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１ 開会 

 

（山口企画県民部長） 

  平成30年度第１回の兵庫県総合教育会議を開催させていただきます。本日はお忙

しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

  私は、本日議事進行を務めさせていただきます兵庫県企画県民部長の山口でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  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） 

  平成30年度に入りまして初めての総合教育会議でございます。今日は教育委員皆

さん全員お揃いですので、よろしくお願いしたいと思います。 

  今年は、「ひょうご教育創造プラン」の改定が予定されていると承知しておりま

す。教育委員会として議論をしっかり尽くして、いい計画を作っていただくことを

私どもも期待しています。 

  昨年度は、いじめ問題をめぐって様々な問題がありました。神戸市の問題ではあ

りますが、第三者委員会が実施した調査を再調査するための委員会を立ち上げるこ

とになっています。いじめの問題に対してはしっかりとした、毅然とした対応が不

可欠であると思いますし、あわせて、情報がオープンになっていかないのはなぜな

のかということをぜひ御検討いただくとありがたいと思っています。 

  もう一つは、今年の公立高校入学者選抜試験で、定員に満たない学校が５分の２

も出ています。志望校を決めるに当たって、高校の魅力を理由にしてもらわないと

いけませんので、さらなる学校の特色化を図ることが課題になっているのではない

かと感じています。 

  特に今年は県の設立から150年の年でもありますので、こういう節目に百年の大

計であります人づくりをしっかり議論し、教育創造プランとして提案をしていく好

機なのではないかと思います。よろしくお願い申し上げます。 

  もう一つお願いをしますと、ふるさと意識をどうやって子どもたちに持ってもら

えるようにするかです。ふるさとに対する思いさえあれば、私はニューヨークだろ

うとロンドンだろうと飛び出していってもらったらいい、別に兵庫で働けとは言い

ませんが、根無し草にはなってほしくないという思いを持っています。その対応が

今回のプランの課題の一つではないかと思います。 

  最近の教育の状況についても説明があろうかと思いますが、新しい教育環境のも
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とで兵庫の子どもたちがしっかりと成長してもらえるような歩みをぜひ進めていき

たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

以上で私の御挨拶にさせていただきます。 

 

（山口企画県民部長から出席者及び資料の確認） 

 

２ 議事 

 

《以下の資料について、西上教育長及び山口企画県民部長が説明》 

【資料１】第３期「ひょうご教育創造プラン」（仮称）の策定・・・西上教育長 

【資料２】本県の未来を担う人づくりを進めるために必要な取組（提案）・・・山口企画県民部長  

【資料３】県立高等学校における特色ある学校づくりの取組・・・西上教育長 

 ※【資料４】平成30年度 本県の教育関連重点施策 及び【資料５】県政150周年及

び子ども・子育て関連の主な施策 については説明を省略 

 

（山口企画県民部長） 

  それでは意見交換に移りたいと思いますので、自由に御意見をいただければと思

います。 

（牧村委員） 

  各論に入る前に、少し大きな話をさせていただきます。 

  次期「ひょうご教育創造プラン」の策定にあたって、私としては「ものづくり高

度県」、これを切り拓く志の高い人材の育成、いわゆる次世代を担う新しいリーダ

ー層の育成といった話をさせていただきます。 

  まず、「ものづくり高度県」という言葉ですが、NIRO（公益財団法人新産業創造

研究機構）20周年の会で知事に、「ものづくり立県」の次は何だろうということを

お尋ねしましたら、知事から「ものづくり高度県」というお話をいただきました。

歴史を振り返りますと、戦前の旧制高校、これはある種の教養主義という要素があ

り、人材育成に一定の役割を果たしました。バンカラながら使命感を持って国家観

や歴史観、要は大きな問題を考える素地がございました。 

  私どもの会社でも良くも悪くも少し海軍魂といいますか、ノブレス・オブリージ

ュ、自分が指導者としての意識を持つというところがございました。戦後はミリタ

リーというのは消え、エコノミーの世界がありました。最近ではグローバル化の進
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展やIoTの爆発的な展開などで日本は茫然と立ち尽くす局面もございます。 

