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１ 開会 

 

（西上企画県民部長） 

  それでは、定刻になりましたのでただいまから平成２９年度の第２回目となりま

す兵庫県総合教育会議を開会させていただきます。 

  本日の司会を務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。よろし

くお願いいたします。 

  それでは、開会に当たり井戸知事から一言御挨拶を申し上げます。 

（井戸知事） 

  本年２回目となります総合教育会議でございますけれども、忌憚のない意見交換

を行いたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

  ちょうど今９月議会の最中ですが、本会議で質問をもらいました。私の公約に

「高校の特色化を進める」というのと「中高一貫教育を推進する」と書いてあった

けど、どう進めていくのかという質問でございました。 

  通学区域を広げても、同じような学校が並んでいたら子どもたちの選択の幅を広

げたことにつながりませんから、各校を特色化してそれぞれの存在を強化してもら

わないといけません。中高一貫は、現に今、中学校とタイアップして高校の生徒を

確保する小規模校対策として取り組んでいるのですが、その学校の通学区域内の中

学校１校ではなくて数校とタイアップして、例えば数学とか理科を一つの特色化の

テーマにして中学のＡ校、Ｂ校、Ｃ校からそれぞれ10人を特別入試枠を活用して入

学させるというような形で中高一貫教育というやり方が検討できるのではないかと

いうイメージで答えを述べさせてもらいました。 

  この総合教育会議で、ぜひ教育委員会で御検討いただきたいとお願いしようと思

っておりました。 

  もう一つの話題は、教育費の無償化の動きでございます。通学区が広がったので

通学費がかかるという話が出ておりまして、これに対しては通学費を奨学金の対象

に入れているのですが、無償化の流れの中でどのように取り扱っていくのがいいの

か。 

  高等学校の奨学金は、借りたからといって返済に困るような額ではないのですが、

そういう人は大学の奨学金も借りるんです。だから大学の奨学金と合わせて返済し

ようとすると、大変重い負担になる。私は返済期間を30年とか40年とかに延ばせば

いいというふうに思っています。債権管理はマイナンバーを活用すれば、そんなに
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難しくないのではないかと思います。教育費の無償化は未来への投資になりますの

で、それについて弾力的に考えるのは一つの選択ではないかと思います。 

  それと、この背景にあるのは教育格差の問題です。所得が高い世帯の子どもは国

公立とか有名私学に入っていて、所得が少ない世帯の子どもは勉強できない。勉強

できないから高所得になれないし、高所得になれないから子どもの教育に力が入れ

られないし、子どもの教育に力が入れられないから高い教養だとか技術を身に付け

てやれない。そしてその子どもの所得が少ない。こういうような負の連鎖があると

よく指摘されて、教育格差の問題が注目され、教育費の無償化ということが強調さ

れております。今回の選挙は、その無償化の財源を消費税に求めようということが

一つのテーマになっているようですので、注目をしていきたいと思っております。 

  本県の状況についていいますと、学力テストでいつも低いところは決まっていま

す。私のふるさとの西播磨、それから但馬、丹波、そして淡路、それと北播磨とい

うような地域です。尼崎が低かったのですが、最近平均点並みになっているので、

こういう尼崎の手法なども他の地域に取り入れてもらったらいいのではないかと高

井教育長にお願いしているのですが、ともあれ学力の地域格差はやはり是正してい

かないといけないのではないかと思っています。 

  もう一つ、小学校から英語の時間が入りますので、それとの関連で外国語教育を

どうしていくのか、どうキャリアアップさせていくのかというのもこれからの大き

な課題ではないかと認識しております。 

  今日の話題になるものならないものあるかと思いますが、御検討をよろしくお願

いをいたしまして、御挨拶にかえ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30年度の本県教育施策の重点施策」について、資料２により

「県立高校等における特色ある学科等の配置状況」について高井教育長が、資料３

により「教育委員会と共同で取り組みたい事項」について西上企画県民部長が、そ

れぞれ説明した。） 

 

（西上企画県民部長） 
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  それでは、これからは自由な意見交換に移らせていただきます。時間はおおむね

