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１ 開会 

 

（五味企画県民部長） 

  それでは、ただいまより平成２８年度第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、お集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。私、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。 

  最初に、開会に当たりまして、井戸知事から御挨拶をお願いいたします。 

（井戸知事） 

  年度が始まりまして、何となく気ぜわしい時期でありますが、今年度最初、通算して３回

目でございますけれども、総合教育会議を開催しましたところ、教育委員の皆様には、御多

用中にもかかわらず、御出席いただきまして、ありがとうございます。 

  今日は、ざっくばらんな意見交換ができればと考えておりますし、期待をいたしておりま

す。 

  熊本地震に際しましては、教育委員会の職員もＥＡＲＴＨ（アース）の活動で、避難所の

運営・指導に、早速に出かけていただいております。 

  ただ、避難所と避難者の数が多いこと、それから余震がまだおさまる気配を見せていない

ということもありまして、なかなか現地でも苦戦をしているようでありますが、学校が避難

所になったときの運営管理のノウハウは、兵庫県教育委員会しか持っていないのではないか

と思っております。熊本地震への支援は始まったばかりですが、ＥＡＲＴＨ（アース）の活

躍には感謝を申し上げるとともに、期待をしています。 

  また、新しい取り組みとして、教育委員会の一つの大きな課題でした外国人生徒の高等学

校への特別入学の制度を検討の上、この４月から開始していただいたわけですが、どういう

形で今後、円滑な運営が行えるのかについては、しっかりと運営を見定めた上で、さらに改

良を加えていければと考えています。 

  高校と大学との連携ということもありますが、新しい制度として、小学校、中学校一貫の

制度がつくられました。既に中学、高校の一貫の制度として、中等教育学校ができています

が、それの小中版が、また新しく義務教育学校という形でつくられています。義務教育学校

と中等教育学校との関係がどうなるのか、ちょっとよく見えていないのですが、これが、い

わゆる一貫教育ができるということになると、公立で小・中・高、一貫教育をやってしまう

ということになりますので、相当な教育内容等が展開できる制度になるのではないかと思い

ますが、現在は、その相互の連携はされてない状況であります。今後どのように考えていっ
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たらいいのか、これは一つのポイントになるのではないかと思っています。 

  今年、私どもの平成２８年度予算は、地域創生元年スタート予算と位置づけました。地域

創生というのは、平たく言ってしまえば、人口減少下であっても、少子高齢化が進んでも、

地域の活力を維持していくということです。そういう対策をとり続けていくことが、地域創

生の目標だと思っておりますが、そのときに我々は、兵庫の持ち味、特色をフルに生かすこ

とが、兵庫の地域創生につながると考えております。 

  兵庫の持ち味、強み、特色の一つが、人づくりです。産業界でも、あるいは学問の世界で

も、あるいは行政の世界でも、多くの人材を輩出してきているのが兵庫でありますので、子

育てをするなら兵庫、兵庫で教育を受ければ世界に雄飛する人材が育つという評判をとって

いくことは、兵庫が選ばれる存在になるという意味で、地域創生のポイントになってくると

思っています。 

  そのような意味で、兵庫の人づくりの根幹を担います教育が、それこそ世界におけるチャ

ンピオンでありたいと願っておりますので、教育委員会と我々と人づくりについて、しっか

りとした共通認識で臨ませていただければありがたいと思っております。 

  冒頭、以上、御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（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年度の重点施策の進め方について〉 

〈議題２：今後の教育施策の方向性について〉 

 （平成28年度の重点施策の進め方について、高井教育長及び五味企画県民部長が説明し

た。） 

 

（牧村委員） 

  私は昨年まで川崎重工業で技術開発の総責任者で、今は県の御支援をいただいて、新産業

創造研究機構ＮＩＲＯの理事長を務めていますので、そういうバックグラウンドのもとで意

見を言わせていただきます。 

  教育委員会の中でスポーツ立県という言葉が上げられていますが､「ものづくり立県」と

いう言葉も、教育委員会の中で少し考えてみてはと思います。 

  最初に、知事から地域創生の話がありましたが、県として雇用というのは最大の課題の一
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つです。ものづくり（製造業）も、グローバルの競争をしておりますので、競争に負けてし

