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日  時 平成２７年１０月８日（木） 

                    １５：００～１６：３０ 

             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 

                  清水教育委員 

                  高井教育長 
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１ 開会 

 

（五味企画県民部長） 

 それでは、第２回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、まことにありがとうございます。議事進行を務めます企画

県民部長の五味と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、開会に当たりまして、井戸知事より御挨拶を申し上げます。 

（井戸知事） 

 大変お忙しい中、第２回の兵庫県総合教育会議に御参集いただきましてありがとうございます。 

 第２回目も、忌憚のない意見交換をすることによって本県の教育力を上げる方策が議論できること

を目指していきたいと思います。 

 教育力は知力だけではない。徳育も体育も総合力として上がらないといけないと認識しています。 

 今ちょうど県議会に兵庫の地域創生戦略案を上程していますが、その地域創生戦略の大きな柱はい

わばマンパワーの育成と飛躍です。そのような意味で、地域力といっても、その地域で生活し、生き

抜いてる人たちの先進性、行動力や知恵が問われていることから、「人づくり」を地域創生戦略の大

きな柱の一つにさせていただいています。 

 私どもが懸念しておりますのは、昔、地域の中核になっていた高校の力が少し弱ってきているので

はないかという意味で、どう力をつけさせたらいいのかということです。それと、全国各地で地域お

こし活動が展開されていますが、その新しい試みは地域おこしリーダーのような人たちが中核になっ

ているのが通例です。そのような地域おこしリーダーを外部から持ってきてもいいのですが、できれ

ば地域の力で育ててほしいと思っています。 

 今日、全国各地でスキー場の再建を手がけている人物にお会いました。彼は全国で34箇所のスキー

場の再建をしており、兵庫県でも３つぐらいのスキー場の再建を手がけているのですが、その戦略は

非常におもしろくて、19歳つまり大学１年生のリフト代を無料にする。そうするとスキーを覚えてく

れる。それから地元の小・中学生を無料にする。そうすると地元の人たちがスキーを滑ってくれる。

最近、地元の人がスキーをしないから、せっかくの地域資源を無駄にしてしまうんだという意欲的な

スキー場再建のノウハウの一端を聞くことができました。彼のモットーは、温泉もない、職場もない、

自然しかないところで、邪魔者だった雪を生かした地域おこしとしてスキー場が経営されている。そ

れがひいては宿泊施設の利用客への対応（として雇用創出）になっており、地域資源を生かすことが

大切と言われていましたが、まさしくそうだと思います。スキーしたい子はまた自分の田舎に戻って

くることも期待できる。地域資源を生かすということがふるさとを大事にする人を育てることにつな

がるという認識も持てるのではないか。このように、何でも「人づくり」に結びつくわけですが、そ

の基礎がやはり教育力だと思いますので、本日はざっくばらんな意見交換をさせていただきたいと思

います。 

 それと高﨑教育委員長から、ノーベル経済学賞をもらわれた経済学者の御本（ジェームズ・ヘック

マン著『幼児教育の経済学』）をいただき、少し読ませていただきました。経済的に幼児教育への投

資がその後の教育投資よりも相当効果があるという内容で安倍総理にも読んでもらって、幼児の保育

料を無償化する政策を早く打ち立ててほしいなという読後感を持ちました。 
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 ともあれ、教育の重要性は幾ら繰り返しても繰り返すだけの価値がありますので、教育委員会の皆

様方にもぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 

（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：平成28年度の本県教育施策の重点施策の方向性について＞ 

（平成28年度の本県教育施策の重点施策の方向性について、高井教育長が説明した。） 

 

（井戸知事） 

 放課後や夜間の子どもたちの居場所として、教室が使えるのですか？ 

（高井教育長） 

 テレビを見ながら、ゆっくりとお茶でも飲んで、お腹が空いたときにおにぎりぐらいも食べるよう

なことを考えると空いている家の部屋などが一番いいかなと思っています。 

（井戸知事） 

 教室が使えないと、ちょっと場所の確保が難しくありませんか？ 

（高井教育長） 

 ＮＰＯなどの方が自分の家の空いている部屋でやっていただけないかと考えています。 

（井戸知事) 

 それは可能でしょうか。 

（高井教育長） 

 教室で家庭と同じ居心地のよさを。 

（井戸知事） 

 だいたい家庭と同じである必要は全然なくて、預かっていればいいでしょう。 

（高井教育長） 

 どうでしょうか。快適でないと子どもたちが集まってくれないという気がします。 

ほっておくとコンビニの前やら公園で夜中までたばこを吸ったり、お茶を飲んだりしてうろうろして

いる子どもたちに対して、何か吸い寄せる力が要るのではと思います。 

（井戸知事） 

 以前、「子どもの冒険広場」の後に高校生向けに「若者ゆうゆう広場」をやりましたね。 

（高井教育長） 

 例えば、佐用の「若者ゆうゆう広場」の事例も、「（広場が終わった後に、）次の電車が１時間先

だから居る場所がない」と高校生が佐用の駅前で座っていたりしています。土曜日だけ実施している

「子どもの冒険広場」というのもあるが、「毎日いつでも行ける快適な場所」のようなものが何とか

できないかと思っています。 

（井戸知事） 

 「若者ゆうゆう広場」の小・中学生版をつくればいいのかもしれない。 
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＜議題２：教育委員会と連携して取り組みたい事項について＞ 