16時55分までとさせていただきたいと思います。 

  それでは、どなた様からでも結構です。御意見を賜ればと思います。 

（小澤委員） 

 まんが「ひょうごの歴史」について、私は漫画が大好きですので期待しています。

おそらく素晴らしい内容になると思います。歴史資料についてはホームページが開

設されてると思いますが、アクセスしないとなかなか利用しない。ですからそのホ

ームページのアドレスをQRコードでまんがの中に印刷し、スマホでかざしたら見ら

れるような仕組みを作ったら、このまんががもっと生きるのではないかと思います

ので、ぜひ御検討をよろしくお願いいたします。 

（西上企画県民部長） 

  ありがとうございます。所管課に伝えておきます。 

（牧村委員） 

  資料３に「地元企業の魅力を知る」というのがあります。県の企業への就職を促

進するために企業ガイドブックを配布するということです。そのことに関連しまし

て、９月７日から８日にかけてポートアイランドで「国際フロンティア産業メッセ

2017」がありました。これは西日本最大級の産業総合展示会になっておりまして、

今年で第20回、３万人余りの方に参加していただきました。その前に井戸知事から、

地域の学生さんにも門戸を開いてこのメッセに来ていただこうという御提案がござ

いまして、教育委員会事務局の方に非常に積極的に動いていただき、３万人のうち

1,500人は高校生に参加いただきました。報道でも大きく取り上げられまして、地

元の企業などの展示で、ロボットや防災、介護あるいは環境エネルギーなどいろい

ろな分野で高校生たちが楽しく技術や製品に触れている姿が幾つかテレビに映し出

されておりました。 

  私はこのメッセの実行委員会の会長をしておりまして、参加いただいた須磨学園

の学園長から段ボール箱１箱分の感想文をいただきましたので、そのうちの幾つか

を紹介させていただきたいと思います。 

  いずれも須磨学園の高校１年生ですが、「高校生の私たちにも親切に説明してく

ださってとても充実した時間を過ごすことができました。兵庫県や神戸市の会社も

たくさん出展されていてお話を聞かせてくださいました。自分が住んでいる土地に

もたくさんのすてきな会社があるんだなと思いました。どの会社の方々にもお話を

伺っているだけで、本当にその製品が好きなんだなということが伝わってきまし
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た。」 

  もう一人の方は、「開発に携わった方々や広報担当の方と実際にお話をさせてい

ただいて、製品や技術へのこだわり、今後の利用について聞くことでものづくりに

関わる方々の存在をより知ることができ、製品や技術への親しみもより湧きました。

技術は魔法のように突然現れるものではなく、様々な人の試行錯誤の結果ようやく

生み出されているということが、頭ではわかっていたことでもより強く実感できた

一日でした。また、普通に過ごしていれば知ることのなかった技術や仕事、企業の

取り組みにたくさん出会うことができ、いい体験になりました。」 

  「僕はこの会社にすごく興味を持ちました。社会貢献している会社はとてもよい

と思い、自分は数学の教師になりたいと思っていましたが、まだいろいろな選択が

あり、考え直そうと思いました。今回出展していたものを見て、産業という一言で

も様々な種類があって、全てのものがそれぞれの役割を果たし、いろいろな方向で

私たちの将来の生活に役立っていることに感動しました。」 

  「あるブースを見て、いろいろと自分の将来について考えることができた。その

とき、余りにも楽しそうに話されるので、『この人は自分の今やっていることが好

きなんだな』と思い、自分のやりたいことがはっきりと見つかっててすごいなと思

いました。」というようなことで、非常にうれしい感想文でした。 

  このメッセは産業総合展示会ですが、毎年１つずつ特別テーマを設けておりまし

て、昨年は健康医療、今年は環境エネルギー、来年は航空機産業を予定しておりま

す。楽しくわくわくする展示が盛りだくさんで、世の中の将来の姿を実感できまし

た。 

  知事からも「現在のフロントランナー勢ぞろい 次世代開く主役はここに」とい

う句をいただきましたが、このようなイベントをもっと広げて工夫すればいろいろ

あると思います。学生に呼びかけることで地元企業の魅力を知ってもらって、県の

企業に就職するきっかけとなる。こういうことがあって非常にいいことではないか

と思います。 

  今回高校が主力でしたが、大学生にも来ていただいて、引き続き県庁の皆様の御

支援をぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  高校生にしても大学生にしても、実際にロボットに触れてみたりするとおもしろ