  最近はエリートと言われる人たちがともすれば志を失い、テクニカルな隘路に陥

っているというようなことが最近の不祥事でも見られます。日本あるいは兵庫県の

立ち位置は、やはり高度産業国家あるいは地域、そのポテンシャルを生かした経済

競争力や雇用を維持する他に手はないわけです。しかもライバルは新興国です。他

の県や欧米の企業よりも、実は新興国が圧倒的にすごい勢いで出て来ています。 

  そういう中で未来への投資として、国・地域の将来を担える新しいリーダー、厚

いリーダー層の育成が必須です。今年は県政150周年ですが、次の150年に向けてそ

ういう人材を考えるときだと思います。 

  これまで日本の教育は平等性を重視する余り、リーダー層育成の議論は多少はば

かられてきた傾向があり、しかも日本では放っておいてもリーダーは自然に育って

くるだろうという考え方があるのですが、私どもの企業の経験からも、真のリーダ

ーは自然には育ってきません。海外ではむしろ、欧米はもちろん新興国、中国・韓

国・シンガポールでもリーダー層の教育は大変熱心で、リーダー育成への働きかけ

は段違いに日本より強いものがあります。もちろん、兵庫県でも既に注目されてい

るスーパーサイエンスハイスクール、スーパーグローバルハイスクールなどは非常

に良い試みで大いに推進していただきたいわけですが、そのベースとなる大きな風

をさらに吹かすべく、総合的な政策をお願いしたいと思います。 

  これまでのリーダーとは違い、これからのリーダーには２つの資質が必要です。

１つ目は小さな問題ではなくて大きな問題を考えられる人材。それから２つ目は大

きな変革、イノベーションを牽引できる人材です。マクロで捉えてそして大きな変

革を牽引できる人です。 

  最初の「大きな問題」は、例えばよく言われておりますように、高齢化社会への

大きなビジョンと施策、あるいは原発とエネルギー、環境問題をどうするかという

ことです。２つ目の「大きな変革」は、完全なパラダイムシフトのことです。第四

次産業革命が急速に進んでおりまして、ものづくりの世界はもちろん、金融、流通

の世界をも飲み込んでいっております。これは米国、ドイツではすごいのですが、

お隣の中国でも先進地域である深圳(ｼﾝｾﾝ)ではスマホ決済が当然で、これが怒涛の

ように進んでいます。日本は果たして大丈夫かということです。 

  これまで受験秀才という方々は、問題１に対する解答１を知ると次の問題２、問

題３、問題４を解ける人です。ただし、最初の問題１を解くのは苦手というか初め

からやらずにパスし、先生の言うことを覚える。これは指示待ち症候群とか、決断
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しない、ビジョンを持たない、受験秀才を生む素地です。これからは先程のような

答えが見えない問題、例えば高齢化とかエネルギー・環境とかインダストリー4.0

などの「問題１」に対してどうするかということです。そのために２つタイプがい

ると思います。専門性をとことん極めていく人材と、もう一つは総合力を高めてい

く人材。専門性と総合力この２つの軸があると思います。 

  １つ目の「専門性を極めていく人材」とは、問題１を見たら誰よりも早く答えを

見出す。先生の方なんか見ない。これは社会へ出てからどういうことになるかとい

うと、例えばインダストリー4.0の新しい波を見たら誰よりも早く新しいビジネス

モデルを提示し、チームを作り推進していくようなタイプです。 

  IoTの世界では高い専門性を武器にすれば、少人数であっても大丈夫なんです。

スピード、先見性、アイデア、決断、実行力で勝負することで活躍の場が急拡大し

ています。そういう意味の専門性です。 

  それからもう一つは「総合力を高めていく人材」です。世の中は、単純に問題１、

２、３というような一つの領域の軸だけではすみません。例えばＸ領域で問題１、

２、３とあったらＹ領域では問題Ａ、Ｂ、Ｃというのがあるし、Ｚ領域では問題α、

β、γがあります。これはエネルギー・環境でもそうですが、それぞれ複雑に絡み

合って、二律背反になったり三律背反になったりします。先程のエネルギー・環境

問題では、例えば原発、環境、コスト、エネルギーの安定確保などいろんなことを

大きく捉えて将来のビジョン、ロードマップ、施策、推進方法などを考える。これ

はまさに総合力なんです。専門性ではありません。いろいろな専門領域を超えてク

ロスオーバーに創造性を発揮する、ある種のリベラルアーツです。戦後の大学の教

養課程という弱いイメージではなく、高度教養というようなものが必要になります。 

  それを身に付けるきっかけとなるのは、若き日の文学、芸術、あるいは多様性の

ある経験です。地域ゆかりの志の高い経営者や技術者、芸術家といった人たちが、

地域に根差しながらグローバルに活躍し、チャレンジし、夢を形にするために一番

大事なことは、直観力や筋のよい戦略です。先程の問題１、問題Ａ、問題αからは、

そういうシナリオやビジョンを論理的に導き出せるわけではありません。やはり第

一直感をベースにして筋のよい戦略を立てる能力がいわば総合力です。 

  私が思うに教育は、専門性を強調する学校、総合力を強調する学校の両方が必要

です。多様性が必要だと思います。個人にとっても専門性を追求していくことが向

いている人と、総合力を高めていくことが向いている人、そのような向き不向きみ

たいなものも個人の適性としてありますので、それぞれをしっかり育ててあげるこ
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とが必要です。 

