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日  時 平成２７年４月２４日（金） 

                    １３：３０～１５：００ 

             場  所 兵庫県公館 第１会議室 

出 席 者 井戸知事 

                  高﨑教育委員長 

                  長田教育委員 

                  玉岡教育委員 

                  小澤教育委員 
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１ 開会 

 

（五味企画県民部長） 

 それでは、定刻になりましたので、第１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、お集まりいただき、まことにありがとうございます。私、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五味と申します。よろしくお願いいたします。 

 最初に、開会に当たり、井戸知事から御挨拶を申し上げます。 

（井戸知事） 

 新しい教育の基本的な議論をする場として総合教育会議が法律で位置づけられましたが、そ

の第１回会合をただいまから開催させていただきます。 

 すでに教育委員会におかれましては、教育の中立・公正を旨として、兵庫県の教育の推進に

格段の御指導を賜り、一方で、我々自身としましても教育予算の編成という形で密接な関係を

つくらせていただいております。 

 そういう中で、教育委員会と地方公共団体の首長との関係を、一定の会議を開くことによっ

てさらに直接的なものにしていこうという改正が行われたのがこの総合教育会議ではないかと

思っております。こういう会議を開くまでもなく、本県の知事部局と教育委員会とは情報を共

有化して、本県の教育の推進に取り組んできたという歴史と伝統がありますが、全国の中では

首長と教育委員会との関係について、いろいろな議論もあり、こういう制度ができたという経

緯がありますので、忌憚のない意見交換をさせていただくこともまた意義があろうと思います。

あわせて、教育の基本方向としましては、議会の議決までいただいて「ひょうご教育創造プラ

ン（兵庫県教育基本計画）」をすでに策定しているので、この総合教育会議で大綱を定めると

いうことが義務づけられておりますが、大綱よりも網羅的でしっかりした教育の基本計画を法

律で言っている大綱とするという取り扱いを確認させていただきたいと思っております。 

 我々が受けてきた教育に基づいて、社会の一員として、これまでやってきたわけですが、こ

れからの社会を考えたとき、もっと変化が激しくて、スピードが速い時代が予想されています。

そうすると、多くの課題に対して柔軟に対応でき、そしてスピード感を持って行動できる人材

を育てていく必要があります。そのようなことを考えたとき、教育の持つ重要性やマンパワー

の育成における基本的な筋をきちっと通しておくことの重要性、これは強調し過ぎることはな

いと思っております。 

 そのような意味で、この会議が教育における基本方向を闊達に議論できる場となれば、会議

としての趣旨を達成することができるのではないか。これは、ひとえに教育委員の皆様方と私

どもの会議の持ち方いかんに関わりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 
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 学校教育の中身については、あまり私からは申し上げることは控えていますが、例えば、体

験教育を充実していく観点から、小学校３年生に環境学習を入れるとか、あるいは中学１年生

に「わくわくオーケストラ」を入れるとか、あるいは高校２年生でのインターンシップ、幼児

期における就学前学習を入れるとか、全体として年齢別に応じた体験教育の体系化を図ってき

ていただいており、これは兵庫の教育の非常に大きな柱ではないかと思っています。 

 こういう言い方をするとお叱りを受けるかもしれませんが、今どきの子どもたちの両親がそ

もそも体験に欠けていると思うのです。ですから、親は自分と同じような価値観での判断しか

できないので、放っておくと子どもたちにもみずから体を動かして経験をしていくということ

に配慮が足りなくなる可能性があります。そういう思いから体験教育が非常に重要だと私自身

も認識し、教育委員会と御相談の上で各種の施策を事業化しております。 

 この体験教育は、ほかの県に聞いてみますと、なかなかうまいぐあいにいっていないようで、

いいですねと言いながら、モデル的な取り組みにとどまっているところが多いと聞いています。

そういうような意味からすると、我々の行っている体験教育はまさしく全学的、学年一斉に行

うという先進性があり、将来大人になってからの活躍にきっと大きく貢献してくれるのではな

いかと思っています。 

 今年度は始まったばかりですが、この１月17日であの阪神・淡路大震災から20年が経過する

ことになりました。天皇、皇后両陛下も御臨席いただいた式典の後、ポスト20年をむかえたわ

けですが、県政の基本方向としては、安全の確保があらゆる兵庫県の営みの基本にあるべきだ

ということで、まず安全基盤を充実していくことを県政の第一義とさせていただこうと決意を

しております。そのような安全基盤の上に、人々の豊かな生活や社会活動や経済の展開が行わ

れていく。いわば下部構造の安全を基本に据えて県政を推進してまいりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 そのような意味からしますと、釜石の奇跡ではありませんが、いざというときの防災教育を