いなということを意外と知らないんですよね。何よりも説明する人が情熱をもって

説明すると、こういう世界があるんだなということを理解してもらえると思います

ので、引き続き、教育委員会事務局の皆さんの御支援あるいは牽引をいただければ
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ありがたいと思います。 

（井戸知事） 

  小澤委員から話のあったQRコードについては、「あいたい兵庫キャンペーン」で

今回作ったパンフレットは、QRコードでPRすることにしました。今まで作ってたも

のが解説の字数が多過ぎてなかなか読んでもらえない。従って、見出しだけ掲載し

て、あと関心があるところはQRコードでアクセスして読むというやり方にしました。

結構使い道が広がるのではないかなと思います。 

ただ、そうするとQRコードを受けるホームページの内容を良くしないといけな

い。ダイレクトに必要な場面に飛ばないことが多いので、対応をする必要がある

と思います。これは工夫しなければいけない。 

  それから牧村委員にはフロンティアメッセの実行委員長として活躍していただい

たのですが、高校生の作文をお聞かせいただいて、結構刺激を受けたことがわかり

ますね。高校生でこれだけ刺激を受けているので、大学生も応援しないといけない。 

  大学生、特に工学系、物理学系の皆さん、次世代の産業界の技術レベルはこんな

に高いんだなと実感できると思いますので、ぜひ今度大学を勧誘するようにPRして

いきたいと思います。来年は航空機産業がテーマですので、さらにまた関心を持っ

てくれる可能性があります。 

  ぜひまた来年もすばらしいイベントにしてください。 

  本県では、センターオブエクセレンス兵庫県版の表彰をしており、受賞したのが

10社ぐらいですが、その後も活躍しています。やはり技術開発というのはアワード

が重要ではないかと感じています。ということは子どもたちにもアワードが必要な

のではないか。我々が子どもの頃はよく表彰してもらいましたが、今は子どもたち

が表彰してもらったということをあまり聞かないですよね。 

（西田義務教育課長） 

  義務教育の場合は、ある意味で平等というところもありますが、運動会や音楽会

の行事のときに頑張った子や皆勤賞を表彰するということはあります。特に科学技

術的なことについては、市町や様々な団体等からもらった表彰を学校で手渡すとい

うことはやっています。 

（井戸知事） 

  数学コンテストや理科コンテストなど、学校主催のコンテストは余りやらないん

ですか。 

（西田義務教育課長） 
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  学力やスポーツ、音楽、美術など、各学校で生徒会等が中心になって実施してい