  本当は個人の中でも相補的で、専門性を追求する人も総合力は要るし、総合力を

高めていこうとしている人も専門性が要るわけですが、高校としてはやはり専門性

を追求するところ、総合性を追求するところという多様性がこれからは非常に大事

だと思います。 

  いずれにしても県の発展を支えていく人材、よい意味でのリーダー層の育成が必

須だと考えています。県の総合政策の中で、表現は県で考えられるとしても、「も

のづくり高度県」という項目を挙げて、その中に産業政策や教育政策などを全て折

り込んでいくことで重層的に絡み合いますから、ポスト150周年に向けてより議論

を高めていただきたいと思います。 

  これまでの教育創造プランでは、例えば資料１の左下に「スポーツ立県ひょう

ご」という項目はありますが、「ものづくり高度県」という言葉がありません。別

の表現でもいいのですが、次期プランにおいて推進を図っていただきたい。 

  地域間競争の中で兵庫県の高校生たちに地元に残ろうと思ってもらうためには、

グローバルに活躍しているアーティストやクリエイター、経営者や政治家などの話

を聞くことで、郷土の中でふるさと意識を育てていければ良いなと思います。その

ためにも、特色ある学校づくりには大いに賛成ですので、その施策をしっかりやっ

ていただきたい。専門性、総合力というどちらの「枝」から入ってもいずれは

「幹」に行くわけですから、入口となる「枝」をしっかりと子どもたちに提示する

とともに、ふるさとのいろんな人たちの話を聞き、インスパイアする機会を与えて

いただきたいと思います。 

（清水委員） 

  独立行政法人国立青少年教育振興機構が実施した「高校生の心と体の健康に関す

る意識調査」の結果が先月の新聞記事に出ていましたが、日本・アメリカ・中国・

韓国の４カ国の高校生の自己肯定感について、日本が最低、他の３ヶ国と比べると

半分位という結果でした。ただ、価値ある人間だと思うかという問いにイエス、ノ

ーと答えることで自己肯定感の有無を決められる高校生はたまったものではないと

も正直思います。日本の高校生がそんな質問をされると、何となく落ち着かない実

感は察しがつきます。 

設問には「人とうまく協力できるほうですか」「つらいことがあっても乗り越え

られますか」「今の自分に満足していますか」とありますが、全ての項目で、４カ

国で日本が一番低いんです。特にこの調査の中で気になったのが、日本の高校生は
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特にインターネットの利用時間と自己肯定感に非常に緊密な関係性があるという結

果が出ています。実は、ネットの利用時間が短い生徒ほど自己肯定感が高い。１日

１時間未満と３時間以上では、間違いなく日本の高校生はインターネットを利用し

ている時間が長い子ほど自己肯定感が明らかに低い。 

  もう一つ気になったのは、体力に自信がある子がインターネットの利用時間がそ

うでない子と比べ短いことです。長時間インターネットと関わる子どもはその分、

身体がかなり休息状態の様です。ネット利用が全て悪いというつもりはありません

が、影の部分が非常に成長期の彼らの心身に影響を及ぼしていると思います。 

  先ほどスーパーグローバルハイスクール等の県立高校の特色化の話がありました

が、私はシステムや方法として効果的に学習する段取りはできると思いますが、そ

れは何を学習するのか、高校生活や学校生活の意味や価値の部分にもきちんとした

メッセージを込めていかないといけないのではないかと思います。 

  兵庫県は全国に先駆けて自然学校をスタートさせました。これは先見の明で、他

府県からうらやまれるほどのものです。あの体験にどんな意味があるのかというこ

とを考えます。子どもたちは、共同生活の中で自分の役割や責任をいろんな意味で

果たす機会を得ます。これは学校での係とは違うレベルのもので、役割とか責任を

持つと、共同社会の目的とかあり方を意識しないわけにはいきません。「この集ま

りや集団の中の自分の役割」を意識することは、「この集まりは何のための集まり

で、どうあるべきなんだ」と皆で意識することにつながります。そして、事故無く

生活し、御飯を作り食べることを皆でやらなければいけません、自己責任や分担役

割を引き受けなければなりません。役割は果たせないとみんなが困るので、それに

必要な知識や知恵、技術を身に付ける必要があります。目的ややり方を意識してお

互いが期待に応え、何かをこなす機会をいや応なく持つことになります。 

  これは宿題や計算をすること以上に正解に幅があるものです。役割とか責任とい

うのは、自分と仲間や社会をつなぐものであり、時には評価を受け、ペナルティー

もあります。時々それが怖いから頑張るんだけど、やってみたら喜ばれたり褒めら

れたりもする。つまり達成感や自己肯定感です。やってよかった、不安だったけど

助けてもらえたとか、感謝されたとか、失敗したけどやり直したら今度はうまくい

ったとか、頑張るといいことがあるという経験を仲間とするのです。もちろんこれ

は先輩や先生方のリーダーシップや支援が必要です。 

テキストだけでは学習できない様々な体験の機会が、今はアクティブ・ラーニン

グとしてワークショップやディスカッション形式で入っていますが、その中で彼ら
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が今の未熟な自分をさらけ出してやり取りができたりとか、気付いたことや感じた