まうと、パイがなくなってしまうという可能性もあります。従って、少なくともパイをどう

分けるかという議論とともに、雇用のパイをどう増やすかということも皆さんの大きな関心

事であります。 

  そのためには、知事がおっしゃられた、我々の強みを生かすというところが重要ではない

かと思います。県では、四つの成長分野を上げられています。「健康・医療」、「航空機・

航空エンジン」、水素に象徴されるような「次世代環境・エネルギー」、「ロボット・人工

知能」。その四つの分野に対して、政策が着々と仕掛けられているところですが、そもそも

「そういうことをやってみたいという人」が多数おられること、そこが大きなポイントでは

ないかと思います。 

  就職しようとしている人、あるいは県外で働いている人が、兵庫県で仕事をしてみたいと

いう気持ちになるかどうかということであります。 

  教育委員会では、既に「理数系の強化」ということが大きく上げられていますが、それは

必要であります。大前提であり、しっかり強化しないといけませんが、ただ、それだけでは、

いけないと思います。 

  わかりやすい例でいうと、皆さんは高校のときに、ファラデーの右手、左手の法則を習っ

たと思うのですが、そういう電磁気学の基礎の基礎、モーターのベースを勉強したからとい

って、「ロボットを開発してみたい」という気には必ずしもならないのではないかと思いま

す。 

  あるいは、力学を勉強したから、「飛行機を設計してみたい」という気になるかどうか。

やっぱりおもしろいな、やってみようという気、そういう呼び水、きっかけになる体験が要

るのではないか。それも、できるだけ幼少期のほうがいいと思います。 

  例えば、大空を飛ぶために、もし、飛行機がなかったらどうするのか、あるいは飛行機は

どのようにして飛んでいるのか、飛行機で月に行けるのだろうか。また、深海６，０００メ

ートル、すなわち静水圧６００気圧のところへはどうやって行くのだろうか。さらには、将

来の医療というのは、どのようになっていくのだろうかというようなことを、できるだけ大

づかみに、第一直感として頭に入るということが、その後の若い皆さん方の人生を変えてい

くのではないか。そういう意味では、難しい勉強よりも、例えば、カワサキワールドのよう

な企業ミュージアムや、工場の見学、あるいは企業ＯＢの情熱的な話を聞いたりして、小学

生や中学生が疑似体験することが非常に重要ではないかと思います。 

  特に、今の若い人たちはスマホとかパソコンでバーチャルな世界は非常に得意ですが、も

のに触れる機会は非常に少ないです。リアルな世界は、実はおもしろいとはあまり思ったこ
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とがない。そういう体験が、今申し上げましたように、ものづくり（製造業）はおもしろい

ということのきっかけになるのですが、就活の段階までくるともう遅いんですね。 

  例えば、理系の方を見ると、何をしたいかというよりも、出合い頭的に就職先を決めてし

まいます。また、文系の方も、企業というのを、どちらかというと収益とか将来性で見られ

るというのが現実です。 

ものづくりは一生をかけるに値すると、私は思っていますし、技術者のモチベーションも

非常に高いのですが、実はそのようなことが、あまりよく知られてないんですね。若い人の

隠れた才能を開花させる、気づかせるきっかけが要ると思います。そのようなことが結果的

に地域創生、あるいは雇用拡大ということにつながるわけで、まずは「人」、特に若い人か

らと思っています。 

  そういう意味で、ものづくり立県に向けての教育が大事で、理数系の強化というのは、基

礎の基礎であり、大きなポイントであります。しかしながら、同時に、そういうことがおも

しろい、やってみようという運動を、我々も出前授業でやるのですが、県の幹部の皆さん、

知事のお声がけで、そういう運動を開始してほしいと思います。「ものづくり立県」のベー

スは、そういうことがおもしろいんだという若い人たちを多くつくり、彼らにチャンスを与

えて、それに向いた人たちが県の企業に就職することによって、結果的に雇用が増えるとい

うことにつながると思いますので、今県でやっておられる大きな地域創生の事業の中の一環

として、入れていただければと思います。 

（井戸知事） 

  牧村委員のおっしゃったことは、そのとおりだと思いますが、就活で遅かったら、イメー

ジとして、いつの時期からやったらよろしいですか。 

（牧村委員） 

  少なくとも、小学校とか中学校のときに、実はこういう世界がおもしろいなと感じること

が必要だと思います。今の若い人たちはむしろどちらかというとバーチャルな世界がおもし

ろいと思っている。 

（井戸知事） 

  私の経験だと、小学校高学年でいうならキュリー夫人に興味がありました。 

（牧村委員） 

  キュリー夫人でもエジソンでもいいですが、そのような興味を通じて、ものに触れる体験

を増やして、現実のものづくり、製造業などをやってみようという人たちの裾野をできるだ

け広げるということがいいのではないかと思っています。 

（井戸知事） 
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  夏休みに科学実験の教室を随分やっていますよね。参加した子どもたちの好奇心とか興味

