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１ 開会 

 

（山口企画県民部長） 

  令和元年度の第１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。

本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

  私は、本日の議事進行を務めます企画県民部長の山口と申します。よろしくお願

いいたします。 

  それでは、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） 

  令和になりまして初めての兵庫県総合教育会議でございます。令和の時代もどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

  私も新天皇の朝見の儀に出席させていただく機会がありまして、大変緊張して臨

みました。天皇陛下のお言葉は皆さん御承知のとおりで、大変厳かな式典でありま

した。私は、後ろのほうの席でしたので、なかなか前が見えなくて、後でテレビを

見て、このような感じだったんだなと実感できました。 

  ８分ぐらいの時間でありましたが、あのような歴史的な場面に立ち合えたという

ことで大変喜んでおります。 

  それから、教育界を取り巻いているいろんな諸課題がありますが、先日読売新聞

を読んでいましたら、麹町中学校の新しい取組という記事がありましたので、資料

としてお手元にもお配りさせていただいています。義務教育の世界でもいろんな取

組がされてるんだということを実感いたしました。 

  そのような意味からすると、兵庫県の小・中学校や高等学校でも、何か先進的な

試みをやってくれるようなところが出てきてもおかしくないのではないかなという

感じを持っております。県立大学附属中学、高校がありますが、あんまり際立った

活動を展開しているふうには見えないので、まずはしっかりとした活動を是非して

いってほしいと思っております。何が勝ちで、何が負けなのかという比較の対象は

いろいろあるのかもしれませんが、県立大学の附属中高に頑張ってほしいと感じて

います。 

  あと、大きな変化として、この１０月から幼児教育の無償化が始まります。懸念

しておりますのが、義務教育、特に小学校に行くようになると、家庭教育も学校で

教育をしてもらったらいいというふうに、学校への依存度が高まってしまう傾向が
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あるのではと思います。 

  それと同じようなことが、保育所とか幼稚園とか認定こども園の無償化により、

そういう施設への依存度が高まってしまうということもあり得るのではないかと懸

念しております。そのために教育委員会が事務局になっていただき、幼稚園と保育

所と認定こども園、幼稚園も公立・私立合わせて協議会をつくって運営をしていこ

うということにさせていただきました。 

  その協議会を中心に、幼児の家庭教育におけるいわばガイドブックのようなもの

をまとめて、お母さん方や家庭に配るという事業を今年度予算化し、しっかりと取

り組んでいきたいと思っております。 

  それから、もう一つの大きな課題が働き方改革と思っています。先生方の働き方

をどのように効率化するか、勤務のけじめをどのようにつけていくかということが

働き方改革の大きな課題ではないかと思っております。 

  一般公務員は、土日も入れて一月の残業時間が原則として４５時間以内です。土

日も入れて４５時間以内という話になっていますので、これはかなり厳しいキャッ

プがはめられることになっています。ただ、他動的な勤務を強いられる場合は除か

れます。国家公務員でいうと、国会待機などは除かれます。我々も議会対応は除か

れますが、学校の先生の場合はどうなのでしょう。災害とかはもちろん除くという

話しなんですが、これも運用が結構厳しいものがあるのではないかと思っています。 

  そのような意味で、新しい試みですが、教頭先生が非常に忙し過ぎるということ

もあり、各学校の仕事を支援する支援員をモデル的に、全校に１人配置をするとい

う措置を行うことにしました。ただし、これらの効果を、見定める必要があると思

っております。 

  英語教育が本格化する点は、教育委員会でしっかり取り組んでくれていると思っ

ております。 

  また、最近は交通事故が非常に多い、しかも昨日は保育所の子どもたちが犠牲に

なりました。事故というのは、予測もできないし、予防もしにくいのですが、やは

り起こることがあり得るんだということを前提にしながら行動をするということは

非常に重要だと思っています。そのような意味で、注意喚起をしっかりしていけれ

ばと思っている次第です。 

  冒頭に当たりまして挨拶は、以上とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 
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２ 議事 

【資料１】「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な背策の大綱の制定」及び

【資料２】「未来への道を切り拓く力の育成に向けた対応（論点）」について山口  

企画県民部長がそれぞれ説明 

 

（山口企画県民部長） 

  ここからは意見交換に移りたいと思います。どの論点についてでも結構ですので、

御意見をいただけたらと思います。 

  意見交換はおおむね１４時５５分までを予定しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  どなたからでも結構ですので、お願いいたします。 

 

（牧村委員） 

  それでは、提案の１－２の英語と提案の３－２のＩＣＴについて少し意見を述べ

させていただきます。 

  まず、英語力についてですが、ぜひ積極的に進めていただきたいと思っておりま

す。企業側からの視点でいきますと、英会話はＩＣＴなどと同じく会社員として極

めて大事ですが、あくまでもツールです。ツールなら、大工さんの大工道具ではあ

りませんが、習熟するには早ければ早いほうがいい。 

  私が意識的にツールと申し上げたのは、日本の英語教育は、ともすれば英語学、

英語学教育になりやすい。特に我々の世代は文法とか発音を意識する余り、日常会

話ができなくなる傾向になりがちでした。ほとんどの人は、英文学の先生になるわ

けではないのですから、もっと英語を自然に話せるように誘導すべきだと思います。 

  ビジネスの現場では、その国の文化とか、歴史、食べ物、スポーツの話題は必須

です。例えば、この地に来た外国人がアメリカ人ならアメリカンフットボールの話

から始まって、その方の出身地、オハイオならオハイオ、それから趣味の話でまず

盛り上がります。一方、彼らが日本食や明石の鯛を食べたとか、日本酒の話題から

入って、最近ですと皇室などの歴史と伝統にも触れられてくると、よい流れになっ

ていきます。 

  その後のビジネスの交渉ではもう侃々諤々となり、事務系なら契約や価格、納期

の話、また技術系なら性能とか品質とか製造の話などで、大いにもめます。もう嫌

になるぐらいもめるんですが、最後は契約書という膨大な合意資料で幕を閉じます。 
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  これらは、基本的に海外経験の長い社員が担当することが多いのですが、最初に