ことを何とか努力して言語化するというような経験が学校でもできるだろうという

気がします。 

そのためには、アクティブ・ラーニングを指導する先生方の能力が気になります。

無いとは思いませんが、先生方がアクティブ・ラーニングを、職業上、あるいは組

織で、問題解決手法として、どのレベルで実践されているのかが残念ながら見えま

せん。その体験や実践のフォローがないと、せっかくのシステムも、あるいは特色

ある教育にしても、結局のところ、成果は見られないのではないかと思います。 

  近代文明というのは、自然や、人間同士の関わりとか繋がりということから離れ

る側面を持っている、もっと言えば、本来の暮らしから離れてしまった部分を多く

含んでいると思います。生活環境の構造的変化が人間の内面にもたらしたものが非

常に大きくなっていることへの問題提起、あるいはその問題意識を持ちながら暮ら

すという部分が横に置かれてしまっていないかという気がします。 

  最初の話に戻りますが、日本の高校生は愛されるべき人間性は十分に持っていて

も、自分で選ぶとか決めることにはとてもためらいを持つ気質であり年代です。将

来何になるのかと聞かれて、小さいうちは言えてもこの年代になるとなかなか言え

ない。日本人はそういう国民性ですので、そうした心情に寄り添い、理解した上で

の能力開発が必要ではないかと思います。例えば、失敗することがいけないのでは

なくてそこでやめることがいけないということ、アクティブ・ラーニングは人生の

中でも基本的なことということを理解することが必要です。単に学習のノウハウと

してではなくて、いろいろな物事を考える上での手段としてほしい。学習の進め方

を身に付けるということは効果的に知識を得るための手段ですが、学習の進め方の

中に生きていく知恵としての学びがあります。試行錯誤が前向きにやれる知恵を身

に着けたら強い。失敗談を語り、さらにエピソードにする大人の人格になるまでの

経験が、今の子どもたちには量的質的に足りていないように思います。そのことを

いろんな学習の機会やシステムを構築するときに、押さえておいてもらいたいと思

います。 

（村田委員） 

  知事の開会の挨拶で「人づくり」ということを仰いました。その一環として教員

を大事にしていただきたいということ、特に勤務時間の長さであるとか、抱えてい

る仕事の多さという点に関して、今後のプランにおいて目を向けていただきたいと

思います。 
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  先ほど牧村委員と清水委員がスーパーグローバルハイスクールやスーパーサイエ

ンスハイスクールのお話をされましたが、そうした取組を私自身も今勤務先である

大学で担当しています。高校で出前授業をしたり、あるいは高校生を大学に受け入

れて留学生と交流させるということをやっています。例えば自分が教えているゼミ

の中国からの留学生に協力してもらい、日本と中国とで子育ての仕方の違いを互い

に議論させるのですが、すごく時間もかかりますし、熱意も要りますし、創意工夫

もしなければなりません。情熱を持っていろいろな創意工夫をされる先生はたくさ

んいらっしゃると思いますが、日々の授業運営にすごく時間をとられるうえに、い

じめや不登校、学級崩壊などさまざまな課題があり、多くの教員がとても長い時間

働いているということは兵庫県で長年実施してきた調査からも明らかです。 

  平成20年、24年、28年と４年ごとのデータを見せていただきましたが、小・中学

校教員はともに３時間を超える日々の超過勤務の実態があります。この８年間でノ

ー残業デーとかノー部活デーとかノー会議デーといったいろいろな取組がなされ、

それが浸透しているにもかかわらず超過勤務の時間は全然減っていないということ

について、昨年、教育委員会で報告がありました。やはりこの部分にもっと予算を

かけていただきたいと感じました。 

  今回の資料で、「スクール・サポート・スタッフの配置」が教員の多忙化解消に

向けた取組として挙げられています。地域の外部人材を小・中学校で40校、県立学

校で６校にモデル的に配置して効果を検証するということですが、ぜひこれをしっ

かり検証していただいた上で、もっと大々的に、来年以降進めていただきたいとい

う期待を寄せています。 

  そのスクール・サポート・スタッフの業務内容が限定的過ぎるのではないかと感

じました。授業準備に関しては、学習プリントの印刷と会議資料の印刷等しかでき

ないような人材にしてしまったら使いにくいと思います。私も勤務している大学で、

育児期教員のサポートスタッフを付けていただいていますが、業務内容を制限され

ると使いにくいんです。私に付いてくださっているのは研究支援員なので、研究に

関するグラフづくりやデータ入力などはしてくださるけれど、教育に関することは

印刷ひとつにしてもダメなんです。同じように、印刷だけにあらかじめ限ってしま

うと、人手が増えたのにそれを有効に活用できないのではないかという懸念があり

ますので、業務内容をできれば緩めにしておいた方がいいのではないかという意見

です。 

  教員の働き方改革については、この問題を調査して終わりではなく、業務改善の
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ための取組事例集「ＧＰＨ５０ ～GOOD PRACTICE in HYOGO 50～」を生かして、実

際に超勤時間を減らすにはどうしたらいいかということを継続的に考えていくなど、

まさにこれからやらないといけないことが山積みだと思っています。スーパーグロ

ーバルハイスクールなど素晴らしい取組を実施してリーダーを育てていくためには、

それに携わる教員の日々の負担をどうやって軽減していくか、そこの部分をぜひと

も次期プランにおいても強調していただきたい。 

  これを放置してしまうと、特に子どもを持つ女性は確実に排除されてしまうこと

になるので、優秀な女性が働き続けられるよう、または教員志望者が負担の多さを

理由に敬遠することがないような働き方にしていく必要があると強く思います。ひ

いては、知事が仰った「地域を愛する心」を育てることにもつながると思います。

私は勤務先の大学から一番大事な育児期にたくさんの支援をしていただきましたが、

やはり深い感謝の気持ちが湧いてきますし、兵庫県で生まれなくても、職業人とし

て大事に育ててもらうことで、地域への感謝とか忠誠心が生まれてくると感じます

ので、教員を大事にすることをお願いしたいと思います。 

（空地委員） 

  お話に出ていましたリーダー層の育成について、リーダーシップを持った人材が

必要で、特にグローバルな人材や先見性を持った人材が必要であるということは間

違いないのですが、みんながみんなそうなるわけにはいきませんので、教育全体の

底上げというのがやはり必要だと思います。 

  リーダーは「寛容である」とか「人の痛みがわかる」といった素養を本来持ち合

わせているのだろうと思いますが、ともすればそういう部分が忘れられがちになる

というような気がします。そういう意味で今回、道徳の教科化には少し期待をした

いところがございます。ただ、道徳を教える教員が自己啓発などに取り組めるよう

なシステムづくりが必要ではないかと思います。 

  それから教育格差ということが言われていますが、そういうことを無くすのも公

立学校が持つ大事な役割ではないかと思っています。家庭の経済状況と子どもの学

習能力とが相関するようなデータがたくさん出ていますが、家庭の経済状況に関わ

らず学力の底上げを図っていただきたいと思います。 

  次に、いじめの問題について述べさせていただきます。医療の世界では医療事故

調査機構という組織がございます。これは責任を追及する組織ではなく、事故が起

こった原因を究明して次の対策を立てていく役割を持っています。犯人捜しをする

ことではありません。いじめについても完全な匿名性を持って、責任を問われない
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形での情報収集が必要なのではないでしょうか。そしてそれを対策に結びつけ、全