はじめとした、学校における安全の確保という点に重点を置いていただくことが我々としては

望ましいと思っております。 

 ただ、この安全は何も津波対策と地震対策だけではなくて、例えば安心できる医療や介護、

あるいは地域社会のコミュニティなどの安心できる社会構造を持つというのも広い意味での安

全でありますし、例えば「治安がいい」ということや教育環境が整備されて、いい子育てや教

育ができるということも広い意味での安全の一要素であると考えております。 

 そのような意味でも、これからの県政の推進、安全の確保の中で、教育環境がどのような形

で一翼を担っていただくか、これも未来に対する大きな我々の使命ではないかと思っており、

御理解を賜りましたらありがたいと思います。 
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 この総合教育会議が当初の期待に沿えるような運営ができますよう、委員の方々に改めまし

て御指導と御協力をお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。 

 

（五味企画県民部長より出席者及び資料の確認） 

 

２ 議事 

 

＜議題１：兵庫県の総合教育会議の運営に関する件＞ 

（総合教育会議の運営方法について、水埜政策調整局長が説明し、承認された。） 

 

＜議題２：教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する件＞ 

（教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定について、高井教育長が説明

した。） 

 

（井戸知事） 

 大綱には全然異議はないですが、法律には、「大綱は教育、学術及び文化の振興に関する総

合的な施策の大綱を定める」となっていますね。「生涯学習」、「文化財」と「スポーツ立県

ひょうご」は書いてあるんですが、「文化」が抜け落ちている感が少しある。まず、この「ひ

ょうご教育創造プラン」を大綱に位置づけるということを御確認いただいた上で、「芸術文化

立県ひょうご」を目指して「芸術文化振興ビジョン」を策定していますので、これも大綱に位

置づけるということを検討させていただいた上で、またお諮りするということにさせていただ

きたい。 

（五味企画県民部長） 

 では、大綱につきましては、後ほどの追加説明後に御判断をお願いしたいと思います。 

 

＜議題３：本県教育施策の平成27年度重点目標について＞ 

（本県教育施策の平成27年度重点目標について高井教育長が説明した。） 

 

（五味企画県民部長） 

 ただいま説明のありました本県教育施策の平成27年度重点目標についてご発言をお願いしま

す。 
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（高井教育長） 

 平日に１時間以上学習するとあるが、その内容は宿題だけでもいいですよね。（義務教育課

に確認） 

（井戸知事） 

 単に本を読むだけ、読書でもいいのではないかと思ったんだけど。外で体操するのは、勉強

時間に含めるのか。 

（清水委員） 

 これから入れたいところですけどね。 

 学習塾で勉強する時間は入らないですが、学習塾で出された宿題を、家で勉強して学習時間

になっている可能性はないのか。 

（長田委員） 

 予習なり復習なりという形で学習時間の中に含まれるのでは。 

（高﨑委員長） 

 むしろ学校で使う教科書よりも、塾とかで学んできたこと、あるいは塾の宿題をやっている。

特に高校生が多いのではないですかね。 

（井戸知事） 

 それと、何かつまずき対策の指導をやるというのは、どういうことですか。 

（高井教育長） 

 例えば、「分数の割り算」などがつまずきの事例としてよく挙げられます。 

（高﨑委員長） 

 分数の話になりますと、大学１年生に大学で教えないといけないところもあるみたいですよ。 

（高井教育長） 

 わからないまま高校へ行って、ＡＯ入試で大学は入学できますから。 

（長田委員） 

 数学は特に、苦手だと、大学に入ってきた１年生はすぐ補習が必要になる。 

（井戸知事） 

 大学の入試科目が少な過ぎると、その科目しか勉強しないから、他の能力や一般教養が身に

つかない。 

 50年前の話を出してもあまり参考になりませんが、私の受験のときは９科目受験でした。 

（清水委員） 

 受験生の負担を減らすという名目のもとに、学校はたくさんの受験者を集めなければいけな

くなっている。学力がなくても進められるようにされてしまったのではないですかね。理系に
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進まなければ、数学は文系ではやりませんもの。 