（教育委員会と連携して取り組みたい事項について、水埜政策調整局長が説明した。） 

 

Ⅰ 県立高等学校の特色づくりについて 

（井戸知事） 

 ぜひ高等学校に特色科をたくさんつくってほしいですね。 

 例えば国際に関する学科もあるのですが、これが多いのか少ないのか。こうして見ると、少ないの

ではないかという気がします。 

（長田委員） 

 この資料には、特色学科だけを記載しているので、この下に類型やコースがあります。現在、全て

の高校に特色科はできていますが、それをここに記載していない。 

（井戸知事） 

 それは承知していますが、それは一種のごまかしです。 

 つまり、この特色科は全県一区なんです。例えば国際科だったら、英語だけで１週間暮らすような

授業が展開できるとか、ＴＯＥＩＣで言えば900以上とれるような人を目指すとか、そういう特色科

にしていかないといけない。 

（長田委員） 

 それは、この学科のもう一つ次の展開ですね。 

（井戸知事） 

 いや、この学科は本来そういう特色科をつくった後なんですよ。例えば理数科は理科系離れと言わ

れていたときに、理数科に関心を持ってもらう人を集めようと、全県一区で、例えば神戸高校に集め

ようとしてつくりました。 

 私の経験ですと、30年前に英語科と理数科っていうのを静岡県のナンバースクールでも置いていま

した。全県一区にして、平たく言うとエリートコースですね。 

（高井教育長） 

 三島から静岡でも、浜松から静岡でも１時間で行けますけど、本県は広いので、やはり学区に１校

ずつぐらいは置いてないと、但馬から神戸高校には通えません。 

（井戸知事） 

 いや、学区は全県一区ですよ。つまり、こういう第１学区とか第２学区は関係ないんです。 

（高井教育長） 

 関係ないですが、現実には通学に限度がありますから、ほぼこの学区の生徒が来ています。 

（井戸知事） 

 それはおのずと限界があるだけの話で全県一区なんですよ。だから、いい生徒を集めようと思った

ら、豊岡の生徒を神戸高校に集めたり、豊岡高校が神戸の学区から集めてもいいわけです。相互競争

が始まる。 

（高﨑委員長） 

 知事のおっしゃっているのは、単に特色ある学科を増やすこともさることながら、学校の学力をも
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っと上げようというお考えですか。 

（井戸知事） 

 はい。特に理数と英語をもっと強化するべきだというのに加えて、看護福祉人材をもっと養成した

いという思いもあります。 

（高井教育長） 

 科をつくればそれにふさわしい教員を雇わなくてはいけない。それが実はなかなか難しい。特に介

護福祉士系はそう簡単ではない。 

 しかし、検討中ではあります。それから、国際系も欠けているところで何かしようという考えは今

ございますけども、まとまっておりません。 

（長田委員） 

 私は知事がおっしゃったような方向に進んでいて、他府県と比べて、兵庫県のやり方はすごく上手

にできていると思っています。ただし、残念ながら、生徒や保護者に伝わっていないのが一番の問題

だと思っています。例えば、こういう資料にその全貌が書けないところがやはり問題です。分からな

いから、みんな県外へ出てしまうんですよ。 

（高井教育長） 

 分かりにくいという御指摘はよく分かりましたので、そこは工夫したいと思います。 

（井戸知事） 

 コースは学校に入ってから選択するのですか？受験のときに選択するのですか？ 

（長田委員） 

 受験のときに選択します。 

（高井教育長） 

 専門的な教科のボリュームが専門学科とコースと類型で結構幅があって、類型はそこまで専門的な

ことを徹底的にやるわけではない。 

（高﨑委員長） 

 先ほどから知事がおっしゃっている学力を上げるという趣旨からすると、類型だけではなかなか目

的は達しないということはあると思う。 

（清水委員） 

 看護、福祉とも専門学校や大学で科目履修の担当をしていますが、高等学校までの基礎学習がない

と、専門的な教科にほとんどついていけないという現状があります。 

 専門学校でさらに専門的な部分が入ってきますが、そのときの基礎学力をどこで身に着けるかにな

ると、僕はやはり高校だと思う。高校において、基礎的な勉強ができて、さらに専門学校などの質の

高い教育機関で学習するという流れで行くべき分野もやはりあるのではないかと思います。専門テキ

ストの中身は多分高校生では難しすぎる。 

（玉岡委員） 

 全県一区で例えば但馬に優秀な理数科系を置くという話は先ほどの地方の中核校の学力アップにも

関わりがあると思います。日高高校には寮がありますが、そういうものと一緒でないとなかなか阪神

間から通えない。どうしても阪神間の高校が地の利でエリート校化していくという問題も出てくる気

がします。 
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 だから、中核都市の非常に伝統のある学校で優秀な子どもを育てても地域に大学がないので、大学