を満足させているのですか。 

（高井教育長） 

  そのものの不思議さとかおもしろさまでは感じ取ってくれているはずですが、牧村委員の

おっしゃったような、もう少しレベルの高いもののすばらしさのようなところまでは、教え

切れていないですね。 

（清水委員） 

  その高さに行くためには、牧村委員がおっしゃったように子どもの頃に、ものすごいイマ

ジネーションで遊んだり、過ごしたりする時期が必要だと思いますが、それが少なくなって

きているのではないかという気がします。思いっきり遊べたらいいのですが、遊びの実際も

環境もすごく貧弱になっている。今、電車の中でもわかりますが、首を４５度に傾けて、あ

るものを見続けている光景があります。あれは夢を描いているというより、多分、映像バー

チャルな世界に没頭している。学校の帰りにランドセルを放り出して川遊びをしたり、土手

に寝っ転がって空を見て、白昼夢にふけるみたいな遊びなんて、やってはいけないみたいな

風潮で、親も学校も地域もおおらかではないですね。さらに、養成された遊びの指導者が箱

庭みたいな感じでこれが遊びだよとばかり、パッケージの中で遊ばせるというプログラムが、

かえってこの風潮を助長してないでしょうか。子どもが遊ぶ、より遊ばされている。 

（牧村委員） 

  昔は、川で魚を釣ったり、森でトンボをとったりということが一つのきっかけになって、

リアルな世界に行くということでした。知事がおっしゃられたキュリー夫人であるとか、ま

たファーブルの昆虫記などでも気づくことがあったかと思いますが、今はそういう機会が減

ってしまって、スマホなどのバーチャルな世界に耽溺しているような感じがします。 

  だから、就職についてもある種のリアルな感覚がなくなって、むしろ企業を数字で見て選

ぶ傾向が強くなっているという気がします。 

（玉岡委員） 

  今、お話をお伺いしてて、資料１の１枚目で学力・体力と大ざっぱに分けてあるところか

らして、ちょっと今のような議論が足りなかったなと思います。学力、体力だけではなくて、

人間として生きていくためにどんな力がいるかというと、「知力」と「理力」、リベラルな

範囲での教養、リベラルアーツの上に、もう一個加えるとしたら、「徳力」。そこが花咲い

て初めて、生きる力を持った兵庫っ子ができていくと思います。「理力」、ものづくり、自

然に触れるという項目で、我々も議論しないといけないのかなというふうに感じておりまし

た。 
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  その中で、兵庫県が全国に誇れるプロジェクトとして、資料２のコウノトリの本格的野生