るところはあります。 

（井戸知事） 

  今お配りしましたのは、地域の企業を知ってもらうために高校生に配布した冊子

です。高校生が就職するための手引きというよりは、大学に行ってから就職のとき

に４年前にもらった冊子のことを思い出して、県内企業を検討してもらいたいとい

う思いで作りました。 

  先ほど牧村委員がおっしゃったような、一生懸命自分の会社を売り込んでいる姿

勢がうまく出ています。参考にしてください。 

  それからこの「あいたい兵庫」は表紙にQRコードを付けていますから、これも参

考にしていただきたいと思います。 

（玉岡委員） 

  移動教育委員会で姫路工業高校に行きました。旋盤の技術で全国レベルのコンテ

ストで表彰されるようなすごい生徒がいたのですが、企業出身の牧村委員にお聞き

すると、高校で使う機械と先端の企業で実際に使う機械には歴然と差があって、就

職してからもう一回研修し直さないといけないということが多々あるということで

す。トライやる・ウイークは単に企業の世界を知るとか社会人がどんなことをして

るのかということを知る範囲でよかったと思うのですが、高校生のインターンシッ

プは、企業にとっては実践力になる、生徒にとってはそれを生かせる、学んだこと

がどのぐらい今の日本のものづくり社会の中で生かせるかということを知る機会に

なれば良いと思います。 

  続けてもう一点、今資料３で、４つの柱について御説明いただきましたが、「２

 社会性を高める」の中の「③政治への関心を高める」については、18歳で選挙権

を与えられるわけですから、高校在学中に投票に行くことができるようになる子ど

もたちをどう教育するのかというのは大変重要なことです。また、知事が冒頭でお

話をされた小学校から外国語教育が始まってくるような中で、グローバル教育イコ

ール語学教育であるという短絡的な考え方になっているのではないかと思います。

ツールとしての語学を習得させて子どもたちを海外留学させても、いざ海外の子ど

もたちと議論なり接触をするときに対応できるような備えはあるのかどうかです。

先般、私はアメリカに視察に行きまして、アメリカの方々が「グローバルシチズン

を我々は作っているんだ」ということをよくおっしゃっていました。多民族国家の

アメリカだからこその発想だと思いますが、今の子どもたちが将来大人になるとき
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には従来の枠組を超えた国際化というのがあるかもしれない。そのときに語学だけ

でいいのかということを考えないといけないのではないかという気がします。 

  教育委員会では、ロシアとの間で、スポーツを通じた交流事業をしていますが、

ロシアとの間にも我が国の抱えている国際問題があるわけですから、そういうこと

を教えずに、グローバル教育を語れるのかというようなことを教育の場で意識して

いくことが必要であると意見を申し上げていこうと思っています。この資料３の中

にグローバル教育に関する内容を少し盛り込んでいただけないかと思っています。 

（井戸知事） 

  それに関連して、明治維新から150年ですが、この150年間については歴史でしっ

かり学んでいるのでしょうか。我々の頃は、歴史の授業はだいたい明治維新で終わ

ったのですが、今はちゃんと戦後50年ぐらいまでは教えているのでしょうか。 

（清瀬高校教育課長） 

  中には、明治以降の内容が３分の２になる教科書もあり、新しい学習指導要領で

は近現代史だけの科目もできました。 

（井戸知事） 

  それを徹底して教えないとだめですね。 

（高井教育長） 

  本当は４単位ですが、他のカリキュラムとの関係で不可能な場合は２単位だけに

して近代史だけをやることもあります。 

（井戸知事） 

  今の玉岡委員の話は、自分の国の歴史をきっちりと知らないで海外の人たちとつ

き合えないということですね。 

（玉岡委員） 

  国際関係というか、国際情勢に関することです。 

（高井教育長） 

  地理と歴史と両方に関わる話です。 

（玉岡委員） 

  そうですね。だから伝統芸能や文化のことは知ってるかもしれないし語れるかも

しれませんが、今自分たちが置かれている国と文化の関わりとか立ち位置とかは学

校で教えないと、各自でニュースで学べと言っても無理ではないかと思います。 

  私の教職の経験から言うと、やっぱり入試に出ないところはついつい端折るとい

う悪しき風習がありました。入試に受かる知識ではなく、生きていく力を教えるた
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めには、近現代についてしっかり学ばせるチャンスを作っていかないといけないと