からふるさとを離れなければいけなくて、東京に行ったまま帰ってこない。まるで東京に人材を提供

するために地方の優秀な子どもを育てたという現実を目の当たりにしているので、やはり寮のような

小さい設備の改革もあわせて地域に力を入れていくことを始めていかないと、ただ学科を設置するだ

けで片付く問題ではないように思います。 

（高﨑委員長） 

 エリート校というテーマに決して反対するわけではないが、高等学校の学区再編の議論をしたとき

に競争が激しくなるなど、いろいろな御意見も県民の間にありました。だからやめだという意味では

なく、県民の意見も踏まえながら、説得をしないといけないという気はします。 

（井戸知事） 

 いずれにしても、高校段階でどれぐらいの学力をつけさせるかというときに、今は、みんな一緒の

カリキュラムで、みんな一緒の授業を受けて、みんな一緒に卒業させている。そういうやり方にもう

少し差をつけてもいいのではないか。カリキュラム自身を国際科だったら英語の授業に特化させたも

のにするとか。 

（高井教育長） 

 それは専門学科にすることで増やせます。 

（井戸知事） 

 それが徹底されていないではないか。 

（高井教育長） 

 今でも例えば理数科の専門学科の授業は全部の単位のうちの３分の１ぐらいを理数にあてて、他の

科目を軽くしています。 

（井戸知事） 

 だから、そういう理数科をもっとつくればどうですか。 

（長田委員） 

 専門学科は、類型からコースになり、コースが学科になるという形で、今順番に育っています。 

（高井教育長） 

 長田委員がおっしゃる順を追ってというのは、学校としての順を追って、まず類型を設け、先生が

慣れてきてそれからコースにという意味です。 

（井戸知事） 

 それは先生の配置の問題ですね。高校だけでも約８千人いるのでそれを上手く配置すれば良い。 

（長田委員） 

 このやり方を加速するという意味では賛成です。 

（高井教育長） 

 教科としての数学の授業が量として増えるから、数学の先生を増やさないといけないですね。 

（井戸知事） 

 そうそう、増やせばいい。 

（長田委員） 

 それを進めればいいわけですよね。それは賛成です。 
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（井戸知事） 