復帰事業についての記載があります。東播磨地域では、建物（ハコモノ）のミュージアムで

はなく、広くありのままの地域ごと博物館と見立てる「いなみのため池ミュージアム」とい

う事業をやって13年になります。ため池の環境を保全し守るという活動で日本水大賞農林水

産大臣賞を受賞しましたが、14年目に入り、次の段階として、環境保全のシンボルであるコ

ウノトリに棲み着いてもらうために勉強会を始めています。これは単にコウノトリを誘致す

るといった表面的なことではなく、人間が、本当に野生の生物と共生できるエリアを兵庫県

下に広げていくという具体的な活動です。本物に触れるということが、何よりの知力、理力

を育てることになります。子どもたちにはトータルに自然のままの場所も人が苦心して管理

しているところにも行ってもらう。そして、危険もあるけれど触れてもらう。危険から学ぶ

ことも、また知力になります。そういう機会をもうちょっと創らないといけないなと、今感

じておりました。 

  それで、本物に触れるという点から、資料１の２枚目の「ふるさと意識の醸成」の項目に

おいて、知事が、地域の人が伝統芸能を生徒に披露したいと申し出がある旨、言われていま

す。伝統芸能には祭りがあれば農村歌舞伎もある。淡路三原高校では人形浄瑠璃部が活動を

行っています。そういうものを守りながら、子どもたちが未来に、自分たちの誇りと先人が

築き上げた文化というものを継承していくことも、資料に書かれていない柱の知力という部

分に入ってくるのではないのかと感じました。 

  子どもたちに本物を見せるために昨年の会議で、わくわくオーケストラだけではなく伝統

芸能を見る機会の増加をお願いしましたが、今年度、そのように対応していただいて、非常

にありがたく思っています。クラシックのオペラや交響曲、また人形浄瑠璃というのは、全

ては人間のロゴスありきというか、言葉・文学から発しています。このごろの子どもたちは、

わからないことがあったら、スマホで簡単に調べようとしますが、周辺に資料を並べて調べ

るということも大事で、並べた中で、本を読む、資料に当たる、本を生涯の友とするという

ことが、知力という柱の中で意識されてないような気がしました。 

  そこから、人間としての徳を積むというようなことも派生するかと思います。資料１で、

ＩＣＴを活用した教育に関する内容がありますが、確かに学校の中でＩＣＴ環境を整備して

いくというのも大事なことですが、便利なパソコンを使って何をするかというときに、ただ

検索サイトで調べるということではなく、例えば、子どもたちが小学校１年生のときから自

分の読んだ本を、ネットの中に蔵書することにより、生涯に読んだ自分の蔵書を築くという

ようなこともできるのではないのかと考えます。決して読んだ本の数を競うのではなく、心

を動かされ、将来的には人生を変えるほどの良書と出会った、それがこの本の学びであると
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いう、書物の塔をバーチャルの中につくる。それが理力、知力、徳力、ここに書かれていな

かった柱にも影響するような気がいたしました。 

  最終的に教育は何を目指しているかということは、親の手、大人の手を離れて一人で自立

したときに、自分で友を選び、仕事を選び、生きる道を選んでいくかという、道を選ぶ力を

つけてやるということなので、総合的に学力、体力、知力、理力、そして徳力という、柱を

立て直して、やがてこの兵庫で育ったことを誇りに思ってくれることになれば、我々にとっ

ては願ってもないことだという気がしました。 

（井戸知事） 

  パソコンに読んだ本を登録していくということですか。 

（玉岡委員） 

  登録というか、ブックスタンドというべきですかね。タイトルとか著者を入れるのではな

くて、ツイッター方式ですごく短い言葉で入れていく感じです。 

（井戸知事） 

  学校単位でポイント制にすればうまくいくのではないか。 

（玉岡委員） 

  取組が広がっていく工夫が必要です。大人の側で工夫をしてやってないような感じがしま

す。 

（井戸知事） 

  小学校の理科の実験が、得意な先生方というのは、多いですか。 

（高井教育長） 

  全員が得意ではありませんので、兵庫型教科担任制を活用し、理科の実験が得意な先生が、

授業を交換する形で行っています。 

（井戸知事） 

  夏休みに、理科の実験の研修をやっていましたね。 

（清水委員） 

  テレビで、受けてみたい授業という理科の実験や、おもしろいことをやる番組があると、

学校の授業でも、あんなおもしろいことをやっているのかと思われるけど、実はそうでもな

くて、先生方は必死でやっておられるけれども、ああいうドラマチックなものはそんなにな

くて、むしろ学校は大変だな、という気は正直します。先ほどの読書の話も最初は、面白み

や身近さで選びますが、年齢がたっていくと、どんどん選ぶ力を身につけていきます。ある

人はそれこそがキャリア能力といい、生きていく力ともいいますが、私は、それをリーダー

シップ、つまり問題解決能力だというふうに考えています。そういう力が蓄えられていくこ
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とが、自分に対する自信みたいなものになっていきます。ただ、自分の思いが思い込みにな

