは感動が違う。そういう意味でぜひ実体験をしてほし

いと思っています。 

  国際フロンティア産業メッセも非常に楽しいので、高校生ぐらいになったらわか

るはずですから、全工業高校の生徒を招待したい。 

（牧村委員） 

  今度、工業高校の校長先生が集まるところでＰＲしていただく、あるいはＳＳＨ

の指定校に提言していただいて、大学も含めて、ぜひ今度はたくさんの方に来てい

ただきたい。 

（井戸知事） 

  大学生に割引券を配布することも考えられます。就職協定を結んだばかりですの

で、その辺は工夫をさらにさせていただきたいと思います。 

（小澤委員） 

  前回の会議のときは、県外への流出者が多いのと、それからカムバック者が少な

いということを聞きました。今回、資料２を見ますと、５ページとか３ページに

「カムバックひょうご東京センター」とあります。特に市町へ行きますと若い人た

ちが増えたとかいろいろ自慢話がありますが、よく考えると各市町での奪い合いに

なっているわけですね。兵庫県が近隣の府県との奪い合いをするのは申し訳ない。

ところが日本は東京一極集中になっていますから、東京をターゲットにするという

のは非常にいいことだと思います。 

  ところが、これはホームページ作成中ということですが、ネットで「カムバック

ひょうご」で検索するとかかります。ところが、若い人はスマホで見る場合はそう

いう言葉を知らないので、「Ｕターン」っていう言葉で見るわけですね。ところが
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それで見ますと、民間の人材会社ばかりヒットして、このカムバックひょうごは一

切ヒットしないのです。 

  ですから、こういったホームページを作るときには、若い人がアクセスするとき

にどういう言葉で検索するかということを意識しなければならない。文章の中には

「Ｕターン」という言葉を入れなくても、例えばヘッダーの中に、検索エンジンに

引っかかるように単語を登録することが簡単にできるわけです。だから、ホームペ

ージを作られるということですから、そういった検索にうまく引っかかるような仕

組みを考えないと、いつまでたっても活用されない。 

（井戸知事） 

  兵庫県とかで検索してもらったら出るのかな。でも、たくさんヒットするからな

かなか行きつかない。 

（小澤委員） 

  「Ｕターン」が一番若者の頭に浮かぶ言葉だと思いますね。 

（清水委員） 

  彼らの側に立ったボキャブラリーでヒットしないと、作る側の理屈では見てくれ

ないですよね。 

（村田委員） 

  先ほど知事のお話にもありましたように、これから先、人口がどんどん減ってい

くということが、全ての施策の根底にある大きな問題として認識される必要がある

と思います。 

そこでわたしが提案したいのは、中学校など早い段階で、全生徒が人口学的なこ

とがらについて学ぶチャンスを設けることです。具体的には、産業化の過程で多産

多死から少産少死へと人口構造が変化した結果、これまでのように家族だけに育児

や教育を任せておくことがいかに難しくなっているかということや、人口減社会に

おいて、人口の半分を占める女性が働かなければ、社会は成り立たないということ

などが教えられたらいいと考えます。特に、保育や介護などのケア分野の人手不足

は深刻です。そういったことについて、例えば中学校の家庭科でもいいですし、キ

ャリア教育でもいいですが、正規の教育課程の中できちんと教えることができたら

いいと思います。昨今は中高でも、キャリア教育に熱心に取り組まれているようで

すが、まだまだ、女性の好き勝手で働くとか、それをイデオロギーの問題と考える

風潮はあると感じます。そうではなく、人口学上の厳然たる事実として、女性にも

働いて納税していただかないと、この兵庫県も日本も持たないのだという視点をは
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っきりわかりやすく若い人にも伝えることができたらと思います。 

（井戸知事） 

  意外と人口学がないですね。教えるところがありませんね。本は出回っているの

ですけどね。 

（村田委員） 

  国立社会保障・人口問題研究所など、社会学の分野には研究も豊富にあるのです

が、もっとわかりやすく、生徒に教えることが必要かと思います。 

（井戸知事） 

  最近私は、人口が減るということと産業とか地域の活力が減るということとは違

うということを強調しています。若干受け売りでもありますが、例えば高度成長期

には１０％の経済成長をしましたが、生産年齢人口の増加は１％ぐらいです。そう

すると９％は何で成長させたかというと、イノベーションです。効率化なんですね。

単純に言うと、手で植えていた田植えを機械で植えるようになったと、そういう話

です。ですから人口の減少と社会の成長だとか、発展とか、そういうものとはダイ

レクトに通じていないと考えています。 

（清水委員） 

  キャリア教育にも関係するのですが、学校教育の場では、子どもたちは常に出さ

れた問題、教員が答えを持っている問題に対して答えて、成績を上げるという成果

を得ますけど、学校での評価はそれでまあいいわけです。つまり、出されたテーマ

に答える、もしくは大人しく言うことを聞いて協調的に行動する。でも社会に出る

と実は、そういう能力も大変重要ですけれども、問題を出されるまで待つのではな

くて自分で問題を探さなくてはいけない、もしくは気付かなければいけない。問題

意識というアンテナを本来持っていなければいけないはずなんです。今回資料１の

最初のところで指摘していただいていますが、子どもたちの体験活動っていうのが

一体何のためにあるのか。今も昔も人の暮らしは大方体験重視なわけで、私は、今

さらそんなに落ちているとは思いません。ただ、子どもたちの遊びを見ると、まま

ごとやチャンバラというのは、恐らく親の仕事をまねていたことだっただろうと思

いますが、今の子どもたちの遊びっていうのは自分の将来をイメージしたいろんな

動きなり、あるいは関わりなり、自然や人とのつながりなりということを学習でき

る仕組みになっているかというとそうではなく、どうも遊ばされ体験になっている。

スマホのゲームしかり、また、キャンプで体験活動とはいいながらも、リーダーが

準備するゲームであり、つまりはさせられ体験ですね。もっと言えば自分たちが遊
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んでいる感覚がない。だから、キャンプで遊びのプログラムをリーダーたちが必死