 例えば神戸高校の総合理学科っていうのは、ほかの学科のカリキュラムとどれだけ違うのかな。 

（高井教育長） 

 バランスよく各科目の時間が決まっていますが、それを全体の３分の２ぐらいに圧縮をして浮いた

３分の１ほどに理数の授業をはめ込んでいます。 

（井戸知事） 

 その成果はすごく上がってるんですか。 

（高井教育長） 

 神戸高校の進学でいうと、学校をリードするような総合理数科の生徒はほとんど国公立大学に進学

しています。１クラスしかありませんが。 

（井戸知事） 

 そうするとそういう学科をもっと増やせばいい。 

 あるいは長田高校にもつくるとか、姫路にも理数科をつくるとか。豊岡には国際がないとか県下の

地域的なバランスという意味ですが。 

（玉岡委員） 

 地域的なバランスは必要ですね。 

（井戸知事） 

 これは豊岡市からも言われてるんですが、小・中・高と連携していきたい。例えば、語学教育を小

学校レベルから重点を置いて育てていく。そして、中学でもその続きで育てていく。その子どもたち

の受け皿をぜひ高校レベルでつくってほしい。そうすると、小・中・高と一貫教育ができる可能性が

ある。そういうものをモデル的につくってみるというのもいいのかなという気はします。 

（長田委員） 

 アメリカの小学校でもＧＴ（Gifted＆Talented Program）クラスがあって、小学校からやっていま

す。 

（玉岡委員） 

 余計な競争をしなくても済むという精神的な余裕も生まれますし、自然豊かな地域でできれば非常

に望ましい話だと思います。 

（井戸知事） 

 それと先ほどの地方のナンバースクールの国公立大学への進学率ですが、山崎高校、上郡高校など

が下がっていると聞いています。 

（高井教育長） 

 昭和30～40年代あたりは交通も不便で、佐用町の生徒は佐用高校に、宍粟市の生徒は山崎高校に行

っていたのが、今は龍野の方面へ集まってしまうので、その結果としてそういう状態になっている。 

（井戸知事） 

 いや、そうでもない。 

 当時から、山崎から龍野に自転車で通う生徒もいっぱいいました。 

不便だからというだけではないですね。きっと、自分の地元の高校に行くのが当たり前だったんです

ね。 
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（高井教育長） 

 そうですね。 

 昔は小野の子は小野高校、西脇の子は西脇高校、三木の子は三木高校って行ってましたね。 

（玉岡委員） 

 そうそう、三木から越境ではないですが、電車に乗って通うという。 

今知事がおっしゃった山崎高校に、今年１月に出前授業で行かせてもらいましたが、学力にばらつき

があって、それを先生に聞いたら、例えば阪神間の学校では、だいたい偏差値にある程度かたまりが

あるが、山崎高校では地理的にここにしか通えない生徒を多く引き受けることになるのでやむを得な

いとのことでした。 

（高井教育長） 

 そうですよね、阪神や神戸は学校が多いから、層が薄くなっていきますが、宍粟の場合は、特に優

秀な生徒は龍野高校に行きますが、それ以外の生徒の多くは山崎高校に行くので山崎高校の生徒の幅

が広いんですよね。 

（玉岡委員） 

 確かに、読解力に差がある生徒が一緒のクラスで勉強している印象受けました。 

（清水委員） 

 今の議論で行くと、頑張れる子がとことん頑張れるところをつくってあげましょうということにな

るが、一方で、何とか高校には入ったけど、授業についていくのも大変な生徒たちへの教育も、地域

では高校教育で担う一部となっているわけです。 

 そういう生徒たちが地元の高校で受け入れられないということにならないようにしたいし、そうし

た教えることに難しい子どもたちが一方で随分増えてきていることも、見落とせないと思います。 

（高﨑委員長） 

 ただ、ちょっと大きな目で見てみると今から10年、20年前と現在のグローバル化の程度、海外との

競争の程度が全く変わっていますから、そういう視点で考えると、やはりエリート教育が悪いと決め

つけるのもいかがかなと思います。 

（井戸知事） 

 特に語学教育をきちっとしていないと世界に通用しなくなってしまう。地域から世界へ、世界から

地域とダイレクトに結びつく人材を育てていかないといけない。 

 「海外事務所は要らないのではないか」との意見もありますが、ではどこで代替するのか。ＪＥＴ

ＲＯや自治体国際化協会などで代替すればいいではないかと指摘されるのですが、それは東京経由な

んです。しかし、東京経由で対応する発想はもうやめないといけない。ダイレクトに世界に打って出

るような人材を育てるとなると、小学校、中学校、高等学校と大学も推薦入学で結びつくような、一

本通った教育をしていかないと人材育成ができないのではないかというちょっとした危機感がありま

す。 

 ただ、そういう人は世界に結びつくんだけど、地域に残ってくれない。 

 今までと同じような活動を展開していれば残ってくれないけど、地域から世界と結びつくような活

動が展開できるようになれば、逆にそういう人の方が地域に残るということになると思うんです。で

は、どういう仕事で残ってくれるのかは直ちにうまく説明できないですが。それで福祉に関する学科
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や職業高校の特色学科などというのは、地域に残る人たちの養成コースになり得るのではないかとい

う気はします。 

 これは非常に大きな課題で結論が直ちに出るような話ではありませんので、問題提起だけさせてい

ただきます。 

 