って、誰ともつながらないということもあるので、経験したことを言語化するとか、人の話

を今度は聞く側に回るなど、自信を深めるためには、経験の後に発信し、やりとりを行わな

いと、本当の力にはならないのではないかと思います。 

  発達段階とよく言いますが、要するに他人とつながるコミュニケーションスキルを身につ

けていく段階と、もう一つは、両親からの精神的・経済的な自立というテーマの二つをクリ

アしていくステップが重要な発達段階というふうに考えています。今の子供たちや若者たち

を見ていると、磨かれないままの個性をたくさん持っていて、やりとりをするということに

おいては、大変下手というふうに言えるでしょう。言葉を使って表現し、理解し合うという

ことは、教育の根幹の部分ともいえると思います。 

（井戸知事） 

  ところで、牧村委員は今の専門分野に行こうと思われた、一番最初のきっかけは何でしょ

うか。 

（牧村委員） 

  私こそ、出会い頭です。企業を選ぶのは、そんなに考えたわけではないです。私らの時代

でもそうですから、まして今ではという感じがします。ぼんやりとは、陸、海、空の輸送機

械をやりたいなという感じはありましたが、これをしたいとか、そういうのはあまりなくて

勤めたというところです。 

  したがって、できるだけ、もうちょっと早くそういうことに出会えればよかったと思いま

す。私らの時でも、理系へいくか、文系へいくかなんて、なんか数学ができるとか、国語が

できるみたいなことで分かれておりまして、本当に自分がそれに合うかどうかは、後になっ

てもわからない。 

  固定観念を持たずに、実は文系の人でもこっちがいいということも随分あります。会社と

いうのは、わかりやすく言うと、鉄道車両を趣味として異様に強いこだわりをもつような人

が、鉄道の経営とか技術ができるとは限らないです。ものすごくミクロで見てしまうわけで

す。むしろ大きく全体を見て、鉄道車両のビジネスはこのようにやろうと思うことが大事で

す。情熱を持っているのは、実は文系の方のほうが強い可能性もあります。そういう意味で

は、最初の入り口をどこから入るかということに関しては私はよく、「枝から入って幹へ行

け」と言っています。どの枝から入ろうと、幹へ行く。ある専門分野へいくと、その専門分

野だけを極めて、結局枝で終わってしまうということが多いです。最初はこの枝から入って

いるけれど、最終的には本筋の幹へ行くんだというイメージをできるだけ若い頃から心の奥

底で持ったほうがいいかなと思っています。 



- 9 - 

 

（小澤委員） 

  私が、兵庫県で一番感心したのは、高校生たちが研究内容を発表するサイエンスフェアで

した。一つ一つの研究発表の内容がすばらしい。 

（井戸知事） 

  サイエンスフェアとはどのようなものですか。 

（高井教育長） 

  ポーアイの展示場で、スーパーサイエンスハイスクールの指定校を中心に発表会をやって

います。 

（小澤委員） 

  兵庫高校のミドリ虫を環境モニターに使うという研究が非常におもしろかったです。それ

が、産業化できるかは別にして、目に見える可視化ですね。環境の負荷に対する、こういっ

たことを生き生きと研究発表していることが非常におもしろかった。あれを一日で終わらす

のはもったいないし、もっとたくさんの生徒が見学すれば、先ほど牧村委員がおっしゃった

ものづくりのおもしろさとか、研究のおもしろさ、そういったことが体験できる、よい取り

組みだと思います。多分、あのタイプの発表会はほかであまりないのではないでしょうか。

企業の方も多く出展されていますので、そういったものを目にする機会もめったにないので、

もうちょっとほかの方がたくさん出席できるようになればと思います。 

（長田委員） 

  私の子どもは、高校でそういったコースにいますが、高校からたくさんのそのような場面

に連れて行ってもらっています。その機会が、県立高校にあるということはすばらしいと思

います。あれは必ず子どもたちに大きな影響を与えると思います。 

（小澤委員） 

  あの研究を行った生徒たちは、そういう分野に行こうと、多分思うはずです。それぞれの

分野で、立派な人材に育つと思います。 

（長田委員） 

  私の子どもは、研究をさせてもらっていますが、自分で研究をすると、物すごい気づきが

あります。一番最初は、学校に考えなさいと言われて、ある時、何かわかった、私すごいっ

て思ったようです。大したことしてないですが、何か気づきが自分の体験の中に出てくるこ

とは、すごいなと思いました。どんなきっかけが子どもにマッチするかわからないけれども、

我々としては、なるべく多様なきっかけを与えてあげるということだと思います。 

  先ほどのものづくりの話が出たので、前に知事にお話をしたことがあるのですが、現在、

私は、デジタルものづくりという文科省のプロジェクトをやっています。３Ｄプリンターを
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核にした地域のものづくり拠点をつくるという取り組みが、日本だけではなくて世界中で広