（井戸知事） 

 数学的センスは必要だと思いますが。 

（長田委員） 

 逆に理系の子どもたちも、国語は本当に重要なのでやらなくてはいけないのですが、受験科

目にないので。 

（高﨑委員長） 

 中教審や教育再生実行会議で、大学入試改革が話題になってますよね。 

 要するに、記憶力、知識のみを問うのではなくて、それらをベースとした判断力、問題発見

力などの総合力を問わないといけない方向で議論が進んでいる。そうすると、むしろ科目が１

個減るということもないとは言えない。入試科目の維持・拡充を重視するという観点に立てば、

この議論の具体化に向けた流れは注視しておく必要があると思っています。 

（長田委員） 

 やはり各科目はどれも大事だから、本来、入試から落とすべきではない。私は理系の学部の

教員ですけど、再び物理を入れたいけれど、物理を入れると受験生がいなくなるということが

起こって、本当に悩ましい。 

 今、物理を勉強している高校生の数はもう10％切っています。それが、理系の大学としては

非常に痛い。 

（玉岡委員） 

 しかも、少子化の時代でどうやって生徒を集めるかというところで選択科目を減らしていく

方向にもあるわけですよね。だから、今言われた理科の科目を並べられたら、文系は生徒をと

りやすかったりとかということになるわけですよね。 

（長田委員） 

 理系の人が物理を知らないというのは、国の根幹を揺るがすものになると思います。 

（清水委員） 

 私が学生のときから見ても、選択肢は少なかったですね。その理由として、やはり学校の先

生で、うまく教えられる方が少なくなっているのではないか。 

 問題の分野もそうですけど、とにかく科目が少なくなると、たくさん細かいことを覚えた人

たちが試験に勝っていく理屈にどうしてもなってきますね。すると、出された問題に対しては

強いんだけど、自分で問題を解くということについては、先に誰かに問題を出してもらわなく

てはできない。それで、覚えている量で偏差値がついてしまう。ところが、そういう子どもた

ちが大学に入って研究テーマを探すとか社会人になって仕事をすることになると、今度は渡さ
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れた仕事はするけど、自分で仕事が見つけられないとか、出されないと問題解決できない。自

分で問題を見つけるという能力にはセンスもかなりいると思うのですが、そこの部分が一番社

会人教育では苦慮しているところではないのかなという感じがしています。 

（井戸知事） 

 この間、理研の先生と話をしていましたら、最近の研究者は、テーマを与えたらやる。自分

でテーマを選んでこいと言ったら、全然出てこないとおっしゃっていました。これは困った問

題です。 

（長田委員） 

 自分でテーマが見つけられるようになるというのが博士になるための最低の基準です。テー

マが見つけられて初めて博士になれるということですね。そこが少し教育的には甘いところか

もしれませんね。 

（井戸知事） 

 それと、もう一つこの学力に関連して、塾に行けない子どもたちに勉強を教えているグルー

プがありますよね。これは、兵庫でもかなり活発な活動を展開してくれている。 

（清水委員） 

 そういう活動をしているＮＰＯがあります。 

 青少年本部がやっている若者応援団等の助成事業の中に申請してきたプログラムを見たら、

そういう子どもたちを支援していますということで、助成金を申請してくるものがあった。こ

こしかできないようなことをよくやっていて応援してやりたい事例が挙がっていました。 

（高井教育長） 

 文科省の予算を使って「地域未来塾」という事業でそういうお子さんを集めて、地域の皆さ

んが子どもたちに教えるという形で、広げていきたいと思っています。 

（高﨑委員長） 

 これは塾だけの問題ではなくて、経済格差と教育格差の関係ですね。こういう視点でのサポ

ートの仕方は本当に大きなテーマだと思います。 

 ただ、残念ながら、今、我が国でその辺がしっかりできているということを、正直言って、

はいと大きな声で言える自信はありませんね。 

 

（「芸術文化振興ビジョン」を配布し、仲井芸術文化課長から説明。「ひょうご教育創造プラ

ン」と「芸術文化振興ビジョン」の両方を大綱として位置づけることが承認された。） 
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＜議題４：その他の協議事項＞ 

 

（五味企画県民部長） 

 知事と教育委員会が協力して取り組むべき施策につきまして意見交換をお願いいたしたいと

思います。 

 まず、知事より教育委員会に検討をお願いしたい事項につきまして御発言いただき、続いて

教育委員長より知事に検討をお願いしたい事項について御発言をお願いしたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