Ⅱ ふるさと兵庫を支える人材の育成 

（清水委員） 

 人材の資質の部分で、人間性や地域性などがもっと強烈に育まれていく学習がやはり必要ではない

かと思います。そういうエリート教育の方面に行けば行くほど、足元や地域のことに関心を向けない

学習が主体になっているのがちょっと気になる。 

（井戸知事） 

 それで我々が提案してるのは、ふるさと意識を高め、体験教育を強化していただきたいということ

です。先ほど高井教育長が言われた放課後・夜間の子どもたちの安全確保ということも、ふるさと意

識を高める機会をつくっていくことにも結びつくのではないかという気がしているんです。 

 それで、私が今検討してほしいのは、地域の中におじいさん、おばあさんを契約してつくる。Ａさ

んの子どもをいざというときに預かってもらったり指導してもらったりする、いわば祖父、祖母を地

域につくる。それを事前に契約しておき、面倒を見てもらうことができないかなと。 

（高﨑委員長） 

 その問題は、以前から知事が福井県の三世代同居と学力に関係があるとか、社会環境が背景にある

のではないかとよく言われていますが、確かにそういった家庭環境の違い、特に幼児時代からの家庭

環境の違いがその後に非常に大きく影響するというのは事実だと思います。ただ、それを契約でやる

となるとなかなか難しいかもしれませんね。 

（井戸知事） 

 契約と言いましたが、地域の中でＡさんの家族はＡ’さんと特に深くつき合えるように、うまくマ

ッチングさえできればいいという話なんですけどね。 

（玉岡委員） 

 それは非常に斬新でいいと思います。 

 例えば、お母さんが仕事から帰ってくるのを待つ「ウエイティングルーム」のようなものをＮＰＯ

でやっておられるところを、何とかマッチングでできないかというアイデアどまりだったんですが、

契約したおじいさんたちがいると、責任感がちょっと違うと思います。 

 私はホストファミリーのホストグランマとかホストグランパというプロジェクトになっていくので

はないかと。さっき知事が地方から直接世界へとおっしゃったのもこれにつながってきます。地域に

は姉妹都市というのがあって、例えば私の出身地の三木市はバイセリアというカリフォルニアの小さ

い町と子どものときから交流しています。小さな町ですが意識して、そこの人が来たらおもてなしを

するという国際交流も小さいときからできています。その人たちが来られたとき喜ぶのは、やはりお

じいちゃん、おばあちゃんの家なんです。高齢化社会でグランパ、グランマの力を借りてやっていけ

たらすごく斬新ないいプロジェクトになるような予感がしました。 

（玉岡委員） 
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 先月いなみの学園に講演で行ったときは、地域活動をしたいという意識がすごく高かったですよ。

意識は７割を超えるぐらいですが、実際に地域デビューしている方は２割に落ちてしまう。では、ど

うすれば地域デビューできると思いますかと逆に聞くと、やはり負担や責任が大きいという点が皆さ

ん困っておられるようで、負担が少なく、近くでできて、ちょっとしたことならできるということか

なと思った。やはり潜在的には皆さん何かしたいと思っておられるのはデータで見せていただいたの

で、それをどこかでマッチングさせることができれば実現可能だと思います。 

（井戸知事） 

 乳幼児に対してはファミリーサポートセンターという事業がありまして、地域の方が３歳未満児を

預かる。そのおじいさん版、おばあさん版をやりたいという意味です。常時預かるのではなくて。い

ざというときにお願いする、あるいは病気になったときに電話で相談してみるとか来ていただくなど

という、いわば「疑似祖父母」をつくれないかという発想です。 

 これは教育委員会にお願いしているのではなくて、我々の方で検討している次第なんです。教育長

が言われた夜間や放課後の子どもたちのたまり場に、疑似祖父母のお宅がなり得る可能性はあるので

はないかと思い説明させていただきました。 

（高﨑委員長） 

 おっしゃっている意味はよく分かるのですが、私の実感からいうと、多分そういう取組が必要な地

域というのはもう地域としての連帯感が薄れてしまっているケースが多く、難しいテーマではないか

と思います。 

（井戸知事） 

 神戸などでもできるはずです。田舎の方が割り切れないから、難しいのではないか。 

（清水委員） 

 他府県に「お泊まりっ子」という共同事業があるのですが、子どもが友達の家に泊まってそこから

学校に通う。その家の食事や団らん、お風呂の入り方、お父さん、お母さんのしつけの厳しさの違い

みたいなものを二、三日ほど経験して、つまりよその家の子になる、地域で少子化を共有する。高齢

者で「うちにおいでよ」というところもあれば、「早く寝たいから、うちは結構」というところもあ

り、そういう個性も出しながらですが、体験をさせたい親や学校と、受け入れる地域や家庭とのコー

ディネートが必要になります。 

 行政や団体も放課後の活動に土日や夜の活動、休みはイベントやキャンプと、いろいろな事業をや

っていますが、個々の取り組みでそれぞれがつながっていない。お世話する人たちも知っていて、指

導者を共有するとかなり融通できるはずなのに、実際はそれぞれの事業でバラバラに指導者を養成し

てるような気がする。その地域で比較的頑張っている団体や施設が先行したり音頭をとる形でいいの

に、融通が利かないパターンになっている。いろんなことを手広くやっている兵庫県はそこの部分が

かえってバランスや効率が悪い気がします。 

（高井教育長） 

 そこは今提案しているソフトウエアとしてうまくつなぎ合わせる形でできれば、各施策は生きてく

るんでしょうね。 

（清水委員） 

 トライやるウイークも学校が事業所や商店街と当初はつながりを持とうと、必死になって先生が動
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かれて、その後は福祉施設やデイサービスセンター、あるいはＮＰＯなど、「うちにも来てほしい」