がっています。そこで、３Ｄプリンターをちょっとした施設に置いておくと、子どもも主婦

の方も、みんなそこへ行って、自分の身の回りのものをつくるということが現実に起こって

います。 

  それで、私の仲間の山形大学の先生たちは、それを地域創生と組み合わせて、例えば、廃

校になった小学校に、ファブリケーションラボラトリー、ファブラボというのをつくって、

そこに３Ｄプリンターを置いて、地域おこしとものづくり教育を一緒にやるということをし

ています。あれは子供たちにとっては、すごく大きな気づきというか、きっかけになると思

うし、ＩｏＴの一番の入り口にもなります。 

  専門的に見ても、今ＩｏＴを制するかどうかというのは、これからの大変な課題になるわ

けですが、人づくりや地域おこしという意味でも、非常にいい方法だと思うので、そこに注

目して、少しずつでもモデル事業でも取り入れていただけると、ものづくり立県兵庫という

意味でもいいかなと思っています。 

（井戸知事） 

  姫路と神戸と尼崎に企業用の３Ｄプリンターを数年前から置いているのですが、地域の人

たちが、自由に使えるような仕掛けはまだつくっていませんので、これは要検討です。しか

し、そんなに使われているのですか。 

（長田委員） 

  そうなんです、びっくりしました。 

（井戸知事） 

  山形ですか。 

（長田委員） 

  いえ、山形だけではなく、大阪の北加賀屋にファブラボがあります。ファブラボは今、日

本で４０カ所ぐらいできています。そこに朝９時から行ってつくっています。本当に驚きま

す。ウェブサイトでもファブラボって引いてもらったら、たくさん出てきます。兵庫県は、

まだないかもしれません。 

（高井教育長） 

  そこには、誰か指導者がついているのですか。 

（長田委員） 

  充実しているところは、スタッフがいて、使い方も教えてもらっています。私も、自分の

目で見るまでは、そんなことが本当に起こっているのかと思っていたんです。あんなにたく

さんものづくりをしたい個人がいるとは知らなかったです。 
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（井戸知事） 

  高校を開放すればいいのでは。高校の拠点校みたいなところに。 

（高井教育長） 

  まだ、県立には兵庫工業と姫路工業の２校しかありません。 

（井戸知事） 

  姫路工業とか兵庫工業に置いているのは、ちょっと専門的過ぎる。高性能でなくてもいい

んですよね。 

（長田委員） 

  そうですね。安いのは、数万円からありますから。 

（井戸知事） 

  だったら、どの辺にうまくねらって啓発効果を上げていくかですね。 

  清水委員に一度聞こうと思っていたのですが、中学２年生のトライやる・ウィークが、本

来だったらふるさと企業に対する関心を高めておかしくないのだけれど、今年の大学卒業生

の県内企業への就職率は３３％ぐらい、３分の１です。県立大学の工学部は姫路周辺の企業

の意識が強いからちょっと高いですけど、それでも３７％です。トライやる・ウィークをも

っと県内企業に関心を持たせるような内容にしていかないといけないのではないかと、前々

から意識していたのですが。この数字を聞くと、トライやる・ウィーク世代なのにあまり効

いていないのではないかというような感想なので、どういうやり方が良いと思われますか。 

（清水委員） 

  日頃感じることから言えば、両極端の手だてを考えなければいけない。今は、どちらかと

いえば、中途半端なのかなという印象です。先日、神戸市の人口が福岡市を下回ったという

ニュースを見ました。 

  なぜ福岡のほうが多いのか。若い人たちが、学校を卒業しても残る町ではないということ

です。大学や専門学校がたくさんあるのに、卒業すると市外、県外へ出ていく。何だかわび

しい感じがしました。ある意味では町が成熟化しているのかという見方もありますが、そう

でもなさそうです。一方で、観光で来る人は多いみたいですが、それは町の魅力とそれを提

供する人材があるからです。先ほどのものづくりの話に関連しますが、川崎重工業が神戸発

祥である兵庫の企業であるというのは、胸を張って言えることから考えますと、まず、トラ

イやる・ウィークというのは、地元の商店や事業所で、頑張って働く大人たちに身近に出会

う機会というのがベースでいいと思います。大人の多様な働き方モデル、その現場に触れる

という、学校外ならではの経験が出来る機会がいっぱいある。子どもや消費者という日頃を

離れた、他にこれほど具体的な経験があるだろうかと思うぐらい、非常に斬新なアイデアだ
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と思っています。学校や教員がむしろ地域や世間から離れていた。 