員で共有できるようなシステムにしてほしいと思います。 

  また、教員の仕事が大変だという話がありました。昨年からストレスチェックの

制度が始まっており、ストレスがあると感じる方で産業医に相談したい方は申し出

ることができるのですが、昨年度、相談された方はそんなにたくさんおられない状

況です。教員は自分を律することに長けているのかもしれませんし、あるいは職場

の雰囲気として申し出にくいというようなこともあるのかもしれませんが、もう少

し救いを求めるようなことがあってもいいのではないでしょうか。部活動のお金の

管理も教員がしないといけないなど、本当に細々とした仕事が増えていっているの

ではないかと思います。教員の精神的な安定は子どもにとっても大変大事なことで

すので、教員のフォローアップ、それと教員が授業改善のためにスキルアップでき

るシステムを構築できればと思います。 

  それからもう一つ、今日の資料を見て驚いたのは、兵庫県の人口減少が福島県に

次いで全国ワースト２位であることです。若い世代の人にふるさとに帰ってきても

らうということを先程知事が仰いましたが、県外への流出を子どものときから食い

止めていくことも必要です。兵庫県は日本の縮図ですから過疎地もたくさんありま

すが、とにかく若い人が帰ってきてくれる、子どもたちがたくさん生まれる、そし

て充実した教育が受けられるという状況になってほしいと思います。 

（玉岡委員） 

  今年は兵庫県政150周年ということで、その原点に立ち戻って考える機会が大変

多いわけですが、港ができて兵庫県が始まったということから考えますと、当時の

人たちは世界と向き合うためにどうしようかと考えて、そこから自分の生き方を考

え、次の世代の教育というものを考えてきたように思います。しかし、トレード

（貿易）やビジネスの場面で、英語などの語学が必要であっても、それはツールに

過ぎないと思います。新学習指導要領で、英語を早くから導入することになってい

ますが、使える英語を習得するようにしないといけません。国語力も身に付けず、

国の歴史も知らないままに、英語のスペルを綴ることだけに時間を費やすのは、本

末転倒だと思います。原点に返って我々がすべきことは、日本人として向き合える

力を持っている子どもたちを育てる、これに尽きると思います。 

  当時の日本人は、トレードするときに何を売ろうかとまず考えただろうと思いま

す。先に開国していたアジアの国々の中には、何も売るものがない、つまり作るも

のがない国もありましたが、日本は幸いなことにものづくりができました。 
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  「ものづくり高度県」には私も大賛成ですが、作る「もの」には技術やテクノロ

ジーを必要とするものと、もう一つ日本人の美的感覚を生かしたものがあります。

150年前にそうしたものが神戸港から輸出されたことは明らかです。ただものを作

るということではなく、日本人の作ったものは精巧であり、しかも美しいという評

価を私たちは誇りにすべきであり、今後も伝えていかないといけないと思います。

その美しさとは何かというのを辿っていくと、資料１の右側に挙げられている「豊

かな心の育成」、ここが一番大事になってくるのではないかと思います。いろんな

相手にきちんと適応でき、そして向き合っていける、フレキシブルに動ける、とい

うのは、心が豊かであるからこそできるのだと思います。 

  昔は豊かな心を育成するのは地域社会の役割で、祭りは若者たちを村の組織の中

に取り込む通過儀礼の要素がありました。また、自然への畏敬、畏怖、それから先

祖への敬意、累々と積み重ねられてきた地域の歴史に対する敬意なども地域で教え

てきたと思うのですが、今、そういう場がなくなっている状況では、教育が引き受

けないと仕方が無いと思います。 

自然への畏怖、先祖への敬意、文化への感動ということは日本人の優れた感覚で

すが、美しいもの、清らかなものには神が住まうという概念は宗教につながってき

ますので、どうしても教育で扱うとなるとナーバスになる部分だと思いますが、

「道徳」の教科化に際しそういう部分を教えることで、見えないものを感じられる

子どもを育てることが豊かな心の育成ということになってくるのではないかと思い

ます。 

  さらに突き詰めますと、知事が仰ったふるさとへの愛着、郷土への愛情にもつな

がると思いますが、残念ながらふるさとそのものがどんどん姿を変えています。田

んぼが次々と姿をなくし、去年聞こえていたウシガエルの声が聞こえなくなったり、

水路掃除のときに見つけていたザリガニがいなくなったり、ふるさと自体が変容し

ています。ですから、ふるさとの変容に何とか歯止めをかけて、そこに住んでいる

生きとし生けるものを、森羅万象を感じられる環境を子どもたちに残していけるの

かということも、大人の反省点だと思います。ふるさととは心を入れる入れ物であ

り、育てる揺りかごでもあると思いますので、ふるさとへの愛着心を育てると言う

前に、ふるさとを何とかしないといけないということも、同時並行でやっていかな

いといけないような気がします。 

  そしてふるさとや兵庫の美しさに気が付いたときに、美の反面である美しくない

ものについても教える必要があります。今の日本人が忘れているものはこれなので
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す。美しくないもの、いわゆる恥の概念、これは家庭や地域社会で日本人が教えら