と受入側が声をかけるようにもなった。実際に子どもらが活動する場所を仕分けしたりあるいはエン

トリーしたり、それを調整するのは、それぞれの学校の委員会だが、今は来てほしいところが自らエ

ントリーをする仕組みにどんどんなってきています。だけど、実際現場でできること、誰が指導する

かによって、様々なレベルがあり、活動が広がってくると、質的にも上げていくことができるのでは

ないかと思う。人と社会とのつながりやその意味を実感したり、地域で具体的に体験できる機会とい

うのは、とても貴重ですし、まだまだ工夫すれば広がり深まっていく気がします。 

（井戸知事） 

 トライやるウイークで言うと、最近は楽な施設ばかりを子どもたちが選択して、難しそうなところ

には行かない。この風潮をどう立ち切って難しいところに行かせるか。 

（高﨑委員長） 

 その風潮は子どもだけではなくて大学生でも、これをやればどんなメリットがありますかとすぐ目

先の損得を前面に出してくる人が多いですね。 

 一方受入れ側も、働き手として職場で何を体験することが子どもたちにいいのかということを分か

って関わっていただければ一番いいが、最近は煩わしいと思っておられる事業所も結構多いのではな

いでしょうか。 

（長田委員） 

 やはり事業所の開拓は、本当に先生方が御尽力していただいているにも関わらず、なかなかうまく

いかない。だいたいクラスの４分の３ぐらいまでは何とか希望の職業体験できるのですが。 

（井戸知事） 

 行くところがなくて、残ってしまうのですか。事業所はあるけれども、行きたくないのでは。 

（長田委員） 

 いえ、違います。事業所がもうないからです。例えば、新聞社に行ってみたいと希望したが、そこ

は狭き門で行けないんですよ。それで、例えば自治体の広報紙担当のところに行かせてもらうなど、

本当に希望する就業体験ができるような、うまいマッチングがなかなかできない。 

（玉岡委員） 

 知事がおっしゃってました高校生のふるさと意識を高めるというところで、先ほどのトライやる・

ウィークと同じだと思うんですけど、地域にかかわる機会を充実するという話題が出てましたが、こ

れには本当に同感です。地域のお祭りがどんどん廃れていってるのは、屋台のかき手がいないからで

す。子どもたちは部活があるから帰ってこれない、高校生は参加できないということがいつの間にか

定着している。けれども、昔は青少年が非常に重要な祭りの担い手だったと思うんです。やはり地域

の伝統的な祭事は無形の文化財で、大人になる通過儀礼として学校や家庭で教え切れない教育成果も

多々あると思います。 

 

Ⅲ 人口減少社会における多様な働き方の創出について 

（高﨑委員長） 

 先ほどから、いろいろな問題提起があり、難しいテーマを話題にしていますが、やはりなぜ今そう

いうことをやらないといけないんだという時代環境や背景を県民、国民の皆さんにまずしっかり訴え
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ていく姿勢もセットでないと細部の施策だけではなかなかうまくいかないと思います。 