（井戸知事） 

 まず、「小１の壁」とよく言われる問題です。今は、「小４の壁」と言われていることもあ

るようですけど、学童になる前は幼稚園と保育所、あるいは認定こども園に通園していた子ど

もたちが、小学１年生になりますと、学童保育の場というのは一挙に減って半分ぐらいしかな

い。これを重点的に増やしていきたいというのが我々の基本方向ですが、その際に施設を整備

しなくても、空き教室などがあれば、それを放課後児童クラブなどに活用させていただけない

でしょうかというお願いです。 

 昨年、県単独事業でやりまして、今年からは、放課後児童クラブは１人でも国庫助成の対象

になった。昨年度は５校を対象に、卒園した幼稚園や保育園で放課後児童クラブを運営すると

子どもたちが行きやすいということもあり、それを働きかけた。 

 それから２番目は、学校施設の開放です。今もすでに学校施設の開放については積極的に取

り組んでいただいていますが、開放日が決まっていて、その回数が、私から見ればそんなに多

くないと思っており、もっと学校開放の取り組みに学校自体が取り組んでいただけないかとい

う意味でのお願いです。 

 障害者スポーツの場として、特別支援学校の体育館を障害者スポーツの場として活用させて

くださいということで、今年度、地域における障害者スポーツ推進拠点整備事業を立ち上げま

したが、これも教育委員会の協力も得てさらに普及させていきたいと考えておりますのでよろ

しくお願いします。 

 それから３番目として、芸術文化事業の展開です。「わくわくオーケストラ」とか「ピッコ

ロわくわくステージ」などは出かけていって体験をするのですが、学校の体育館や教室に芸術

家が出前でおいでいただいて体験をしていくという場面をもっとつくりたいという思いがござ

いまして、この芸術文化事業の展開についての御協力をお願いしたいと思います。 

 私からは、この３つです。 
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（玉岡委員） 

 ３点目の文化芸術事業の展開のところは大いにやっていただきたいと思いますが、今の時点

では伝統芸能がちょっと薄いかなと私は考えております。今、幼児教育でという声も出ていま

すが、私はやはり青年期、感受性の豊かな中学生・高校生のときにこそ本物に出会って、感動

を受ければ自分の人生が変わるぐらいの衝撃受ける場合もあると思いますので、本物を見せて

あげる機会という意味で、30校と書いてありますけれども、できればもっと増やすぐらいの勢

いを期待をしたい。 

（井戸知事） 

 県はモデル的にやっていまして、例えば小・中ですと、小・中学校を管理している市町に頑

張っていただいている。我々は県立高校において、そういうことができると思うのですが、一

方で、協力していただける指導者をどれくらい持てるかという問題がありますので、そのあた

りは、芸術文化課あるいは芸術文化協会が芸術文化団体と調整する必要があると思っています。 

（玉岡委員） 

 先ほど高井教育長の方から説明のあった資料３に「グローバル化に対応した教育の推進」と

いうのを挙げてあるが、いくらグローバル化で英語教育が普及して、ツールとしての語学が使

えるようになっても、結局子ども本人の中に伝えるべきこの国への愛着とか誇りとかがなけれ

ばいけないと思う。自分が本当に感動をして、この国に生まれてよかった、あるいはこの県に

生まれて育ってよかったというような、そういう気持ちから国際人としての自分を認識しても

らうというのが本来だと思っていますので、これとも関連して、ぜひ我が国の伝統芸能にもう

少し力を入れていただきたい。 

（井戸知事） 

 やはり本物にじかに接するというのは重要ですよね。そういう意味でも、30校では少ないで

すが、できるだけ努力をしてやりたいと思います。 

（長田委員） 

 ティーンエイジャーでは文化とスポーツの両方をきちんと体験しないとだめだというふうに

思っています。今の公立学校では文化とスポーツのどちらかに別れてしまう。スポーツやる子

はほぼスポーツ。芸術やる子はそれだけというふうになっていて、もう少し柔軟に、全ての子

どもたちがスポーツもできる、芸術もできる、そんな枠組みをぜひつくってほしい。今のまま

では、中学校１年生でスポーツを選んだら、そのまま芸術を知らないということになってしま

う。芸術文化を中学校の早い段階に取り入れてほしいと思います。 

（井戸知事） 

 長田委員がおっしゃるとおりで、学校自身が取り組むべきことなんです。例えば、本当は地
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域の人たちが地域の伝統芸能とかを子どもたちに披露したいと申し入れに行っても、いや、そ