れてきた概念ですが、今は、恥ずかしいとか、そんなことをしたら格好悪いという

ことを教える場が少ない。いじめという問題もこういうところに出てくると思いま

す。そういうことをしている自分を格好悪いと思わないか、本当に恥ずかしくない

自分はどんな姿であるか、そういうことと向き合う場が、今本当に少なくなってい

ると思います。 

  人間としての美学を教える、そういう教育をもう一度、我々大人も考え直さない

といけないと日々痛切に感じています。恥を恥と感じられる、人としての美学を持

った兵庫の子どもを育てるという意味でいろんなところを見直していく必要がある

と感じています。 

（井戸知事） 

  教育委員の先生方から日ごろの思いの丈をお話いただきまして、本当にありがと

うございます。仰っておられることはそれぞれごもっともです。そのような高みを

目指してどのように組み立てるのかが大変難しいと思っています。 

  「ものづくり高度県」という言葉がいいのかどうかはともかく、兵庫の特色はも

のづくりですので、ものづくりをもっと発展させていくための人材育成をどのよう

にして図っていくのかが課題です。今、理科離れということが言われていますので、

その対策の一つとして小学校の教員に理科の実験の研修機会を設ける事業を展開し

ていますが、ものづくりの高度化を目指す手段をどのような形で制度化していくか、

創り上げていくかということが牧村委員の御指摘に対する我々の対応ではないかと

感じました。 

  清水委員の話は大変難しいのですが、私は体験教育のフォローアップが欠けてい

るのではないかという気がしています。体験を積ませることは非常に良いのですが、

どう感じたのかとか、何を考えたのかなど、自分の中でどのような変化が起きたか

ということを書く、あるいは話す、ということを、体験教育のフォローアップとし

てもっと強化していくことが清水委員の御指摘に応える一つの方法ではないかと感

じました。 

  それから村田委員の御指摘はまさにそのとおりで、なぜ教員が忙し過ぎるのかと

いうことを考えないといけないのですが、何回も分析してきましたが、御指摘のよ

うにあまり改善していません。 

  スクール・サポート・スタッフは、印刷作業だけをしてもらうのではなくて、授

業準備などの補助をする人たちですが、この人たちをどのように効果的に活用する
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かということが重要です。教員は自分自身でやってきた方が多く、あまり人を使っ