  ただ、２０年近く続くと、今後どう充実させていくかは考えるべきです。仕事の意味や、

大人意識の実感体験も貴重です。地元の事業所にかかわるのも悪くはないが、一方で、先ほ

どの、世界商品を作っているような現場に出かけ、触発されること、また、お父さんは、職

場で結構いい顔で働いている、というようなことが分かる経験もすごく大事なことです。 

地域体験と言う点からすると、様々な地域活動や福祉体験、また地域文化に直接触れるこ

とも貴重ですが、一過性でなく継続したつながりも持てるようにすることが大切です。 

私は自己中心ではない大人たちと直接出会うということが、育成活動の中身だと思ってい

ますが、そういう機会が多様にあることで、どんどん身近なものに関心を持っていくと思い

ます。身近なもので、自分の将来がイメージできる具体的なものがあまりにも少な過ぎるか

ら、データとか、あるいはリクルート情報的なもので自分の職業をとりあえず選択していく

という流れなのではないでしょうか。まさに、生まれ育った町を出ていく前提の教育を受け

ているみたいな感じがします。この地域や商店街を、何とかしたいな、みたいな活動をして

いる人たちやプランにかかわると、もう少し身近な皮膚感覚のある経験ができるのではない

でしょうか。それがたまたま伝統文化であっても、地域を活性化させる活動でもいい、地域

にある福祉施設での出会いでも構わない。具体的に生きている人たちと接して感動を得ると

いうことの意味が、もう少し強化されてもいいのにという思いがあります。トライやる・ウ

ィークは、先生方も随分苦労されてはいますが、今の子どもたちにとっての課題や、今先ほ

ど出されたようなテーマから考えると、もう少し工夫があっていいかなと感じています。 

（長田委員） 

  ちょっと中学生では就職に対する意識が遠いかもしれないですね。大学生でも、結構地元

の企業を知らないですね。そのため、どうしても遠いところの大きい企業に行ってしまう。

地元にもこんな企業がたくさんあるからということを教えると意外に気が付く人たちもたく

さんいる。そのあたりが、大学生に伝わっていないのは確かですので、ちょっと頑張ったら、

結構効果があるかもしれないですね。 

（井戸知事） 

  それとスマホなどに親しむと、持続力とか根気とか、あるいは自分で新しい関心事を見つ

ける力などがあまり育たない面があるのではないでしょうか。これも一概に決めつけられな

いですが。 

（長田委員） 

  でも、情報の探索能力はすごいものがあります。この間私の子どもが留学で、オーストラ

リアへ行きましたが、高校生がスマホを持って初めて行った場所で、自分で勝手に歩けるわ
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けです。このようなことは自分たちの時代には考えられなかったことです。英語もちゃんと

しゃべれないのに、あの行動力はスマホがあってこそのことです。だけど、逆に、一人で勉

強ができない、どこかみんながいるところに行って勉強するとか、いつもつながっていなく

てはいけないんです。 

（高井教育長） 

  昔だと、取っかかりもないから、学ぶことを諦めていたものが、今はネットでかなり調べ

られるから、とっつきやすくはなっています。でも、わかったら終わりで、そこから先へ行

かないですね。 

（玉岡委員） 

  昔は図書館で何日もかかって本を探していたのに、今ではパソコンの単語検索により全部

調べられるので能率が大きくアップしました。 

（清水委員） 

  問題解決作業を機械でやってもらえるわけですね。お金がないという問題解決は親がして

くれます。落第しそうになると、先生が問題解決してくれるわけです。しかし、就職して生

活していかないといけない、結婚して自分で家族を養うということは、当事者の自分以外の

誰がするのか。その段階からしんどくなって投げ出す。その影響が子どもや家庭にいったり

する。そういう家庭が少なくない地域やまさにそうした家庭で老後を迎えたとき、なんでこ

んな孤独なことになるのだと感じてしまいます。極端な話、そういう構造の中での選択をみ

んながやってきた結果が、今の状況ということになります。大きな流れは変えられないけれ

ど、そうした中で、守るべき、大切にすべき優先順位の高いものを幾つか選び取って示し、

伝えるのが教育なのだろうと。本人がそこからプラスアルファ、あるいは別選択しようと思

えば学習すればいいし、それをサポートするのが生涯学習システムというふうに考えます。 

（牧村委員） 

  政治でも行政でも、企業でも一番大事な「第一直感」といいますか、「カオスの状態で、

情報が非常に不十分なときに、大体こうだな」と思うことが一番大事だと思います。 

  今のスマホなどは、個別の分かっている・与えられたところはしっかり分かるが、全体と

してこうであるというところは、全く出てこないです。要するに本質的な問題はわからない

ということです。 

  だから、今の新入社員の皆さんが、「例題１」の「答え１」を見せてもらうと、「例題

２」からは、すごくいい点を取るが、「例題１」を出されたときには、答えを出せないとい

うことが多い。もっと言うと、その「例題１そのもの」を自分からは出せない。更に言えば

「カオスの状態において、第一直感でこうだな」とつかむというようなことは、極めて苦手



- 14 - 

 