んな時間は子どもたちにありませんと言って取り組まない学校もある。だから、積極的に取り

組むように御指導いただきたいというのがお願いです。 

 それを我々は、市町にもっと取り組むよう指導したい。学校における伝統芸能をはじめとす

る生の芸術家に接する機会をもっと増やすことをお願いしていきたい。 

（高井教育長） 

 知事から空き教室を放課後児童クラブに活用したいというお話がありましたが、小学校で空

き教室は1,500ぐらいあります。県下に七百数十の小学校がありますから、平均するとだいた

い１つの学校に２つくらい空き教室があるはずですが、現実に放課後児童クラブに専用で使わ

れているのは32しかありません。ではなぜ使わないのかというのを聞くと、「鍵の開け閉めは

誰がするのか」とか、「ほかの教室に勝手に入られても困る」というのが一番のネックのよう

です。 

 県民交流広場のときは、仕切りの壁をつくって、外から直接入れる入り口をつくったりして

いるのですが。 

（井戸知事） 

 私の経験でも、30年前に静岡県で学校開放事業をやっていまして、学校は何に抵抗するかと

いったら、今の話なんです。それで、学校開放委員会というのを地域につくってもらって、鍵

はそこが責任を持つ。それから、物理的に仕切らねばならないのなら物理的に仕切る。先生方

に迷惑をかけないような、ノウハウや仕組みが要りますね。 

 だから、空き教室は端っこの教室に集めてもらう。それで仕切りをして、鍵は児童クラブ運

営委員会などが管理し、他の施設に入り込まないようにするなど工夫ができると思いますので、

よく相談をさせていただくとありがたい。 

（高﨑委員長） 

 物理的な問題だけではなく、コーディネーターというのか、そういう核になる人材の育成を

一緒にやっていかないと、なかなか実現しにくい。 

（清水委員） 

 スポーツクラブ21もそうですけど、地元にそういうスクラムがあって、それだけ熱心だった

ら、学校もちょっと予算を確保するようになったりして、ソフトとハードがリンクしていくだ

ろうと思う。 

 あわせて、昨日の教育委員会で議論のあったことですが、子どもたちの体力と運動能力がど

んどん落ちている。広い運動場があるのに、あそこで遊べたらいいけども、意外と遊べなかっ

たりとか、最近は子どもたちがフィットネスクラブに入ることがある。子どもが運動会のとき
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にビリにならないように運動させているという親の話を聞いたことがあるが、運動とはするも

のであって、させられるものではないと思う。お稽古事の一部になってきているという状況か

ら子どもたちの世界は今どうなっているのかと思う。ここの場でも、基本的には教育の場の問

題と生活の場の問題の両方で考えて成果を上げていかなければならないが、地元、地域も本気

にならなければいけない。学校の校長先生の地域への踏み出しとかの理解もかなり重要である

と実感しているところです。 

（井戸知事） 

 いずれにしても、これは協力しながらやっていかないといけない課題だと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

（高﨑委員長） 

 それでは、教育委員会サイドから知事部局にお願いしたい２点について、私の方から御説明

をさせていただきます。 

 まず１点は幼児期の教育の充実です。幼児期における教育の重要性ということについては、

今さら申し上げる必要もありませんが、ある脳科学者によると、「幼児教育の臨界期」という

言葉があるそうです。要するに、その時期にある一定のことを教えないと、後からそれを教え

よう、あるいはカバーしようとすると何倍かのエネルギーが要るということです。例えば、幼

児期に箸の持ち方などの生活習慣を教えないと、それを中学校、高校になってから教えようと

思っても、それは難しいということを「幼児教育の臨界期」という言葉を使って学者は言って

おります。ただ、これもまだ仮説の域を出ていないというのが一つの評価ですけれども、やは

り幼児教育の重要性を訴えたものだと、私は受けとめています。 

 では、現実はどうなんだということですが、近年の状況を見ていますと、基本的な生活習慣

や態度が身についていない、他者とのかかわりが苦手だ、精神や忍耐性、規範意識が十分に育

っていないといったことが話題になっていますし、先ほども話に出ましたけれども、運動能力

の低下というような課題が山積しております。 

 そこで、幼稚園、保育所等における子どもの心身の調和のとれた発達や生活と学びの連続性

を踏まえた幼児一人一人の特性に応じた保育・教育、さらには保育園・幼稚園・小学校の連携

に加えて、家庭・地域の連携による子育て支援、こういったものをさらに強化していく必要が

あると思っております。 

 今から10年ほど前に、今の教育基本法が公布、施行され、その中に、子どもの教育に関して、

「父母、その他の保護者が第一義的責任を有する」と子どもの教育に関して記述があります。

あわせて「国及び地方公共団体はその支援に向けて必要な施策を講じなければならない」と謳

われております。 



 