思います。 

（清水委員） 

  歴史の一応の学習はするけれど、例えば、明治維新に黒船が来たけど、何故日本

は他国の様に植民地化されなかったか、当時多くの人が何を海外に学びに行ったか

など、もっともっと知っておいて良いことがあるのではないかと思います。 

  市立高校の話ですが、６月の神戸新聞に空飛ぶ車いすというニュースが載ってい

ました。神戸市立科学技術高等学校の生徒が廃棄された車椅子を修繕してアジアや

アフリカに送り、それがちょうど2,000台になったというニュースです。そのメン

バーと話す機会があっていろいろ聞いてみました。何か社会貢献をと震災の後から

試行錯誤をしてきたらしく、自転車は直せるということでやり始めると、それは自

転車屋さんが困るのではないかと気付いた。つまり、社会貢献したいが職業化され

ているものは、領分は侵せない。結局は他府県の学校の例も聞いて、車いすの修理

だったら、ということになった。 

  いろんな技術を磨くけれども、最終的に福祉施設にもお邪魔して、日常のものと

してどう使われ、また傷んだ時はどうするかということをトータルに学ぶ機会があ

ったことがすごく役立ち、物を作ることは、信頼の技術も含めて安全性の確保とい

うことが基本ではないかと実感できたわけです。 

もう一つ、彼らの話を聞いてびっくりしたのは、品物を飛行機で海外に送るとき

に莫大なお金がかかるのですが、搭乗者が手荷物で申告すると無料になるらしく、

移送ボランティアとして協力いただいた。いろんな方たちの善意や援助がつながっ

てこの活動が成り立ったわけですが、１年生が何人かいて、学校に入る前からこの

活動をニュースで聞いて、進路を選ぶきっかけにもなったと言っていました。 

これがないと生きられない人もいらっしゃるわけで、地味な活動だけども絶対に

必要なことです。得意だから物を作るというだけでは済まない、そのニーズの深さ

や個性、そして思いというものを、作る側の人たちが学ぶのは重要です。 

トライやる・ウイークや自然学校がスタートした20年前、30年前の状況とはかな

り社会の状況も違っていて、ネット社会も進み、子どもたちがいろんなものに実際

に接する機会がさらに減り、自分の将来を考えることにも困難な影響が出ている。 

  先ほど教育の無償化の話がありましたが、私は首をかしげることがあります。例

えば、小学校で英語が始まると、対応した塾が次々できている。５泊６日の自然学

校が始まった頃、さらに事前にキャンプを経験しておく、という先取り活動がはや
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りました。新しいことが学校で始まると間違いなく多くの保護者はその方向に走り

ます。授業料は無償化されても、その周辺にかけるお金の負担力が違う。それによ

って、学力や進路が決まるのであれば、かえって格差は広がります。 

  自然学校は、前回の会議でも申し上げましたが、体験そのものの意味や価値を少

し問い直す時期にきています。確かに何かを成しつつ学ぶということが体験学習の

根幹で、その可能性を高めるのがプログラムとかリーダーシップで、教育とはその

場面を意図的に作り出すことです。今そのリーダーシップがかなり、ＮＰＯとかボ

ランティアとか民宿の経営者の方たちに依存していて、もうちょっと先生方が違う

意味で頑張らないといけないのではないかなと思います。 

  これは別に何も「サバイバルの技術を先生に勉強してください」というのではな

く、先生も子どもたちと一緒に試行錯誤して御飯を作ったり、寝転がって星空眺め

ながら会話したり、時に遅くまで、先生の子どもの頃の話をいっぱいするなど、子

どもたちと生活面で関わりながら、子どもたちの協調性や創造性を育む。 

何も自然体験でワイルドなものにチャレンジ、という形はもう不要ではないかと

思います。今の子どもたちにとって、薪を集め、火を起こし、御飯を作ること自体

がワイルドでチャレンジです。協働してこれらをこなすことが生活体験の実際です。

プログラムも視点を変え、見直す頃ではないかと思います。今ちょうどその辺の再

評価をされているようですが、ぜひ検討してみていただきたい。 

  それと、自然は命を支えてくれるもので、優しいものである反面、無視したり侮

るととんでもないことになる。ときに過酷な仕打ちもあります。自然体験活動や、

人と関わるという体験も含めて、もう少し心がやわらかい時期に質・量的に経験し

ておくことが必要です。むしろ文明社会とかネット社会が、知らない間にそういっ

た経験を奪っています。 

  自然体験活動の一番のリスクは、危険な動植物や自然環境以上に、今や子どもた

ち自身にあるといっていい。生きる者としての対応や、それ以前の身体のバランス

や健康状態です。指導者も一からプログラムのあり方を考える必要があります。 

  いろんなことを織りまぜて申し上げましたが、体験活動の意味とは、失敗や試行

錯誤を前向きに考え、それを楽しめる心や体を育てることではないかと思います。 

（井戸知事） 

  玉岡委員がおっしゃった話について、例えば高校で製図を教えますが、勤めたら

みんなCADで、自分で製図なんかしませんよね。ですが、なぜやるかというと、原

理原則を製図を描くことによって学ぶんです。 
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  だから、玉岡委員が指摘された点も、旋盤の原理を学んでおかないと工具全般が