たことがありませんので、うまくスタッフを使っていい成果を上げるということが

この事業の中では必要だと思います。 

  業務改善のための取組事例集については、まとまったから終わりではなくて、各

学校で業務改善に取り組む際の参考や、研修資料として活用しようとしています。 

  空地委員の仰った、道徳性をどう高めていくかということは、子どもも教員も両

方だと思いますが、多面的なのでなかなか難しいですね。 

  平成23年度に作った道徳教育副読本の内容は、諸先輩の生き様みたいなことを紹

介しており、指揮者の佐渡さんになぜ指揮者になったのかを語ってもらうなど、い

わば人生の先達の生き様を示しています。これも先ほど清水委員から御指摘のあっ

た体験教育のフォローアップと同じように、道徳や先達の生き様を学んだ後に、そ

れをどう受けとめたか、どこが参考になったか、参考にならないならそれでもいい

から、言わせるなり、書かせるなり、発表させるということが重要なのではないか

と思います。 

  それと教育格差の問題は難しい。塾に通わせるための助成措置への要望が最近は

強いです。塾に行ったら教育格差がなくなるのかという問題もありますが、ただ塾

に行った方が学力が伸びているらしいので、その点からすると一つの手段かもしれ

ませんが、どう考えるかですね。 

  いじめの問題は、仰いますようにいじめ分析機構のようなものを創って、情報を

しっかりと分析をするというようなアプローチがないと、繰り返してしまうという

ことになるのかもしれませんので、その御指摘の点は今後の課題にしていったらい

いのではないかと思います。 

  それから人口の社会減については、兵庫が絶対数として福島に次いで２番目です

が、減少率とすると22～23番目です。なぜ多いのだろうかと考えてみると、新潟と

か静岡とか兵庫など、従前は大都市近郊で人口が増えていたところで、しかも、県

の面積が大きくて県内でも地域格差がかなりある県からの流出が大きいようです。

これは全国的な傾向にあります。大都市集中がその県の中でも進んでいて、その結

果として県外へ出ていく、東京への集中と同じような構造ではないかなと思います。 

  兵庫県の場合は20代の就職の時点と、子どもを産む適齢期の20代から30代前半の

女性の流出が大きい。20代の就職適齢期の男女と出産適齢期の女性をターゲットと

した対策をやらないといけないと思っています。 

  玉岡委員が仰った美意識については、しつけの問題だと思うのですが、結局は家



－14－ 

庭の教育力が落ちてしまっているのだと思います。昔は家庭で教育していた分野で

したが、今は公的機関である学校がやらざるを得なくなってきています。この分野

は、教えるというよりは体験で学ばせる、あるいは演劇を見せる、映画を見せる、

本を読ませるという疑似体験をたくさんさせるということが必要なのではないかと

思います。それは清水委員が仰ったインターネットの話とも関連していて、ネット

を利用する時間の長い子どもというのは、人間性などが素直に育っていかないとい

うことが指摘されています。 

  ネット依存症は大変な病気と聞いています。我々も調査をしてみますと、依存症

になりかけているような子どもたちがかなりいるということで、学校も取り組んで

いますが、さらに力を入れていく必要があるのではないかと思っています。 

（清水委員） 

  道徳教育の進め方については教育委員会でも何度か議論する機会がありましたが、

確かに知識とか正解を指し示して、その価値観を学ばせるというようなやり方では

ないのだろうと思います。 

  ある学校で教員が、「５人の子どもに椅子が３つ、何人座れないでしょう」と算

数のつもりで問題を出したのですが、子どもが「詰めたら５人座れる」と答えたそ

うです。その心根の部分、要するにみんなで座れたらいいよねという気持ちがある

と、「詰めたら座れる」という答えが出ます。では電車に乗るとき、空いていると

きは自由に座る、少し混んできたら詰めたり、もう一人座れないかなと思って見る、

どんな状況になっているか周りを見て判断する。ところが、今は優先座席に座って

スマホゲーム、自分が座っている場所も気にしない、周りに立ってる人も見えず、

どれぐらい混雑した状態になっているかも気付かず、うっかりしたら降りる駅すら

忘れてしまってゲームに興じている。回りを見ない、いや見ようとしない、そうい

う状況について、子どもたちにどう思うかと聞いてみると、いろんな気付きを彼ら

は持っています。基本は家庭教育なんですがね。 

  おもしろかったのは「うさぎとかめ」のお話で、ウサギは寝そべっていたからカ

メに負けちゃったのですが、「ウサギさんがゴールしないで寝ていたのは、一緒に

ゴールしたかったから亀さんを待ってたんだよ。そうでなければ、先にゴールして

それから寝てればいいのにね」とある子どもが言うんです。確かにそういう考え方

もあると思いました。そうすると、亀さんがウサギさんを起こして、待たせてごめ

んねと言って一緒にゴールをするという話になります。 

  こういう話を聞くと、最近何かあると「神対応」なんてことを世間では言います
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が、十分子どもたちは考える力があると感じます。人に好かれたり、喜ばれる体験

は心根をしっかりさせることにきっとつながると思います。楽しい試行錯誤の経験

をすることが大切です。 

流行の歌の詞で、「電車の中で高校生が席を譲ろうと思い、勇気を持って替わろ

うとしたら、私は大丈夫だって座ってもらえなくて、席がぽつんと空いたままにな

って、寂しそうなその席を見て一日が終わった」という内容なのですが、何となく

がっかりの彼はそれを笑い話にしようとします。どうして座ってくれなかったんだ

っていうやっかみでもなく、そういう出来事をエピソードとして語れるのは、彼の

心が柔らかくやさしいということです。このように道徳教育では、心の硬さをほぐ

してやるとか、心の復元力みたいなものを育ててやるという形の教育が大切なので

はないのかという気がします。 

  今、野球の大谷選手が、アメリカでの態度や行動を評価されていますが、彼は心

根としてそういうものを持っているわけです。今の若い世代が、彼の態度や行動を

素敵だと思えるということは、若い世代の人たち自身もそのような素地を持ってい

るということです。それを態度化・行動化・言語化させることが教育の機会で学べ

たらと思います。 

それを引き出すのが道徳教育だろうと思いますが、電車の優先座席は立って替わ

るべきだという理屈から入るのではなくて、「替われたら格好いいよね」、「自然

とできるってすごいじゃない」というように、気付きとか感性みたいなものをむし

ろ刺激してやる。それが教室の中でのやり取りであっても構わないと思います。 

その一方、自分中心の興味や欲求の一方通行になってしまうのがネットの怖さで、

見た目がおもしろいものがとにかくたくさんあるので、考えるよりも先に飛びつい

てしまいます。 

  60年ほど前にテレビが普及した時、「一億総白痴化」と言った有名人がいました。

そのことを考えると、今のネット社会を一億総何と表現すればいいのかというぐら

い席巻されています。電車に乗ると、８割方が手元にらめっこです。あれは異様な

光景だとなぜ皆は思わないのかというと、自分もその１人だからです。 

（牧村委員） 

  先程のリーダー像について補足させていただきます。小学校や中学校、高校で高

齢化社会とか環境エネルギーとかIoTなどについて議論できるはずがないのですが、

ただ大人になったときに、幼い頃の教育が明らかに影響してるということを感じま

す。 
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  産官学でいろんな方々と交流させていただく機会があるのですが、素晴らしい仕