11 
 

 教育委員会といたしましても、親学習などの家庭教育支援の充実をさらに強化してまいりた

いと思っておりますが、知事部局におかれましても、基本的生活習慣の育成など子育て世代へ

の教育的観点を含む支援策の充実をお願いしたい。また、それに向けて教育委員会と知事部局

の連携強化を図ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 次のテーマです。子どもたちのスマートフォン等の利用に対する課題への対応についてであ

ります。これもよく言われていますが、インターネットを利用する子どもたちの低年齢化が進

んできている、あるいは利用時間もどんどんふえている。それに伴って、個人情報の流出とか

長時間利用による生活習慣の乱れ、ネットによるいじめや犯罪、こういったものに巻き込まれ

るといったケースも発生しております。 

 こういう現状を踏まえ、子どもたちに情報社会の利便性を訴えていく必要があるが、その一

方で危険性についても十分認識させ、ネット社会を上手に生きていくための能力を育成する必

要があると痛感しているところです。 

 それではどうしているのかということですが、今、学校ではその適切な使用方法や危険性に

ついて、授業とかホームルーム、あるいは学校行事等で指導を行っております。また、県の教

育委員会では県警や青少年課と連携をして家庭へのネットトラブルに関する新しい情報の発信、

あるいは教員の情報モラル、指導力の向上のための研修、さらには保護者に対するフィルタリ

ングの徹底等の啓発に加えて、最近では児童生徒による家庭も含めた自主的なルールづくりの

推進を図っていかないと、一方的な押しつけだけではだめではないかという議論になっていま

す。しかし、現状を見ればまだまだやることは多くありまして、教育委員会にとどまらず、知

事部局との連携が不可欠だと思っています。 

 特に家庭や地域社会の啓発につきましては、知事部局におかれましても市町と連携してさら

なる推進をお願いしたいと考えています。 

（井戸知事） 

 １点目の幼児期の教育については、今回新しく認定こども園の制度が正式に発足したのです

が、認定こども園は幼稚園と保育所両方の機能を持っていますので、認定こども園の先生方は、

保育士の資格だけではなく、幼稚園の先生の資格も持っていないといけない。幼稚園の先生は

保育士の資格を持たなければいけないので大変ですが、認定こども園が県内で今年230園発足

しまして、全国２番目の数です。これらの制度が定着してくると、幼稚園と同じように教育要

領が入ってくる。保育所でもいろいろな保育所があって、幼稚園に近いような保育をやってい

るところもありますが、一般的にはそういう教育というのは保育所は少し弱い。しかし、今度

認定こども園では両方の要素で、幼稚園カリキュラムもこなすことになっていきますので、制

度的な動きもあるということも御承知おきいただいたらありがたいと思います。 
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 保育所をもっと幼稚園並みにするかというのもあるかもしれませんね。だから、保育所にも