述べた前振りの話、文化とか趣味とかスポーツとかそういう話は非常に大事で、そ

ういう話からしていかないと相手は大前提を崩すような議論をしてきます。前振り

の話を通じ、ある程度同じ土俵だなと感じると、議論は物すごくもめますが、最後

は話がまとまります。 

  そういうことで、前振りの話から契約の話まで、うまく仕事の話ができた人は、

やはり若いころから英語好き、英会話好きだったように見受けられました。私なん

かは、非常にうらやましいと思っていました。 

  一方、保護者の視点で見ますと、やはり受験が気になるわけです。これからはや

はり英会話が重視されるが確実ですから、一歩先へ進めていくことは極めて望まし

いと思います。今後、英会話とＩＣＴは、好き嫌いにかかわらず絶対的不可欠なツ

ールで、持ったもの勝ちと、若いときにやったもの勝ちだというふうにやればいい

と思います。新興国の方も、非常にこの辺は進んでいるというのを実感しておりま

すので、ぜひ県が主導して、一歩先を行くべきだと思っております。 

  英会話を強調しましたが、大事なこととしては日本語教育、国語教育もおろそか

にしてはいけないと思っております。考えるのは、英語ではなくて日本語ですから、

若い人たちが根本的なことを考えていく上では、むしろ国語教育を深めるべきだと

思います。 

  それから、二つ目がＩＣＴの活用です。ＩＣＴを理科や社会に積極的に活用すべ

きで、特に理科教育においては重要だと思います。知事がよく理科離れの話をされ

ますが、これにはＩＣＴの活用こそが非常に大事だと思います。例えば、宇宙の構

造とか、ブラックホール、それからビッグバンなどのとてつもなく大きな話は、紙

に書いてもわからない。あるいは、命の設計図と言われている遺伝子とか、ＤＮＡ

などの超ミクロの世界は、コンピュータグラフィックや動画なども多用し、何より

も興味を喚起して、理解を深め、理科離れを食いとめる必要があると思います。要

は理科はおもしろいんだ、フレミングの右手や左手じゃないんだぞということを教

えてあげることは大事です。 

  理科と同じように社会でも、単に地理を覚えるというのではなく、長い地球の営

みを経て、今の地形があるということを知れば、理解がずっと深まるはずです。 

  一方、ＩＣＴは国語教育などには余り使えないのではないかと思います。やはり、

本を読み、頭脳を使うという行為が大事ですから、ＩＣＴを非常にうまく使える科

目と、必ずしもそうでない科目というのがありますので、教育にも不易と流行のバ
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ランスが重要だと思います。 

  参考として、テレビの番組でも、ＩＣＴを盛んに使われていますが、私がおもし

ろいなと思ったのは、例えば、ブラックホールとビッグバンの話です。星座の最後

はブラックホールに飲み込まれます。光さえ届かない、その奥の奥、その奥底とい

うのがどういうものかというと、実は宇宙誕生の瞬間、ビッグバンの一番最初のほ

うと数学的には同じなんです。 

  要するに、宇宙の終わりのブラックホールの奥と、今から始まるビッグバンは数

学的に同じだというような話や、あるいはユーラシア大陸のプレートにフィリピン

のプレートが沈んだ結果、カルデラ大噴火が起き、日本の国土は形成された。こう

やって阿蘇山ができたのかということを理解できれば、単に社会で九州に阿蘇山が

あるというふうに覚えるのと随分違います。 

  それから、最近特集していましたが、今は犯人が残したわずかなＤＮＡから犯人

の顔を描けるんです。今まではＤＮＡの２％のところだけ遺伝子が動いていたとい

う話でしたが、それは間違いで、ごみだと言われていた残りの９８％が、実はいろ

んな役割を果たしており、人間の顔でも全てのことを決めているとのことです。 

  これは、中学生や高校生には難しい話ですけれども、理科はコンセプトが大事で、

何か覚えて例題を解くという話ではないんです。 

  だから、英会話とかＩＣＴを、これから生きていく意味でのツールだと考えて、

まさに「未来への道を切り拓く力の育成」に使っていただければと思っております。 

  ちなみに、教育委員会で「未来への道を切り拓く力の育成」というタイトルを考

えました。その中で、英語力とかＩＣＴというのをうまくやっていただいて、若い

人たちがこれから強く生きていくための一つの力になっていければと思います。 

   

（清水委員） 

  私は、専門が社会教育、特にアウトドアも含めた体験学習の分野です。我々人間

の先祖はキャンプ生活をしていたわけで、その中で、自分たちの営みをやってきま

した。それを教育の手法として初めて使ったのが、１８６０年、アメリカのコネチ

カットというところで、目的を持ってプログラムを組み立てて指導者が指導すると

いう形が初めて行われました。 

  そのころは産業革命がどんどん進捗して、都市労働者が増え、生活環境が悪くな

ったため、子どもたちを郊外に連れていき余暇を健康に過ごしましょうということ

からキャンプは始まったようです。 
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  ところが、第一次世界大戦を経験して、民主主義教育の一環としてキャンプをす