使えないということで学ぶのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

（玉岡委員） 

  そうですね。 

  ただ次のステージに上がったときに、あの機械ではできたのにこの機械ではでき

ないということがないように、素晴らしい人材を大事に育ててやりたいと思いまし

た。 

それと、資料３別添の２ページの「兵庫2030年の展望」の中で、「提案された将

来のビジネスプラン」はどれもすばらしいアイデアだと思いますが、実現する可能

性ってどれぐらいあるんですか。本当に実現されたらすごいなと思って見ていまし

た。 

（政策調整課木南班長） 

  今のところは、ビジョンとしての「2030年の展望」の策定のアイデアとして生か

したいと考えています。 

（玉岡委員） 

  生かすというのは実現の可能性はあるのでしょうか。 

（政策調整課木南班長） 

  これをそのまま実現させるというところまでは今、考えておりません。 

（玉岡委員） 

  ビジョンで終わるということですね。すごくいい内容なのに残念です。 

（小澤委員） 

  今の話ですけれども、上から４つ目の「65歳からの就活」というのは、今後さら

に大事だと思います。 

  実は、市立図書館に行きますと、時間をつぶしている方は定年退職した方が多く、

このような内容のパンフレットを置いておいたら周知がすごくできますので、ぜひ

活用していただきたい。 

（村田委員） 

  先ほど知事のほうから県立高校の特色化というお話がありましたが、基本的には

進路選択における選択肢が広がり、とてもいいことであると思います。その一方で、

この春わたし自身が、保護者として初めて子どもの高校入試を経験した際には、高

校卒業後の進路を考えたとき、果たして本当に普通科ではなく特色ある学科を選択

していいのか、迷いもありました。 
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いただいた資料２を見ると、一口に特色のある学科と言っても、いろいろな学科