そういう教育内容を含んだ運営要領のようなものを示していくというのは一つの手段になるか

もしれません。これは研究をさせていただかないといけないと思います。 

（高﨑委員長） 

 今、教育という切り口で議論していますが、今私が申し上げたこと、あるいは知事がおっし

ゃったことは、単に教育分野だけの問題ではないですよね。高齢化が進む地域社会の安全・安

心とか、あるいは今話題の地域創生というあり方にも底辺ではつながっているテーマですよね。

そういう視点でもこの問題は考える必要があろうと思います。 

（井戸知事） 

 もう一つ申し上げると、三世代同居のときは、自然と乳幼児教育はおじいさん、おばあさん

にやっていただいていたみたいなところがありますね。今は、もう核家族化したから、その機

能が飛んでしまって、地域社会が濃密だったなら、その地域のおじいさん、おばあさんがその

役割を果たしていただけるはずなんですが、それも難しくなるということもあって、幼稚園等

が幼児教育に取り組まざるを得ないところもある。もう一度、地域の三世代同居みたいな機能

をつくり上げていくために、ふるさと意識の醸成の一環としても取り組ませていただこうと思

っています。 

 それと、「スープの冷めない距離」ということはよく言われますが、県営住宅で、両親は１

階に住んでもらって子どもたちは５階とか、あるいは県営住宅のＡという団地に両親が住んで、

子どもたちは近くのＢ団地に住むというような新しい試みもやってみたのですが、まだそんな

に多く手を挙げてくれていないという実情があります。 

 北陸、特に福井県は小学校・中学校の学力が高いですが、三世代同居が非常に多いですね。

ダイレクトに言えるかどうかはともかく、相関関係がかなり高いのではないかと言われていま

すので、そういう面にも配慮しなければいけないと思っています。 

（長田委員） 

 私、まさにそのことを個人的にやってきました。それがあったからこそ私も仕事を続けられ

てきたので、ぜひそれは進めていただきたいし、住宅メーカーでも三世代住宅というのを始め

ているので、そういう動きと連動してやっていくのは社会的にすごくいいことだと思います。 

 それからもう一つ、これも私の個人的な意見ですけれども、やはりこの幼児期の教育を今担

っているのが、ほとんどが女性ですね。しかも賃金的に決して優遇されていない人たちがこれ

を担っている。だから、結局、幼児教育は女性の教育につながってくる。女性の社会的地位が

低いから、幼児教育もうまくいかないという部分もあるので、きちんと女性を育てていくよう

な施策を県としても推進いただきたい。 
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 私はいつも言っているのですが、大事な教育をみんなで話をするこのような場に、なぜ女性

が半分いないのか。こういう場に女性が半分出てくるまで、きちんと県としてやっていただき

たい。そうしないと、幼児教育は進まないです。 

（井戸知事） 

 女性管理職、今年の人事異動で８％弱です。2020年、あと５年ですが、倍の15％にするのが

県の目標です。 

 民間では男女１対１で採用し、管理職も１対１の企業がある。目標を決めてやる気になって

いかないと、こういう結果にならないので、男女共同参画計画で推進を図っていきます。 

（玉岡委員） 

 教育委員のテーマ別協議会でも研究しているのですが、教員採用試験のデータを出していた

だいたら、やはり採用時には女性のほうが６割と多いです。 

 能力的には差がないにもかかわらず、なぜ最後に女性が残らないのかというのは、その途中

に障害があるということを突きとめてきたので、幼児教育や家庭教育だけでは解決しません。

家庭をとるのか子どもをとるのか、二者択一を迫られる時代なんていうのはもう古くて、男女

が一緒になってやっていただかないと、変えられないと思う。そのためには意識を変えること

から始める必要があります。 

（井戸知事） 

 我々が大変気にしているのは、介護の現場です。介護の現場が非常に賃金も安く、重労働だ

という難しい問題があります。 

 今年から力を入れているのですが、病児・病後児保育の施設が少ないので、小児科のお医者

さんに、小さくてもいいから病児・病後児の保育に取り組んでいただく措置を県の単費で制度

化しました。 

 最後のスマートフォンについては、まずフィルタリングをきちっとかけようということをさ

らに徹底したいと思っています。フィルタリング度が、最初のころは８割ぐらいだったのに、

今は55％ぐらいになってしまった。これをもう一度フィルタリングをきちっとかける。LINEや

Facebookを使うときには、フィルタリングをすると使えなくなるのではないかという俗説があ

りますが、ちゃんとフィルタリングしていてもLINEやFacebookなどのＳＮＳは使えることも親

によく周知しないといけないと思っています。 

 それと、もう一つは、いじめの問題に関連するのですが、夜10時以降にLINE等で連絡があっ

たときに反応してしまうからいけないのです。10時以降はもう使わないというような申し合わ

せをしていかなければいけないですね。 

 こういう話は、例えば条例とか規則で取り締まるような発想は難しい分野であると思います
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ので、私はできれば子どもたちに生徒会等による自主的なルールづくりを考えてほしい。例え