になってリードし、子どもたちが興奮のるつぼと化した後、リーダーが「終了」と

言うと、子どもたちがやってきて、リーダーに言った言葉は、「終わり？じゃあ遊

んでいい？」彼らは遊ばされていたのです。キャンプでもまさにこの感じです。 

  ままごとやお手伝いに至っては、お稽古事にも支障が出たり、物が壊れたりする

から余りやらせてもらえない。つまり遊び感覚で体験ができない。自分たちの世界

が持てない、自分たちでイメージする世界で遊べない。そこに大人たちが容易に入

ってくる。ときには自由に遊べる安全な空間さえ地域や日常になくなってきつつあ

りますけれども、私はキャリア能力という前に、もう少し下地の成長する段階であ

そびの環境を保証してやれと言いたい。そのために一体何が足りないのか。 

人が文明化して都市化することで失うものは確かに多くなってきているのですが、

文明とか文化っていうのは悪いかっていうと必要なわけです。私はキャンプが好き

ですけど、キャンプ場で生活をしたいとは思いません。ただそこで御飯を作ると楽

しいですね。でも家で御飯作ってよって言われたら勘弁してくれよって思います。

つまり、キャンプでは、炊事が楽しいのではなくて、皆で作ることを楽しむのです。 

  このような体験が全て指導者側のセットした流れの中で、彼らは体験している。

ハプニングを含め、チームで喜怒哀楽を共有することで、グループとかチームを動

かすのは権力ではなくて信頼だということを学ぶわけです。そういう基礎的な学習

がもっとできて、さらに自己中心的ではない御近所のおっちゃん・おばちゃんをは

じめ、商店街のおっちゃんのところで少し手伝わせてもらったりとか、いろんな人

格モデルと出会い、川重などのすごい工場を見学できたりとかという経験を重ねて、

下地のところをもう少しやわらかく広げてやる必要があるのではないかと思います。 

いろんな施策なり取組がありますが、どこかそこには効率性なり、無理なり、競

争なりというのが入り過ぎて、結果として、彼らが自由に自分のペースで学んでい

く、つながっていく、自分たちでちょっと遅い子を引っ張る、早い子が面倒を見る

側に回るといったような、子どもたちのペースで文化が生まれていくことが、後回

しになっていると感じます。少しせっかちでともすれば誘導的なリーダーシップを

最近の体験学習には感じているところです。 

（井戸知事） 

  今のような趣旨でつくったのが、実をいうと「子どもの冒険ひろば」でした。大

人が子どもたちのグループにちょっとした遊び方のきっかけを与えてやったら、子

どもたちは自分たちで想像力を発揮して遊んでくれる。だから場所さえあればいい。
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どんな場所でもちょっとした広場でもいいし、河川敷でもいいし、運動場でもいい

という発想で始めたのですが、だんだんパターン化してきていますね。教えるよう

になってしまった。だからそこはもう一度原点に返って、子どもたちの創意工夫に

委ねるものを作っていくようにしなくてはいけない。 

（清水委員） 

  安全という想定は大切ですが、ここが遊び場でどう変わるかとか遊び場として見

えるかということの発想があってもいいんだろうという気がします。そういう意味

でいうと、子どもたちになくなってきたのは自由な空間と大きな枠組みで遊ばせて

くれる大人たち。 

（井戸知事） 

  何か道具を用意しますよね。遊び道具。 

（清水委員） 

  遊び道具として持たせたらナイフで鉛筆を削れるようになるし、ロープワークも

身につく。御飯だってお腹が空けば作らないといけないけども、作ることを楽しむ。

おこげでもおいしいし、後片づけも嫌とはそんなに言わない。自然体験活動の中で

も、人間としての暮らしを楽しむという意味でも原点の部分だったはずですから、

そこをもう少し重要視すればいいと思います。 

 

３ 閉会 

 

（西上企画県民部長） 

  時間となりましたので、このあたりで議事は終了とさせていただきたいと思いま

す。 

  それでは、閉会に当たりまして、教育委員会の玉岡教育委員より一言御挨拶をお

願いいたします。 

（玉岡委員） 

  会議終了にあたり、一言御挨拶申し上げさせていただきます。 

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

変御多忙の中、本年度第１回目の総合教育会議を開催していただきまして、本当に

ありがとうございました。 

  平成２７年度から開催していただいているこの会議、これで３年目となりまして、

回が増すごとに教育に関連した幅広い内容の意見交換ができたのではないかと実感
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しております。 

  第２期きょうご教育創造プランも実施４年目を迎えておりまして、５年計画の最

終年を見据えていよいよ成果を着実に形あるものにしていく必要があると考えてお

ります。子どもたちの社会的自立に向けたキャリア形成支援、それからグローバル

化に対応した教育の推進など、子どもたちが将来の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、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、これを実現し、兵庫の教育を一層充実させるよう、引き続き取り組

んでいきたいと思っております。 

  本日の会議で今後の教育施策の方向性についても御意見をいただきましたので、

これまでの取組の充実に加えまして、さまざまな教育課題に適切に対処していきた

いと考えております。今後とも実効性のある教育施策の策定に向けまして、知事に

おかれましては御理解と御指導のほど、よろしくお願いを申し上げまして、閉会の

挨拶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。 

（西上企画県民部長） 

  ありがとうございました。 

次回の会議の日程につきましては、改めて調整をさせていただきたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、これをもちまして、平成２９年度第１回となります総合教育会議を閉

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。 