る時代に変わります。経験とか、自主的な活動を重んじる教育改革の流れが、その

ころから積極的になり、健康や体ということも大事ですが、その時代を生きていく

子どもたちがどんな精神を養っていくべきかというテーマが入っていったわけです。 

  その後、グループワークの手法や冒険教育、あるいは環境学習というテーマがど

んどん入ってくるようになって、徐々に学校外教育が持つ意味、価値みたいなもの

がそれぞれの国で発展しました。 

  兵庫県も全国に先駆けて自然学校をスタートさせました。これは、注目されるべ

きだと、私は思っています。ただ、長年やってきたことの積み重ねを最近総括され

る機会が出てまいりました。子どもたちがどうなっているかという問題意識を持つ

ことが増えてきたように思っています。 

  コミュニケーションとか学習のツールの中に、パソコンが入ってきます。さらに

は、ＡＩが入ってこようとしています。大人が使って便利なものが子どもの生活に

直接入ってきているとお考えいただければと思います。みなさんは、街で道に迷わ

れると、どうされますか。スマホですよね。子どもたちに聞いてもスマホなんです。

間違いなく「人に道を聞く」という言葉は返ってこない。つまり、スマホという問

題解決のツールがあるわけですから、これほど楽なものはなく、辞書をめくって何

百ページも探していくというような、探し当てるという行為をやらない。 

  ＡＩということを申し上げましたけど、これは労働者不足の肩がわりをしてくれ

る代物になりますが、一方で、ＡＩができるレベルの労働しかできない人は失業す

ることになります。グローバル社会で経験したことは、富の集中と格差社会がもた

らした弊害が大きかったということではないかと思うわけですが、ＡＩの普及でも

格差が広がります。 

  先ほど、牧村委員がおっしゃったテクノロジーというものはある分野で重宝でき

るし、利便性はある。しかし、一方で、成長過程にある子どもたちにとっては、こ

れは両刃の剣となる。遊ぶべき時期に遊ばない。今の大人たちは、うるさくなると、

子供にゲーム機を持たせておとなしくさせておく。 

  つまり、子どもたちからすると、アプリで遊んでいるんじゃなくて、遊ばされて

いるんです。それを売ることで、事業が成り立つ分野も出てきているようですが、

私は、それを非難する考えではありません。大人たちにとっては新しい産業ですか

ら。また、学校の授業より実は塾のほうが楽しいと言っている子どもが、最近いま

す。これは学校の授業が塾に負けている可能性もなくはないんですが、勉強がわか
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ることの面白さも含めて、塾が一つの産業になっている時代となってきている。 

  子どもたちの生活環境がこれほど変わってきた時代がないわけです。しゃべると

検索してくれる機械があるわけです。知らない町に行って「この辺でおいしいラー

メン屋さん」って機械に言うと、何件か出てくるわけです。こういうツールが、子

どもたちの暮らしの中に入ってしまったら、彼らは一体どうなるのだろうと考えま

す。私は、こういう状況の持つ意味をもっと親とか、学校の先生が知るべきだと思

います。 

  一方で、その便利なものは、長寿社会をつくり支えています。私は、高齢者の生

き方モデルを探さなきゃいけない時代に、そういう方たちに学校教育応援団に参加

してもらうべきだという別の考えも持っています。 

  ＡＩロボットが遊び相手をするようになると、面倒な友達とやりとりをするより

ＡＩロボットのほうが楽しいに決まっています。緊張感がなく、ある意味、楽しみ

しかない。私が行っている学校で調査すると、友達が多いけど親友がいないという

学生が、出てきます。込み入ったコミュニケーションになると緊張関係に耐えられ

ない。すぐ、仲よくなるくせにそれ以上深まることにちょっと緊張感がある。地域

も世代が出会う場所にはならなくなり、彼らが思いを持ってかかわり合うという場

面がどんどん少なくなっていく。 

  そういう実態の中で、自然体験というよりは人間体験、衣食住、働く、遊ぶ、こ

れが今の子どもたちが体験すべき活動なのではないかと思います。いろいろなもの

に触れることも体験活動ですが、やはりそこに五感を刺激しながらする体験は、余

韻が残るのです。余韻が残る体験って何だろうということになると、やはり痛みや

苦労を伴ったり、そして一緒に何かをなし遂げたり共に感動するという体験です。 

  子どもたちは自分の手ごたえや工夫で何かをこなすことが本来的に好きです。私

は、子どもたちにとって、必死の御飯作り、これほどの冒険はないと思っています。

うまくいかなかったら美味しくない御飯食べなきゃいけない、慣れない包丁を使う

場合も、「危ないよ」っと慎重になる。自分たちの勘や皮膚感覚で御飯をつくるこ

とのほうがはるかに実体験としては、僕は価値があるのではないかと思います。そ

れをサポートしたり、評価したり、試行錯誤をうまく支援し持続させるリーダーシ

ップの知恵が重要だということになります。出来事を「自分の体験」にするのです。 

  ここでのリーダーの基本は何かというと、せっかちではないことなんです。答え

を出さなくても一緒に「にこっ」と笑いながら、「うん、それでええねんで」と言

ってくれるような、ユーモアのある待てる指導者の方です。科目を指導する教室の
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中のリーダーシップとは本質的に違うものだと、私は思っています。あとは、集団