ば10時以降にラインが来たら、「10時以降だからもう返事ができなかったのよ」と言えればい

いですよね。そういうエクスキューズの仕掛けを自主的につくってもらうのが一番有効ではな

いでしょうか。 

（清水委員） 

 この２月に県民会館で中高生のスマホサミットというのがありまして、当事者の高校生たち

は、寝る前の30分ぐらいはオーケーにしようかみたいな融通性も含めて、自分たちでルールを

つくりましたよね。先生や親や行政がルールで縛るとなかなか難しくて、彼らの中にも問題意

識がありますから、当事者としてどうするのかという問題の投げかけをぜひしていただきたい

と思います。 

（井戸知事） 

 もう小学校でも問題でしょうね。 

（高井教育長） 

 データでは、２時間以上使っている小学生が10％、中学生で30％ぐらいです。 

（長田委員） 

 小学生は持たせないことができますけど、高校生に持たせないわけにいかない。ショックな

のは、女子高生は１日平均７時間使っています。 

（玉岡委員） 

 確かに一律のエクスキューズがあったほうがいいですね。生徒会等で自主的なルールを各学

校で決めて、報告をこちらで聞くぐらいのことをやらないとだめかもしれないですね。 

（井戸知事） 

 「こういう申し合わせをしたらどうだ」というひな形を作って、モデルを提供すればいい。 

（玉岡委員） 

 モデル校があれば、ここはこういうふうにやっていますよということを全校にもさせること

が可能ですよね。 

（井戸知事） 

 今、フィルタリングはどれくらいになっているのか。 

（大久保青少年課長） 

 50.8％です。この４月以降、販売店を回って指導していくので、また率は少し上がっていく

と思います。 

（長田委員） 

 今年の４月に、私の娘が高１になったので買いましたが、きちんと最初からフィルタリング
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ついていましたよ。 

（井戸知事） 

 いろいろと課題を抱えておりますので、我々もできることをきちっとやっていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

３ 閉会 

 

（五味企画県民部長） 

 それでは、熱心な御議論ありがとうございました。 

 時間を超過しておりますので、これで議事を終了させていただきたいと思います。 

 本日の議事録は、会議資料とともに後日、県ホームページにおいて情報発信をさせていただ

きます。 

 また、資料１にも記載のとおり、本年度２回目の会議を10月ごろに開催し、次年度以降の教

育施策の方向性などについて協議させていただく予定でありますので、よろしくお願いします。 

 それでは、閉会に当たりまして、高﨑教育委員長より御挨拶をいただきたいと思います。 

（高﨑委員長） 

 最後に一言御挨拶、お礼を申し上げたいと思います。 

 本日は、本当に井戸知事、公務御多忙の中を、このような場を設定していただきましてまこ

とにありがとうございました。 

 今日は第１回目の総合会議ということで、どんな会議になるのかなということで私もちょっ

と不安を持ちながら参加をさせていただきましたが、先ほどからのやりとり、議論を聞いてお

りまして、非常に有意義なスタートが切れたなと喜んでいるところであります。 

 示されたテーマは、教育関係者にとって、どれも一つ一つ丁寧な調整や協議を経て着実に実

行に移していく必要があるものと思っています。 

 ところで、今回のこの新しい教育委員会制度は我が国の今後の教育界に大きな影響を及ぼす

と私は受けとめております。少し余談になりますが、平成17年１月、今から約10年前に公表さ

れました中央教育審議会教育制度分科会の地方教育行政部会が出した「地方分権時代における

教育制度について」で教育委員会制度の改正が提唱されました。あれから10年という長い年月

の議論の積み重ねの末に、やっとこのような形で日の目を見たということで、それを受止める

我々関係者の責務の大きさを改めて実感したところであります。 

 先ほどから話が出ていますように、現在の教育環境というのは非常に変化の激しい時代にな

っております。そういう時代であるからこそ、系統だった体験学習の導入など、時代の流れに
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先駆けて様々な事業を実施してきました本県においては、この先進性を失うことなく、絶やす

ことなく、激動する環境に的確に対応する責務があると、このように思っております。 

 その道筋は、先ほどから出ております第２期「ひょうご教育創造プラン」の基本理念であり

ます「兵庫が育む心豊かで自立した人づくり」を教育現場にさらにしっかりと根づかせていく

ことに尽きると思っております。 

 今日招集していただきましたこの会議は、まさにこのプランの理念を教育現場に定着させる

上で極めて大事な場であると認識しております。と当時に、この会議がどういう会議になった

のか、この会議の中身に、法が期待する教育行政が実現できるかどうか、これがかかっており、

この点を我々教育委員は強く自覚しなければならないと思っております。 

 教育委員会といたしましては、教育先進県兵庫のさらなる深化に向けて、できる限り広範囲

に、かつ内容のある協議、調整を引き続きお願いいたしたく、井戸知事におかれましては何か

と御多忙なことは重々承知しておりますけれども、できるだけこういう場を設営していただけ

ればありがたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げまして閉会に当たってのお

礼と御挨拶にさせていただきます。 

 本日は本当にありがとうございました。 

（五味企画県民部長） 

 以上をもちまして、第１回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。 