であります。そういう意味で、理詰めの教育も大事だけれど、「大きなところ、マクロの視

点で見る」というのも、大事ではないかなという意見を持っております。 

（井戸知事） 

  今の話は、全部重要な話ですが、それを、例えば、学校でどこまでやるのか、地域でどこ

までやるのか、家庭でどこまでやるのかということを役割分担も考えながら体系化していか

ないと、具体の事業に結びついていかないですから、うまくつくれるかどうか分からないで

すが、この辺はちょっと宿題とさせてもらいます。 

（牧村委員） 

  前回会議の知事の御発言を見ていると、やっぱり学校だけでも無理ですし、家庭だけでも

無理ですし、やはり地域を巻き込んだ、清水委員が言われた触発するようなものが、できる

だけ多いほうがいいと思います。つまりスマホ以外に何か触発するものが、ちょっと要るの

ではないかなと思います。 

（長田委員） 

  子育ての話で、お願いがあります。 

  先ほど、子育てするなら兵庫県というふうにしたいというお話がありましたが、ぜひ、そ

のようにお願いをしたいですが、私の住んでいる市でも同じように言っているのですが、私

が勤務している大学の女性教員には評判が悪いです。それは、前回も言いましたけれど、休

むための施策に比べて働き続けるための施策が少ないということです。例えば、土曜日の児

童クラブがないとか、出産１年目は、育児休業ということを前提に、施策が決められている

ように思う点です。出産後、３ヶ月、４ヶ月で働きたい人たちには、働きにくいという意味

です。 

  休むための施策は整ってきています。知事には、前回会議で申し上げたことを早速に施策

に反映していただいたことについてお礼を申し上げます。働き続けるための施策について、

さらなる反映をお願いします。 

先日、テレビを見ていましたら、少子化は、ＧＤＰの３％を使えばとまるというふうに言

っていました。３％使ったらとまることはわかっているのですが、日本は１．５％しか使っ

ていないということでした。 

（井戸知事） 

  ＧＤＰの３％を使えば、少子化はとまるというのは、本当ですか。 

  ヨーロッパですと公立は大学教育まで全部無料の国がありますから、教育の無料化などが

入っているのではないですか。 

  今年度、県としては、第２子、第３子対策を充実しました。 
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３ 閉会 

 

（五味企画県民部長） 

  大変活発で御熱心な御議論ありがとうございました。時間も超過しておりますので、この

あたりで議事を終わらせていただきたいと思います。 

  本来でありますと、議題１の平成２８年度の重点施策と、議題２の今後の施策の方向性を

分けてと思いましたが、一緒に御議論をいただきました。 

  ただいまの御指摘、御示唆を踏まえまして、検討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。 

  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、よろしくお願いいた

します。 

  それでは、閉会に当たりまして、教育委員会の長田教育委員より、一言御挨拶をお願いい

たします。 

（長田委員） 

  本日は、井戸知事をはじめ、荒木副知事、梅谷理事、五味部長におかれましては、公務御

多忙のところ、本年度第１回目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。 

  この会議もこれで３回目ということで、今まで以上に、新しい意見交換ができたというふ

うに思っております。最初は、どうなるかというふうに、１回目のときは思っていたのです

が、特に今回は、前２回のいろいろな意見を、実際に施策に反映していただいているという

ことを知りまして、事務局の方も丁寧にフォローしていただいておりますし、感謝申し上げ

たいというふうに思いますとともに、この会議の意義を改めて感じたところです。 

  今日は冒頭に地域創生のお話もされましたし、私どもも、ふるさと兵庫を支える人材の育

成という中で、「ひょうご教育創造プラン」に従って、いろいろな兵庫教育の実現に向けて

取り組んでまいります。 

  今後とも教育施策が実りあるものになりますように、知事、また関係各位におきましては、

御理解と御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

  どうも本日は、ありがとうございました。 

（五味企画県民部長） 

  それでは、これをもちまして平成２８年度第１回兵庫県総合教育会議を閉会させていただ



- 16 - 

 

きます。 

  どうもありがとうございました。 

（午後３時４０分 閉会） 