 その時代背景の最たるものを言えば、我が国初めての人口減少時代を迎え、まさにこれから2050年

にかけて１億人を割ろうかというこのインパクトの大きさ、破壊力というものを政府や知事部局も国

民、県民に訴えていかないといけないと思います。 

 それをクリアするために、地域再生や子育て支援など、いろいろな施策が必要だと。こういう一連

の理念とか時代背景とその具体策をセットで議論しないと個別議論だけやっても、なかなか難しいと

思います。 

（井戸知事） 

 まさしくそうです。そういう意味で地域創生戦略の中で、「人づくり」は非常に大きな要素です。

今の流れだけだと同じような傾向が続いてしまうので、少しダイレクトに「人づくり」をきちっとし

ていく方法はないでしょうかという問いかけです。 

 人口の絶対数は減っていくんですが、それぞれの能力を逆に高めれば、全体としての力は落ちない

わけですよね。 

（高﨑委員長） 

 経済学の世界ではＧＤＰの伸び率というのは労働人口の増加率プラス労働生産性上昇率です。これ

は全世界共通の概念です。今、その一つの要素である15歳から64歳までの生産年齢人口減少に我国は

直面している。 

（井戸知事） 

 生産年齢人口を20歳から74歳に広げれば、減少率も緩やかになる。 

 現実に、これから労働力不足を埋めるのは何かというと、高齢者と女性と障害者とそれからニート

などの若者の４タイプしかないわけです。 

 人口に比例して経済生産力が落ちるというのは、今までの統計データをベースにして経済を考えて

いるから、その延長線でしか物事を見ていない。そうではなくて、人口は減っても一人一人の生産性

が上がればいいんだし、能力を上げたらいい。それから、ひとりひとりの消費量が上がればいいわけ

です。そのあたりをどうするかが課題でありますが。 

（高﨑委員長） 

 そのとおりです。今おっしゃったような生産性を上げればいいという手法があるんだから、先ほど

から話題に出ている諸施策をやらないとだめですと、国民並びに県民にきちっと説明する必要がある

のではないかということを申し上げているのです。 

（井戸知事） 

 そのためにはどんな手段がありますかということで、教育委員会として一つは特色化した教育をも

っと徹底することを御検討いただけませんかというのが私のお願いです。 

（清水委員） 

 今おっしゃった高齢者が働く、女性もさらに進出する、障害者も自立、自活を目指そうという方向

の中で、高齢者の人たちがよく頑張ると、実はそこで世代交代が遅れて、組織や若者が活性化しない

事例がたくさん出てきたんです。エネルギーも知恵もお金も若干あるから高齢者の方も頑張ったらい

いが、そうすることによって世代交代があまり進まないという問題を一方ではクリアしていかなけれ

ばいけない。 
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（井戸知事） 

 世代交代をしなければいけないところが世代交代してないというのもたくさんあるんですね。だけ

ど、定年制は絶対敷いとかないといけない。第二の人生の生活設計をきちんと組み込むような生涯設

計ができるようにしないといけないですね。そこのところが、今のところきちっとできてない。 

（長田委員） 

 しかも、これだけの少子化にもかかわらず子どもを育てることに対する価値観が少しも上がってこ

ない。 

（玉岡委員） 

 女性が働く環境がやはりよくないと、いくら女性の活用と言われても、そんなしんどい思いしたく

ないですからね。 

 やはり根本は、女性の働く環境や労働条件、年収を上げるという基本的なことですよね。 

（長田委員） 

 一つ知事にお願いしたいのですが、子育てや介護は支援してくれるのですが、働き続ける方を支援

する制度がないんです。例えば、私の大学では、文科省の補助事業でピンチヒッター制度というもの

をつくりました。これは子育て側の支援じゃなくて、働く女性側にさらに補助員をつけるという制度

です。それが一般の政策にはないんです。 

 子育てのために休め休めと言われるんです。だけど、休みたくはないし、休むことは少しも本人の

助けになっていない。休まないで子育てや介護ができるということをぜひ政策で重点的にやってほし

い。 

（井戸知事） 

 休まないで介護とか子育てをするとなると、例えば、フレックスタイムや短時間勤務制ですね。 

（長田委員） 

 短時間勤務は勤務時間が４分の３になって、給料が４分の３になるが、仕事は１のままです。 時

間と給料だけが少なくなるんです。私が20年前に会社を辞めた理由でもありますが、20年経ってもま

だ解決されていないところがたくさんあるんです。ぜひとも、働き続けるための支援の仕組みをつく

っていただきたい。 

（井戸知事） 

 これは、同一労働、同一賃金の原則を徹底しないといけないですね。一番いけないのは、社会保障

を時間で区切っていることです。30時間以上だったら社会保障費も雇用者と労働者が折半しますが、

30時間未満になると社会保障の費用を企業が負担しなくてよくなるんですね。 

 ホワイトカラーエグゼンプションなどよりも、本当は時間労働当たりの賃金体系をきちっと公平化

してもらうことが非常に重要です。今の話はワークライフバランスの一番の問題点ですね。もっと会

社指導をやっていかないといけない。 

 ピンチヒッター制度のようなことをやっている企業はあるのでしょうか？ 

（長田委員） 

 たぶん、20年前はやっていませんでしたが、今はある程度は進んでいると思います。私の大学では、

そのピンチヒッター制度でヘルプしてもらえますが、そのようなことがいろんな工夫でできると思い

ます。それがないと、安心して働き続けられません。 
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（井戸知事） 

 その点は少し勉強させて下さい。 

（高﨑委員長） 

 海あり、山あり、中山間地あり、大都市ありの日本の縮図と言われている兵庫県で、地域創生とい

う視点で、今話題にあがったようなことが成功すれば、全国に通ずるモデルになるのではないかと思

います。そういう意味で、兵庫県でぜひ成功させたいと思いますが、簡単な問題ではないというのは

よく分かっています。 

（井戸知事） 

 県で在宅勤務制度をこの４月から始めました。調べてみると、民間会社も意外とやっていないんで

す。庁内の在宅勤務希望者を募集したところ、100人程度、男女半々ぐらいで登録してきました。ま

だ、あまり大きな実績はないですが、出張の報告をつくりたいなど、業務の目的がはっきりしてるか

ら在宅でもいいんですよね。「こんなことだったら在宅でやれるんだ」という事例の積み重ねを少し

やっていかないといけないなと思います。 

 フレックスタイム、短時間勤務や支援できる内容の問題を勉強させていただきたいと思います。 

（小澤委員） 

 県立病院ではフレックスタイムのようなことはやってます。ただ、フレックスタイムを使う女性の

理由は完全に休んでしまうと自分のスキルを維持できないので、短時間でも働かせてくれということ

でやってますね。その分は残念ながら他のドクターが仕事している。 

（井戸知事） 

 子育て中の女性キャリアの人たちは、だいたい無認可保育所で例えば24時間保育をしているところ

に預けてるんですね。だから、24時間保育所のようなものをもう少したくさんつくるというのもあり

です。きっと、三宮周辺だとニーズがいっぱいあるのではないかと思うんですよ。 

（高﨑委員長） 

 その財源をどうするんだという議論を並行してやらないといけない。知事からお叱りを受けるのを

覚悟で言えば、第二の緑税のようなものがあってもいいと思うんですよね。先程来の話はそれほど大

事なテーマだと思う。 

（井戸知事） 

 いえいえ、全然お叱りなんかしませんが、これは大変至難ですね。 

 よほど大胆な施策のパッケージで、お金がこれだけ足りないので負担してもらえませんかというよ

うな話にならないと難しいですね。 

 それを提案するにしても財政再建が終わってないとだめですね。 

 