を育てるグループワークの技術です。 

  自身が集中し楽しめないと体験活動ではないわけです。指導する方たちは、既に

このことの大変さや辛さ、面白みを体験しておかれたほうがいいということになり

ます。これはテキストで学ぶリーダーシップではないと思います。 

  私は、キャリア能力の資質とか基盤というものは、こうした子どものころの遊び

とか仲間との体験の中にこそ根幹があるのではないかと思います。学校は、強いて

言えば出された問題を解くところというイメージがあります。 

  その一方で、社会は自分で問題を見つけるところだと思います。人間関係の問題

では、周りが自分をどう評価するかが気になりますが、より大切なのはあなたが周

りをどう捉えているのかということです。それによって見えるもの見るべきものが

違ってきます 

  キャリア教育も始まりましたが、私は色々な状況への適応性というのは、既に幼

児教育の段階から、他者との関係性の安定や豊富な体験が意味をなすのではないか

と思います。 

 

（村田委員） 

  私は、論点２の家庭教育に関することについて、親として、保護者として子育て

をしてきた実感に基づいて家庭教育の話をしたいと思います。 

  私は今、大学教員をしていますが、その傍ら３人の子どもを育ててきました。１

人目の子どもは、今、高校３年生になりますけれど、１人目の子どもを育てていた

ときは、わからないことだらけの中で子育てをしました。 

  当時を振り返ってみますと、家庭教育は、確かにあとあとまで尾を引くなという

実感はしています。今、高３の子どもは、４歳から６歳まで海外で育ったというこ

ともあり、平仮名を覚えたり、算数を勉強したりする時期がすっぽり抜けたまま小

学校１年生の３学期に編入する経験をしました。特に国語は随分苦労しました。今、

高校生ですけど、いまだに苦労はしているなという気がしています。 

  私たちの住んでいたのがイギリスだったのですが、イギリスではまさに４歳から

６歳の幼児教育の時期は政策の上でもキーワードになっていました。１９９７年に

新労働党政権が政権をとって、ブレア首相が、「私が力を入れるのはエデュケーシ

ョン、エデュケーション、エデュケーションである」というスピーチをしてすごく

注目を浴びたかと思います。彼の言うエデュケーションというのは、まさにアーリ
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ーエデュケーション、６歳までの教育のことを指していました。 

  イギリスでは、教育費とか家族費のほとんどを、それまでは義務教育以降の子ど

もの教育に使っていたそうですが、この９０年代末の改革以降、アーリーエデュケ

ーションへとシフトしたそうです。なぜそういうことをしたかというと、やはりこ

の時期の教育はすごく大切で、特に低所得者層だったり、英語を話さない移民の子

どもたちが、この時期にどんな教育を受けたかでその後のスクールパフォーマンス

が大きく変わってくるとか、あるいはその時期にちゃんとサポートを受けないと後

に失業してしまったり、社会保障の世話になってしまう。だから、この時期の教育

にお金を費やすことは、お母さん支援とか女性支援ではなくて、むしろ将来の国民

への投資なんだと、そういう社会的投資という言葉がすごくはやっていた時期でし

た。 

  日本に帰ってきて、息子は小学校に転入しましたが、日本なりの教育というのが

すっぽり抜けた状態で日本に帰ってきて、非常に苦労しましたという最初の話に戻

ります。 

  幼児期の教育は大切で、これから日本でも、あるいは兵庫県でもてこ入れしてい

くんだというお話でしたけれども、それをやっていくに当たって、先ほどおっしゃ

っていた学校に丸投げになってしまうのではないかというようなことをそんなに心

配しなくてもいいのではないかという気がしています。 

  というのも、１人目の子育てしていた４歳、５歳の時期は、私は、何もわからな

かったので、例え日本にいたとしても適切な刺激を子どもに与えてあげられていた

かと考えてみると、できなかったかもしれません。今、３人目の子どもを育ててい

ると、例えば本をたくさん読んであげたら、それが役に立つとかそういうことはわ

かって実践もしているんですが、１人目のときにはほんとに雑な子育てをしていま

した。 

  家庭教育を強調し過ぎると、特に日本のように母親が家庭教育を担う社会では、

母親の資質によってばらつきが大きくなってしまいます。非常に熱心な、教育上手

な地域での人間体験みたいなことを上手に準備し、活動的に動けて、社交的で、そ

ういう専業のお母さんもたくさんいらっしゃいます。 

  その一方で、自分の将来もわからなくて悶々としていて、子育ても不慣れだと、

たちまち人づき合いが嫌になってくる。そうすると、子どもの遊び仲間というのが

自然には得られないような中での子育てになりますから、そういう家庭に家庭教育

をもっとしっかりしなさい、生活習慣をちゃんとしましょうと啓発、指導していく
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よりは、できない部分は学校なり学童なり保育所なりの機関が引き受けていくとい

