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１ 開会 

 

（小川政策調整局長） 

只今より平成30年度の第２回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誠にありがとうございます。 

議事進行を務めます政策調整局長の小川でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

開会に当たり、井戸知事から一言ご挨拶申し上げます。 

 

（井戸知事） 

今年度２回目の総合教育会議でございます。この時期は、新年度に入りまして学校

経営が行われて半年の実績がありますので、それなりに課題等が見えてきていること

と、来年度に臨む課題等について議論をしていただくにふさわしい頃合いではないか

という意味で、10月に総合教育会議を開かせていただきました。 

今年は台風が随分押し寄せてくる年ですし、地震も列島中いろんなところで起きて

います。大きな地震が大阪北部で起きましたし、北海道の胆振
い ぶ り

でも起きました。大阪

北部地震は、阪神・淡路大震災以来の、京都・大阪・兵庫にかけての揺れでしたので、

一つの警鐘として捉えていかなくてはならないのではないかと思っております。４年

前に、同じ震度６弱の地震が淡路島で発生しましたけれども、被害エリアは淡路島に

ほとんど限定されていましたので大きなインパクトは与えませんでした。今回の大阪

北部地震は、ブロック塀が倒れ、小学生が亡くなったということもありまして、大変

大きな影響を与えたと思います。私どもも早速に、学校や公共施設、保育所等の福祉

施設等のブロック塀を調べたところ、１万２千箇所ほどのうち約１割に問題がありま

した。さらに精査し、今回の９月補正で、福祉施設とか保育所も含めまして、撤去費

用の助成をすることにいたしておりますが、その対象が大体２千箇所ぐらいあります。

県立学校と小中学校につきましては、できるだけ夏休み中に対応すると言っていたの

ですが、半分ぐらいしか契約に至っていません。業者がいないのです。災害箇所が多

かったということもありまして、計画的に処理せざるを得ない状況になっていますが、

できるだけ早く実施をしたいと考えております。 

警察署などで、ブロック塀を目隠し的に設置しているところが多かったので、代替

手段をどうするか検討を要する課題です。鉄筋がどこにどう入っているのかというこ
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とを調べるだけでも時間がかかりますので、かえって壊して造り直した方が早いとい

うことで対応させていただいております。 

それと、帰宅困難者対策は災害対応として念頭にあったのですが、大阪北部地震で

は、通学・通勤途上対策が必要だということを知らされました。もう一つ付け加えま

すと、高齢社会を実感させられました。建物自体の被害はそう大きくなくても、家の

中で倒れた家具とか冷蔵庫などを起こせない、戻せないのです。従って、散乱してい

る状況の中でスペースを見つけて１週間ぐらい生活せざるを得なかった高齢者世帯が

続出していたということを、新しい課題だと気づかされたところです。 

災害の話はこれぐらいにさせていただきまして、来年、消費税率の引き上げに伴い

まして、一定所得以下ですが、私立高等学校の授業料が無償化されます。私立の無償

化が、公立学校にどういう影響を与えるのかということは気になるところでありまし

て、その関連で、私立に負けないような特色化をある程度図っていかないといけない

のではないかという課題を突き付けられているのではないだろうかと思っております。 

一方で、私立そのものも県外流出が結構あります。今年は高校野球100回記念大会で

したが、県外の有力チームの中に兵庫の選手が結構いまして、県外、県内という区分

自体もどう考えたらいいのかと思っております。子どもたちに選ばれる学校にならな

いといけませんが、選ばれるのはどういう要素なのかということをしっかり踏まえて

対応する必要があるのではないかと考えています。 

議論の材料を並べさせていただいておりますので、委員の皆様からご意見を頂戴で

きればありがたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（小川政策調整局長から出席者及び資料の確認） 

 

２ 議事 

 

 

 

 

 

（小川政策調整局長） 

それでは早速ですが、意見交換に移りたいと思います。どなたからでも結構でござ

【資料１】「平成31年度に重点的に取り組む施策」及び【資料２】「第３期ひょ

うご教育創造プランの骨子案」について西上教育長が、【資料３】「次期教育創

造プランに盛り込むべき取組」及び【資料４】「教育委員会と共同で取り組みた

い事項」について小川政策調整局長がそれぞれ説明 
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いますので、ご意見をいただきたいと思います。なおこの意見交換は概ね17時25分ま