Ⅳ その他 

（井戸知事） 

 来年の教育委員会の提案されていることは、予算協議の中でよく検討させていただきたいと思いま

す。 

 それで県立高校の施設整備については、耐震化を優先してきました。耐震化とあわせて、例えばエ

アコンをつけたり、トイレを直したりということをやってきましたが、耐震化が一段落する状況にな
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ると、一挙に大規模修繕を計画的に行っていくことになると思います。 

（高井教育長） 

 最近、もう補強しかできない形になってます。実績単価が上がってきて、財政的なゆとりがありま

せん。 

（井戸知事） 

 設備改善も織り込んでやらないと。財政課と相談して、仕様を変えたらいいのではないですか。そ

ういう意味で、これは進めていくということになろうかと思います。 

 それと、最近タブレット端末を持たせて、教えるのが上手な先生の授業を子どもたちに見させるよ

うなことをテレビでもよく見ます。特に専門教育の教えにくい学科でタブレット端末などを使うこと

がありますが、そういうことは実験的にやっているんですか？ 

（高井教育長） 

 はい、始めています。 

（長田委員） 

 やはり高学年の子たちには視覚、五感に訴えた教育がタブレットを使えばうまくできます。うまい

使い方をすれば非常に効果は高いと思います。ただし、先日もコンピューターが普及してる国の方が

学力が低いと結果が出ていましたから、まさにその使い方が問題であります。 

 文科省において、ＩＣＴ技術を現場に入れるときにサポートするという事業があると思うんですけ

ど、やはり最後は人材で、どういう人材がどういう使い方をするかというところに、お金を投資して

いかないと、物だけ、タブレットだけでは効果を得られないと思いますね。 

 

３ 閉会 

 

（五味企画県民部長） 

 それでは、ここで議事を終わらせていただきたいと思います。 

 熱心な御議論、誠にありがとうございました。 

 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公表させていただきます。 

 次回の会議につきましては、改めて調整をさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、閉会に当たりまして教育委員会の高﨑委員長より一言御挨拶をお願いいたします。 

 

（高﨑委員長） 

 それでは、会議終了に当たって一言御礼を申し上げたいと思います。 

 本日は、井戸知事におかれましては県議会、その他、公務、極めて御多忙の中を今年度第２回目の

総合教育会議を開催していただきまことにありがとうございました。 

 今回は２回目の会議ということで、前回以上に忌憚のない意見交換ができたと思いますし、その内

容につきましても前回の議論や地域創生の観点も踏まえ、来年度に向けた施策を立案していく上で大

変有意義な話し合いができたと喜んでいます。 

 御承知のとおり、県では現在第２期「ひょうご教育創造プラン」の実施２年目を迎えておりますけ

れども、本日の資料にも記載のとおり、教育に関する課題はまだまだ多く山積をいたしております。 



 

－15－ 

 

 教育委員会といたしましては、これらの課題に的確に対応すべく、来年度の新たな取組の方向性を

今日は示させていただきました。今後は、これらの方向性を実りあるものとするために、新年度の予

算編成等に向けて具体的な施策を検討してまいりますので、知事におかれましては御理解と御指導を

賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 最後に私ごとで恐縮ですが、この11日をもって任期満了により教育委員を退任させていただきます。 

 今から思いますと約８年前に知事からお電話をいただき、身のほども知らずに飛び込んだ世界でご

ざいましたけれども、教育問題の奥行きの深さを本当にいろいろ勉強させていただきました。 

 この間、地域をはじめ皆様から頂戴しました御支援、御指導に心より御礼を申し上げます。 

 これまでの御恩に応えるために、今後は外野席からではありますが、兵庫の教育力向上に声援を送

ってまいりたいと思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 私の生まれ育った、大変お世話になったふるさと兵庫の地域創生に向けて、これから始まる諸々の

教育施策がその大きな推進力となると心より信じておりますし、５人の委員各位には引き続き宜しく

お願いをしたいと思います。 

 甚だ雑駁な御挨拶ですけれども、退任に当たっての挨拶と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。 

（拍手） 

（五味企画県民部長） 

 以上をもちまして、第２回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。 

 

（午後４時45分 閉会） 

 