うスタイルを整える方が、現状をかんがみて必要なことではないかなと思っていま

す。 

  学校か家庭かではなくて、地域というもう一つの駒があるわけですが、本当は地

域がもっと生き生きとしていたら、それが一番の理想だと私自身も思っています。

私は、近所の子どもたちとワイワイ言いながら育ってきましたが、そういう地域の

中で子どもが学ぶことがほんとはすごく大きくて、親が教えることができないよう

なことが集団から学べます。友達集団、仲間集団の中で学ぶこと、あるいは近所の

おじちゃん、おばちゃんから学ぶことがとても大きいと思っていますけれど、地域

を巻き込んでいくためには、やはりしっかりとした仕組みが必要だと思います。教

育委員会、あるいは県が中心になって場所提供を行ったり、資金提供を行ったり、

上手に宣伝したり、しかけをちゃんとしないと、地域の活動を知ってはいるけど余

り利用しないようなことになってしまうのではと思います。地域活動をうまくオー

ソライズしたり、金銭的にもバックアップしたりすることが必要なのかと思います。 

  要点をまとめますと、家庭教育をバックアップすることを余りマイナスに捉えな

い、家庭教育を保育所、幼稚園等がバックアップしていくことを余りマイナスに捉

えないで、進んでバックアップしてほしいというのが一つと、地域もそこに加わっ

てほしい、そのときには地域へのサポートも大事ということです。 

  最後に、家庭教育というときに私たちはお母さんを思い浮かべがちですが、イギ

リスではそうではなくて、アーリーエデュケーションというときに、お母さんがそ

ばにいて何かをしてやるというイメージではなく、子どもからの働きかけにそばに

いる養育者が敏感に応えてやる、それが大事だという言い方をよくします。家庭教

育の話をするときにお母さんが１人で担うことにならないようなことが大事かと思

います。 

 

（玉岡委員） 

今回、第３期「ひょうご教育創造プラン」も立派なものができました。他府県に

も誇れる骨組みができたのではないかなと思っています。私はその中で一番重視す

るのが、豊かな心の育成の部分で、心が豊かであれば、多少学力が劣っていようが

病気をして体力がなかろうが、いつか取り返せると信じています。 

  ３月に県政１５０周年記念イベントの締めくくりで、東播磨で開かれました疏水

とため池をドッキングさせた水のフォーラムというのに出演をさせていただいたと
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きに、地元の方々と触れ合う機会がありました。兵庫型体験教育、体験をすること

でふるさと意識を醸成させたり、豊かな心を醸し出すというようなことを何年もや

っていただいているわけです。もう既に１０年、数十年の積み重ねがある取組もあ

るわけなので、持続可能なものに発展形態にしていくという時期に差しかかってい

ると、感じました。 

  では、どうやったら今やっておられるふるさと教育、環境教育、そして道徳教育、

そういったものを、持続、継承できるかということですけども、一つ大きなネック

があることを担当の方々から聞きました。例えば疏水、ため池事業に情熱を傾けて

やってくださった職員の方が違う部署に異動になってしまうと、たちまちその事業

が途絶えるという現象があるとのことです。 

  やはりその事業のスペシャリストを残してもらいたいなという悩みを抱えておら

れました。兵庫県には全国に先駆けて、水を通じての持続可能な教育というものを

独自の教育として行える可能性があるというようなことも話させていただきました。 

  実際、兵庫県は分水嶺を持つ県で、北に流れる川、南に流れる川があり、それぞ

れ表情が違うし、それによって環境も違う。それぞれの地域で水がいかにその地域

に生きる人にとって命をつなぐ水であったか。そして、それを守るためにはどんな

技術革新をされたか。そして、それを得るために道徳を普及させたということもあ

りましたし、あるいはうまく工事がいくように祈りの芸能もあったわけです。そう

いうありとあらゆるものを学べるのが兵庫の水ということで、できれば私は、「兵

庫水の学校」というようなタイトルをつけて、あらゆる地域で学べるようにすべき

ではないかと考えます。 

  体験にまさるものなしで、東播磨県民局では雨の降らない地域で、どれだけ先人

が苦労したかということをまとめた「水を求めて」という冊子をつくりました。御

坂のサイフォン橋は、低いところから高いところに流す土木技術の近代土木遺産で

すが、それを見てから書く読書感想文には、ほんとにすばらしいものが出てきます。

単に、知識で得たものではなく、現地に行き、学び、自分で触れ、感じる、まさに

それが兵庫の体験教育を示してくれるような実例が蓄積されています。 

  こういったことを全県に普及させる。例えば、わくわくオーケストラ。私は、す

ばらしい事業だなと思っていますが、近所に大きなホールもなく、一流のオーケス

トラが来ないような地域の子どもたちが、たった一度本物のオーケストラを聞くだ

けで、どれだけの情緒が養われ、体験ということが心を豊かにするかと思うのです

が、こういったことも持続していかなければならない。そして、結果をつないでい
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かなくてはいけない。それはエデュケーショナル・サステーナブル・デベロプメン

トというふうに言われていますが、行政で行う教育もこの域に来ていると思います。

新しいことを花火のように打ち上げるのではなく、既に行われてきたすばらしいこ

とを収穫し、束ねて、そしていかに発展し、継続させていくかという議論をそろそ

ろ始めないといけないと思います。 

  その支障となっているのがスペシャリストがいないこと、それから、学校単位で

区切られているということです。瀬戸内沿いに住んでいる子が、北部に流れる円山

川の水の文化を学ぶことは、大きな学び、体験になるかと思います。ぜひ、そうい

う機会を何らかの形でやっていかないといけない。学校単位でやってくださいとか、

あるいは、自由な時間にやってくださいというのでは、先生方の負担がますます大

きくなりますし、専門家でない先生方には十分に内容を伝えられず悔いが残るかも

しれない。ですが、そういう場合に、スペシャリストを派遣すれば、簡単に解決で

きる問題かと思います。 

  私は、豊かな心を育む教育というのは、この兵庫県の大地、山とそこに落ちる水、

そしてそこに暮らす人々が紡いできた文化が全て教えてくれるものではないかなと

考えております。ぜひ、これからの教育の中にふるさと教育、いずれ兵庫県に戻っ

てきてくれる子どもたちを育てるのであれば、お金ではなく実は水がもたらしたも

のが兵庫県の一番の実りであるということを教えて伝えて、学ばせてあげることが

できればと夢想しております。 

  ということで、豊かな心の子どもたちが育つ、そういう兵庫県の教育を我々も持

続していかなければならないと思っております。 

 