事をした人たちの幼い頃の話を聞くと、やはり多様性のある教育とか、知事が言わ

れた深い疑似体験をするような文学を読んだとか音楽をやった経験があるそうです。 

  リーダーの育成に関する議論が少し抑えられてきた風潮があるので、それを少し

持ち上げようという意味で申し上げました。当然、リーダーの育成については、空

地先生も仰ったように、気を付けないといけないところがあって、変なエリートに

なっては困ります。昔の武士道では弱い者いじめをするなとか、惻隠の情を持てと

いうような話がありました。一方ではそういうところがないと変な指導者、リーダ

ーになってしまいます。何のためのリーダー教育なのかわからないということにな

りかねませんので、そこには十分注意をしないといけないと思います。 

  ただ、いずれにしても日本はこれからある意味で国難の時を迎えていくわけです

から、県が地域創生を推進していくためには一定のリーダーが必要だという意味で

述べさせていただきました。 

（玉岡委員） 

  グローバル化と専門性を高める特色ある専門学科の設置に関してですが、昨年、

私は委員を代表して全国都道府県教育委員会連合会でアメリカのワシントンＤＣに

視察に行かせていただいて、何校か実際に見てきたのですが、アメリカも、自国の

弱点を把握し、それを国策で何とかしようという姿勢が強く感じられました。アメ

リカではテクノロジー系、理数系が弱いということで、それに特化した学校として

創ったトーマス・ジェファーソン・ハイスクールを視察しました。アメリカの公立

高校には入試がなく、希望者は誰でも入れるのに、ここは入試を導入しました。そ

の結果、優秀な人材を集めることができ、入学後すぐに企業からの奨学金を個人的

に取らせていきます。 

  学校の入口に数字がズラッと並んだものが掲示されていたので、何の数字ですか

と聞くと、「我が校の生徒が取得した奨学金の総計です」と言われました。返さな

くていい奨学金です。アメリカの寄附の概念というのは日本とは全然違いますので、

全く同じようにできるとは限りませんが、企業としても早くから優秀な人材を見つ

けて、その生徒に専門的な研究をさせ、その生徒を技術ごと採用します。こういう

方法で科学分野の底上げをしようというのが肌で感じられました。日本でできるこ

ととできないことがあると思いますが、一番できないのは寄附だということを実感

しました。日本でもファンディングとかふるさと納税のような形で、遠く離れてし

まっているけれども自分の母校から優秀な人材が出てほしいと願う人たちからの寄
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附を募るとか、何らかの財源確保を別の視点でやらないといけない時代に来ている

のではないかと思います。公的な財源でできることには限界があって、このままで

いると、アメリカの現実を見た時点で、勝ち負けを言うわけではありませんが未来

は見えているような気がします。日本では、平等にみんなが良い教育を受けられる

というのは本当にいいことだと思いますが、専門性とか抜きん出たもので国を引っ

張っていくような若い力を育てるためには、また別の視点が要るのではないのかと

いう気がしました。 

（井戸知事） 

  アメリカでは病院でも寄附をいっぱいもらっていて、大学病院に行くと一番目立

つ壁に寄附者の名前がたくさん書いてあります。 

  日本でも神社にはそういう文化がありました。 

  神社に寄附をして、名前を彫った石柱が今でもありますね。それからお寺でも寄

附者一覧というのが張ってあります。それが他の分野に広がらないんですね。だけ

ど、仰るように教育は税金だけでやるのかということが問われているのかも知れま

せん。 

（西上教育長） 

  知事からいただいた提案に現状で返せる部分だけ説明します。 

  まず進学重点校については、特色化の中で状況を見ていただけないかと思ってい

ますが、一点、新しい大学入試制度に対応するための英語教育の充実が課題である

と認識していますので、工夫したいと考えています。 

  それと県立高校の定員割れの件ですが、該当校では、原因を分析しながらどのよ

うな対応が必要であるか検討することとしています。 

  また、県政150周年やふるさと意識の醸成につきましては、昨年度から予算をい

ただいております「高校生が考える県政150年記念事業」の成果発表を見ていただ

きたいと思っています。 

  そしていじめの対策ですけれども、昨年「いじめ対応マニュアル」を改訂して、

生徒の異変に気付くことが大事だということと、学校全体で組織として対応できる

ように仕組みを作るということに特に力を入れましたので、それをベースに引き続

き取り組んでいきたいと思っております。 
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３ 閉会 

 

（山口企画県民部長） 

  それでは、時間が参りましたので意見交換を終了させていただきたいと思います。

本日は貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。 

  なお、本日の議事録については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たいと思います。また、次回の会議については改めて調

整をさせていただきますのでよろしくお願いします。 

  それでは、閉会に当たりまして玉岡教育委員から御挨拶をお願いします。 

（玉岡委員） 

  閉会に当たり御挨拶を申し上げたいと思います。 

  本日は井戸知事を初め、荒木副知事、山口部長、そして松森部長におかれまして

は、大変御多忙の中、総合教育会議を開催していただき本当にありがとうございま

す。 

  県の教育の動きからまとめさせていただくと、今年の３月に国の中央教育審議会

から第３期教育振興基本計画についての答申が公表されました。AIの台頭やIoT革

命など、先行きが私たち大人には全く読めないような時代が来ております。そのよ

うな中で我が国の今後の教育政策の方向性が示されましたが、本県においても先程

の意見交換にありましたように第２期「ひょうご教育創造プラン」がいよいよ最終

年となりますし、現在の指標の達成具合を評価・分析し、また委員からもいろいろ

意見を言わせていただきながら、次期プランが本当に良きものになるように練り上

げているところでございます。 

  本日の会議で御提案をいただいた兵庫の教育の今後の方向につきましても、新た

なプランに反映させるなど、良い方向に持っていきたいと思っております。 

  これからも、この総合教育会議で知事のお顔を拝見しながら、膝を突き合わせな

がら御意見を交換できる場を持たせていただければと思っています。今後ともよろ

しく御指導のほどを申し上げまして、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。 

（山口企画県民部長） 

  それでは、以上をもちまして平成30年度第１回兵庫県総合教育会議を閉会とさせ

ていただきます。 

  委員の皆様、どうもありがとうございました。 