やコースがあることがわかります。たとえば、工学系の中でも最先端の情報技術な

どを学べる学科であれば就職に困らないだろうし、理数をしっかり学んでおけば、

進学においても有利だろうと考えます。また、英語系の学科も多くありますが、15

歳から先進的な英語教育を受けられることへの期待がある反面、大学入試に必要な

その他科目に割かれる時間が少なくなるのではないか、たとえば世界史を履修して

いないことにより、大学入試の際に受験できる大学や学科の範囲が狭められてしま

うのではないかという懸念がありました。 

もちろん、進学や職業を保証することだけが高校教育の目的ではないですが、卒

業後の進路について、近隣の大学の受験科目や配点、進学実績なども含め、もっと

具体的な情報提供があれば、保護者もより確信をもって、子どもを特色あるコース

で学ばせたいと思うのではないかと思います。 

（高井教育長） 

  「ひょうごのハイスクール」という冊子で、県内の全ての公立高校について、学

校の特色、成果、進路状況、部活動の状況などについて、１校あたり見開き２ペー

ジで紹介したものがあります。 

それに加えて、最近は学区拡大に合わせて、各高校において、中学生や先生向け

に生徒募集の説明会をしています。昔はそういうことはしていませんでしたけれど

も、今はすごくしていて、特に在校生が、「うちの高校に来たらこんないい学びが

できるよ」という内容のプレゼンをするなど、学校を知ってもらうための活動もし

ています。何校かで時間をシェアしてやりますから、どこまで詳しいことが御説明

できているかわかりませんが、そこで関心を持ってもらって個別に照会いただいた

ら、もっと詳しい情報を提供することはできます。 

（村田委員） 

  高校を選ぶ時点で将来の選択肢が狭まるのではないかという不安が保護者にもあ

ると思いますから、それも含めて何かカバーできるような特色化を進めていってい

ただきたい。 

（井戸知事） 

  その辺をきっちり説明をしていかないといけないですね。 

（高井教育長） 

  各学校が説明する際に、そういった疑問もあるということをわかったうえで説明

するといいですね。 
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（清水委員） 

  特色化するということは、高校進学の時点で将来の進路をある程度考えることに

もなるので、それはいいことだと思う人と、そこまではまだ決められない、という

人がいますね。どちらかというと後者の方が多いと思います。 

（井戸知事） 

  牧村委員、先程の玉岡委員の質問に対していかがですか。私が勝手に答えてしま

ったので。 

（牧村委員） 

  技術開発の仕方がだんだん変わってきて、最初のコンセプトを三次元的に、コン

ピューターの中で作る。それを因数分解して、技術者が進めていくという流れにあ

ります。その中には設計からものづくりまで全部コンピューターの中でやってしま

うものもあります。ただし、そのときに、バーチャルでやりぎると、ものづくりに

対してリアリティーがなくて、失敗してしまうということが多いのです。 

  例えば、我々の世代ですと、知事がおっしゃるように、旋盤の感覚であるとか、

実際に図面で書くなどの経験、リアリティーがあって、勘が働く。ところが今の世

代はバーチャルであるから、その勘がない。だから、両方要るのです。ずっと旋盤

で来た人たちは、やっぱりバーチャルが苦手です。一方、バーチャルだけで来た人

たちは、旋盤を知らないということがあるので、ある種のバランスなのです。 

  だから、知事がおっしゃるように、何かものづくりの勘みたいなものを現場体験

で身に付けてから企業へ入って、ある種の実感を持ちながら、今度はバーチャルの

世界へ行くとうまくいくというケースもあります。偏り過ぎないということが大事

です。 

  その辺が今、技術者が大変なところです。一方では、バーチャルやＡＩなど全部

コンピューターの世界の中でやれる。ところが、リアリティーを持たないから、と

んでもない失敗をすることがあります。先ほどおっしゃったように、旋盤を使った

り、実際に図面を書いたり、物を壊してみたりという経験がないと、技術者は育た

ないので、その辺のバランスというのが大事ではないかと思っています。 

（玉岡委員） 

  基本・基盤になるベーシックな土台をしっかりやって、それから専門に進むとい

う、それはもう教育の王道なのかも知れないですね。特色があるのはいいけど、特

化することはまた違うという意味ですね。特色はあっても、ベーシックをしっかり

するというバランスは、教育だけに限らず、どんな世界でも大事ですね。 
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３ 閉会 

 

（西上企画県民部長） 

  時間になりましたので、ここで締めさせていただきます。 

  熱心な意見交換、ありがとうございました。改めてお礼申し上げます。 

  本日の議事録は、会議資料とともに後日、県のホームページで発信させていただ

くことになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、閉会に当たりまして、教育委員会の小澤教育委員より御挨拶をお願い

いたします。 

 

（小澤委員） 

  会議終了に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

  本日は井戸知事をはじめ、県幹部の皆様におかれましては、定例県議会の大変多

忙の中、本年度第２回の総合教育会議を開催していただきまして、誠にありがとう

ございました。 

  この会議は平成27年の４月に第１回が開催されまして、通算６回目ということに

なりますけれども、兵庫の教育に関する議論を中心に幅広い意見交換ができたので

はないかと思います。 

  御承知のとおり、我々の方では第２期兵庫教育創造プランの実施４年目となって

おり、いよいよ５年目の総仕上げとなりますのが次年度でありますが、これに向け

てプランの基本理念であります「兵庫が育むこころ豊かで自立した人づくり」の実

現を目指して、兵庫の教育を一層充実させるように、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につきまして、さまざまな御意

見をいただきましたので、新たな教育施策の具体化に向けた検討をいたしますとと

もに、これまで取り組んでいます様々な事業につきましても、これを充実させ、教

育課題に適切に対応していきたいと考えております。 

  今後とも教育施策が実りあるものとなりますよう、知事におかれましては御理解

と御指導のほど、よろしくお願いいたします。 

  最後になりますが、私は10月12日をもって任期満了となり教育委員を退任いたし

ます。在任中は非常にお世話になりまして誠にありがとうございました。 
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  これをもちまして閉会の挨拶といたします。どうもありがとうございました。 

 

（西上企画県民部長） 

  それでは、以上をもちまして、第２回となります兵庫県総合教育会議を終了させ

ていただきます。ありがとうございました。 