（清水委員） 

  少しつけ加えたいことがあます。 

  学校と地域の連携というテーマがずっと言われています。学校が地域を必要とす

るのと同じく、実は地域も学校を必要としている。連携というのは、お互いに求め

ている部分があるので、片方だけが必要としている形ではこの関係は成立しないと

思っています。地域の出番があることによって、地域は元気になる。そこで誰が行

くべきか、どの仕組を使うべきかが問題になります。 

  学校支援地域本部事業でありますとか、放課後児童クラブなど、いろんな施策が

ありますが、それがどのように機能しているか、どこが評価されているかがわから

ない。実は、学校と地域のつながりは校長先生や管理職の方の裁量で動いていると
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ころが大きい。校長がよく地域の会合に出席しているとか、教頭先生が地域との関

係に熱心であっても、その方々が代わったらもう関係が終わりということになりか

ねない部分があります。でも、やはり学校は校長先生、教頭先生が動かないと、地

域とのかかわりが持ちにくいというのが、私の実感です。 

  スクールソーシャルワーカーというポジションがありますが、これはスクールカ

ウンセラーとは違う立場です。子どもの直接の事例にかかわるのはスクールカウン

セラーですが、スクールソーシャルワーカーというのは子どもの生活環境なり、少

し視野を広げて対応するという立場です。この方の動きというのが、学校の地域に

対する動き方として必要になってきているのではないかと思います。 

  先ほど、大変お忙しい教頭先生をサポーターする方が１人つくとおっしゃいまし

たが、やっぱり地域なら地域にかかわるとき、能力をお持ちの方に、地域団体、時

にはＮＰＯ、そして地域のもろもろのマンパワーをつなげる立場としてソーシャル

ワーク的に動いてもらうことが必要なのではないかと思います。 

  今、問題になっている親のネグレクトとか貧困の問題に、最初に関心を持つのは、

ソーシャルワーカーの立場なんです。そうした問題があると、子どもにその症状が

出る。例えば、何日もお風呂に入ってないような状態で学校に来ているとか、何日

も同じ服装で来ているとかということに気がついたときに、担任の先生は、どこに

相談したらよいか分からない状態で、個別に家庭訪問することはできないですね。 

  そういう問題が放置されると、その子どもがいじめの対象になったり、何かあっ

たときに、そうなるまでに何とかならなかったのかということが、必ずどんな事例

にも出てきます。それに最初に気づく問題解決のセンサーの役割をしていただく機

能が学校にはあるのかと考えると、弱いかおそらくないですね。 

  何かあったときに、一から関係をつくらなければいけないような状況が、今の学

校と地域の関係になっているのかなという不安があり、特に学校によって地域との

関係の密度が随分違ってきている。 

  学校という存在が地域のとても重要な要になっている流れの中で、地域の方たち

にいろんな協力をしてもらうメニューを校長先生の裁量で調整するのはとても大変

だと思います。私は、教育委員会や行政部局は地域団体のいろいろなところとつな

がりを持っているはずなので、地域連携を学校が考えるときに、調整的に裏方とし

て動かないと、多分校長先生や教頭先生の運動量とか、能力だけでは対応できない

んじゃないのかと感じています。 
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（井戸知事） 

  まず、牧村委員がおっしゃった英語にしてもＩＣＴにしてもツールだから、ツー

ルは身につけないとその人がハンディを負ってしまうということは、かなり理解さ

れていると思いますが、なかなか身につかない子がいます。身につかない子にどう

やって身につけさせるか、特に英語なんかは課題になるのではないかと思います。 

  と言いながら、赤ん坊から育った子は自然と日本語を覚えるわけです。というこ

とは、他の言語を覚えられるはずなんです。アメリカの社会の中で赤ちゃんから育

てば、日本語はしゃべれないかもしれないけど、英語がちゃんとしゃべれる。 

  ですから、そういう意味で、能力がないわけはないということです。どういう形

で取り組ませると効果があるのかということを模索していかないといけないと思い

ます。 

 

（牧村委員） 

  例えば昔は英語は中学から始めましたが、スタートが早ければ早いほどいいとい

うのが一つポイントじゃないかなと思います。 

 

（井戸知事） 

  そのことについては、二説あるんです。日本語もしゃべれない段階で英語を覚え

たって身につくはずがないという意見と、牧村委員のような意見とがあります。以

前は中学から始めればいいんだといっていたのが、今はできるだけスタートを早く

したほうがいいという傾向になっているということではないかなと思います。 

 

（牧村委員） 

  英語をやるかわりに国語も深化しないといけないということを補足させていただ

きます。 

 

（井戸知事） 

  最近、読解力がないという指摘がされています。例えば、問題を出してもその問

題の意義を理解できないというような課題もあると言われていますので、非常に的

を得た御指摘をいただいたと思います。 

  それから、清水委員の教育論を聞かせていただきました。ポイントは何かという

と、私は体験教育に力を入れているのは、百万遍お説教を聞くよりも、一度体験す

れば、十分それで理解できるはずだということを信じてます。特に人間形成の過程

において、時期に応じた体験をしてもらうことが子どもたちにとってはとっても大
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事ではないかと思っていす。それで、社会性が育ち始める小学校３年生で環境教育

をやります。生命の不思議さとか、命の大切さみたいなのを環境の現場で驚きをも

って、理解できなくても受けとめる。 

  例えば、種をまいて水をやったら、芽が出てきてそれが大きくなって、収穫時期

になると、お米ができるとか、トマトができるとか、カボチャができる。これは、

どう考えても不思議なことです。蝶々なんかもそうなんです。あんな芋虫からどう

してあんな蝶々になるのか。こういう命の不思議さみたいなことを感じられる時期

が小学校３年生です。アメリカの教育では、小学校３年生か４年生にそういう自然

体験をさせることが、教育課程に組み込まれているということを聞いたことがあり

ますので、そんなこともあり、環境教育を始めました。 

  もう一つ、環境教育を始めたのは、命は自分だけのものじゃないと。３６億年前

の生物の誕生から連綿とバトンがリレーされてきて自分に至っている。だから、こ

の命をきっちりと次の時代につないでいかなければいけないんだと理解することが、

必要ではないかと思います。 

  それで、最近おもしろいと思ったのは、不老不死です。人生１００年時代と言わ

れていますが、不老不死の求める一つの手段が、健康をどれだけ持続させていくか。

それともう一つは、病気をどう退治するか。不老不死の絶対の切り札は何かといえ

ば、命のバトンを渡すことなんです。つまり、親から子、子から孫という形で、命

のバトンが渡されていく。 

  これはあまり誰も言ったことがない話ですが、考えてみると、江戸時代の武士道

は、家を守る、家が持続する、そういうのが自然と命のバトンから道徳化されてい

た仕組みなんじゃないかと思ったりしています。 

 

（清水委員） 

  私も命の意味を実感することが大切だと思います。 

 

（井戸知事） 

  そうなんです。 

 

（清水委員） 

  トライやるウィークは、兵庫県が経験した須磨の事件が契機としてありました。

スピリッツを持って生きている人間と身近に出会うことというのがとても大事で、

実際に人間が生きている形にどう触れ合うかを実感できるかという、教室や黒板や
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テキストではできない体験ということがスタートだったと思います。 

 

（井戸知事） 

  兵庫県の体験教育は、基本的にほとんど何らかのきっかけがあります。ただ、中

学１年生のわくわくオーケストラだけは違います。これは、子どもたちにオーケス

トラを聴かせるという発想とオーケストラを維持するという発想の二つで今も続い

ています。 

 

（玉岡委員） 

  それも不老不死の一つで、命ではなくて、イベント、事業自体が連綿と続いてい

るという意味ではサステーナブルかと思います。 

 

（井戸知事） 

  やっぱり続けさせるとなると、しかけとコストが必要です。 

 

（玉岡委員） 

  そうですね。 

 

（井戸知事） 

  だから、そのしかけとコストをどのように組み合わせながら持続させるかという

のは、教育の世界でも必要な事柄ではないかなと思っています。 

  それから、村田委員のおっしゃいましたお話、大変興味深く聞きました。私が言

ってますのは、家庭教育を学校や幼児教育機関が引き受けることがよくないと言っ

ているのではなく、全面的に依存し家庭で何もしないという風潮が生まれてくるの

はいかがなものかと言っているだけで、うまくバランスがとれればいいのではない

かなと思っています。 

  それと、アメリカの研究では、幼児教育に投資をしたほうが高等教育の段階にな

って投資をするよりも投資効果があるらしいです。効果を図ることの是非はありま

すが、分析結果として出ているようですので、ようやく幼児教育に目が向いてきた

と受けとめ、その目が向いてきたことをどのように学校教育とつなげていくかとい

うことが課題になってくると思っています。 

  それから、玉岡委員がおっしゃった水をテーマにして教育、どちらかといえば、

ふるさと教育なのかもしれませんが、そういう提案は、やはり東播磨のため池王国

の王様である玉岡委員らしい発想だとお聞きいたしました。 
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  丹波の水分れの話は、分水嶺が１００メートルを切るんです。だから、日本海側

と太平洋側の昔の動物たちの通路だったらしいです。通路だったからこそ、私は丹

波竜の化石が出てきたり、いろんな生物の化石が出てくる宝庫になっているのでは

ないかと思っています。こういうことは、現地に行って、説明を聞いて、そして、

恐竜の化石を発掘すれば、すぐに身につく話だと思いますので、体験教育の中で組

込んでいくと、経験と知識が結びついてくれるのではないかなと思っています。 

  最後に清水委員がおっしゃった学校と地域との相互関係、特にネグレクトだとか

貧困なんかの事象を先生が気づいてもなかなか出かけていけない状況の中で、誰が

それの役割を果たすのかという御指摘は、直ちに解決しにくいのですが、しっかり

検討し、対応のしかけは用意しとかないといけないと思っています。 

  近所の人は、様子が変だとわかっていても、自分たちは確証をつかめていないし、

それをどこかに通報すれば、後でどんなしっぺ返しを食らうかわからないしという

ような状況だったから、誰もが見て見ざるふりをする。 

  我々がつくったのが、ひょうご地域安全ＳＯＳキャッチ電話相談で、地域の中で

変な事象だと思ったら、匿名でいいから電話で教えてください。そうすると、その

事象に対して専門機関が直ちに対応しますというしかけです。大体、２１０件ぐら

いの年間通報がありますが、もっとあっておかしくないと思います。特にいじめと

か虐待とかの事象はもっとあっておかしくないんじゃないかと思います。 

  私は、学校の先生もそういうしかけを使っていただいてもいいのではないかと思

っています。放置してしまうのが一番いけない。だから、何らかのきっかけになる

ようなアクションを起こしてもらいたいと思います。 

  そういう意味でいろんなしかけがあるのですが、十分に活用されてない。それぞ

れの分野だけで機能してしまって、結びついていないところを連携できるようなこ

とを今後考えていかなくてはいけないと思いました。 

 

（清水委員） 

  虐待防止法ができましたけど、保育所も小学校も、そこでキャッチしたら通報を

児童相談所等に届けなくてはいけないルールになっているはずなんです。だから、

虐待情報がないことを気にかけるようになれば、随分かわるような気がします。 

 

（井戸知事） 

  それはそうですね。 

  以前から言っていますが、学校の先生方は事件が起こる前に兆候を見つけて対応
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したほうが、被害は小さくて済むんです。対応も少ない力でできるんです。ところ

が、事件になってから、事後的にやろうとするとすごく大変なんです。ですから、

いかに事前対策が重要かということを強調しておきたいといつも言っています。 

   

（山口企画県民部長） 

これまでの議論を踏まえ御意見がありましたらお願いします。 

 

（牧村委員） 

  知事が関心をもたれました麹町中学校について、校長先生が非常におもしろい提

案をされていますが、バックボーンは何だろうと思い資料を見ますと、教育委員会

に１０年間いたとか、政府の教育再生実行会議の委員をしていたというように、異

文化体験をやはりされています。 

  私ども教育委員もそれぞれ特別講義に学校へ行きます。私の場合は、メーカーの

経験があるので航空機とか、航空エンジンとか、モーターサイクルとか、あるいは

発電プラント、そういうものの新製品の開発を二律背反というか、五律背反のとこ

ろをチームで困難を克服してやっていくというような話をすると、文系の生徒たち

も、自分もメーカーへ就職したいという話をするのですが、先生たちも目を輝かさ

れます。 

  外部の情報というのは、先生方も非常に望んでおられますが、一方で、お話にあ

りましたように、非常に忙しい。だから、業務支援員とか、教頭先生にうまく仕事

を回していただいて、先生が外に触れる機会をできるだけつくっていただくような

考え方、これもまさに働き方改革だと思います。 

  そういう意味で、できるだけそれぞれの先生も異文化体験が必要かと思います。

会社の場合もそうですが、どんな偉い人も同じ仕事をずっとしていると、やはり壁

ができてしまう。全員が全員そうではないですが２０歳のころは天才だったのが、

５０、６０歳になると能力が衰退しがちなんです。 

  外へ出ていろんな刺激を受けることによって、麹町中学校の校長先生も何か違う

ものを見つけられたと思います。先生という仕事は非常に重要で大切な仕事ですが、

時々は空気感を変えていただくというようなことも、少し考えていただければと思

います。 

 

（玉岡委員） 

  先ほど、知事のお話の中で新しい事業とか、教育事業をやろうとすると、コスト
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がかかるとのことでした。これは現場で聞いた声の一つなので、ぜひお伝えして終

わりたいと思います。予算がないから、人とお金の問題で、やはり現場は困るんで

す。 

  私は、全国の教育委員会連合会の団長としてワシントンＤＣに視察に行かせてい

ただきました。決して先進地というわけではなく、黒人も多く、いろいろ問題を抱

えている地域でしたが、やはりお金がない、予算が行政からおりない中で、自分の

母校、あるいは自分の住んでいる地域に誇りを持ってもらうために寄付をしようと

いうモチベーションを起こすことを熱心にやられていました。 

  ふるさと納税がどこに使われているかというのも一般市民にはわかりにくいので、

地元の教育、あるいは地域の子どもたちのためにというものを掲げられたら、もっ

と志というものが集まってくるんではないのかと思います。 

  こういうのは、我々の力ではできませんので、地元からの志を吸い上げる方策と

いうものも考えていただければと思います。 

 

（井戸知事） 

  各高等学校の特色化教育のためにふるさと納税を募っています。今、玉岡委員が

おっしゃったように、市町村レベルではどうなっているのでしょうね。 

 

（山口企画県民部長） 

  時間も押してまいりましたがよろしいでしょうか。 

  皆様、大変熱心な御議論いただき、ありがとうございます。 

 

３ 閉会 

 

（山口企画県民部長） 

  本日は、熱心な御議論、ありがとうございました。本日の議事録につきましては、

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。 

  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から一言御挨拶をいた

だきます。 

 

（玉岡委員） 

  会議終了に当たり、僭越でございますがご挨拶申し上げさせていただきます。 
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  本日は井戸知事を初め、県幹部の皆様方には御多忙の中、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。 

  第３期ひょうご教育創造プランに基づく教育というものがスタートしましたので、

これが実現できるように、私たちも一丸となって頑張っていかないといけませんし、

今日、議論にも出ましたことや知事に申し上げたことを考えていただき、どんなふ

うに兵庫の教育が発展していくか、私たちも知りたいと思っております。 

  今日のこの時間が、実りとなり、また、兵庫県の教育が一層充実することを願い

つつ、閉会させていただきたいと思います。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、以上をもちまして令和元年度第１回目兵庫県総合教育会議を閉会させ

ていただきます。どうもありがとうございました。 
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