でを予定しておりますので、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

（牧村委員） 

各論に入る前に、入口のところでお話させていただきたいのですが、まず教育長か

ら説明のあった「第３期ひょうご教育創造プランの骨子案」で、未来を担う人づくり

を進めるための政策が前に出ているのですが、これはぜひ賛同したいと思います。前

回私が、次世代を担うリーダーの育成ということを提案しましたが、それを参考にし

てもらったと思っております。 

私が前回申し上げたのは、国とか地域の将来を担える新しいリーダー層、厚いリー

ダー層の育成、それから真のリーダーは自然には育っていかない、どこかから湧いて

くるというようなものではないということです。将来のリーダーというのは大きな問

題を考えられる人材、そして大きな変革とかイノベーションを牽引できる人材。すな

わち社会の課題をマクロでとらえて、大きな変化を牽引できるポテンシャルを持つ人

材ではないかと思います。そういう視点で見ますと、知事部局作成の資料３、提案１

から提案３まで、これはともすればエリート教育と誤解されがちですが、これは私の

目から見ると、厚いリーダー層の育成。エリートではなくて、リーダーの育成だと思

っております。と申しますのは、例えば我々企業の立場から見ましても、これから本

当にグローバル競争が激しくなります。競合相手は、国内の誰かではなくて、欧米は

もちろんですが、新興国になります。国内であるならば同質ですから、例えば、土俵

で相撲をやって横綱、大関というエリートを選ぶことになりますが、相手が新興国に

なりますとプロレスのリングで戦う、或いはサッカーのようなチーム戦になるわけで

すから、ルールとかフィールドがガラッと変わってしまいます。同質な人材同士だけ

ではなくて、異質な人材もリードするリーダーが必要になります。そうなりますとリ

ーダーには二つのタイプがいるわけです。一つは専門性をとことん極めていくタイプ、

イノベーションを牽引できる人材。それからもう一つは総合力を高めていくタイプ。

直感をベースにして筋の良い戦略を立てる。これは非常に深い教養が必要です。 

専門性という枝や、総合性という枝であっても、幹へ入れば、それぞれハイブリッ

ドになるのですが、高校という入口ではそれぞれの特色を打ち出すことによって、先

ほど知事が言われた子どもたちに選ばれる高校になっていくのではないかと思います。 

ただし、それにはセーフティネットが要ります。例えばリーダーとなるポテンシャ

ルがあるものの環境に恵まれない、例えば非常に過疎のところの人達や、経済的に恵
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まれない方には、何らかのセーフティネットがいると思います。 

それから二つ目の私の論点としては、重要なのはリーダーの精神面だと思います。

ともすれば精神面というのは置いておかれる傾向にあるのですが、前回も少し触れま

したけれど、日本には武士道精神、ノブレス・オブリージュというのがございます。

この精神面というのはやはり、長い歴史と伝統の蓄積のものだと思いますが、自分が

リーダーとしての意識を持つ。例えば武士道精神では弱い者いじめはするな、思いや

りの心を持てとか、惻隠の情を持て、そういうところがしっかりあったわけです。む

しろグローバリゼーションの中で、そういうのは忘れ去られているのです。資料３の

提案４がまさにそのものだと思います。 

教育委員会の活動の中で未来を担う人づくりを進めるということを大きなコンセプ

トにして、もちろんセーフティネットを忘れずに、国・地域の将来を担える厚いリー

ダー層、多様なリーダー、専門性を極める人、総合性を極める人、そういう人の育成

を目指す。そういう特色を打ち出すことによって、子どもたちに選ばれる学校ができ

ていくのではないかと思っておりますので、基本的には賛成の立場でお話させていた

だきました。 

（清水委員） 

社会を牽引されてきたリーダーである牧村委員の話は本当にそうだなと思います。

私はどちらかというと事業所や、組織活動をされている方たちのネットワークで青少

年やその育成者の方たちと直接接する機会が多く、前回も日本の若者たち、高校生の

データを申し上げました。比較的自己肯定感が低く、大人しいと国際比較からも出て

いて、体力や運動能力も若干低いという結果です。兵庫県は、自己肯定感が47都道府

県で強い方ではないというデータもありました。 

日本の若者の自己肯定感が低いという結果は、設問の要領の悪さも影響しているよ

うな気がします。日本人にはこの設問は答えにくいですよね。「明日に生きる勇気を

持っているか？」と聞かれたら、「いや別に」と答える。自信がなさそうに見えます

が、自信がないのは弱さと見るのか、謙虚な証拠だと見るのか。謙虚な証拠でそこに

は伸びしろがあると見る方がむしろ適切だと思います。リーダーとなる資質は十分あ

るけども、表面的な態度や具体的なコミュニケーションとなると消極的になる。皆よ

り先ではなく、皆が行くなら一緒に行こうかという、ともすれば主体性のない動き方。

これではなかなかグローバルなリーダーシップとは言わないのでしょうが、資質がな

いのではない。大人しさというのは弱さではなくて、物事をよく見る落ち着きがある
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と好意に解釈も出来る。キャンプなどで行動しない子も実は、やりたくてウズウズし

ているわけです。だけど失敗を怖がり、他人から非難されることを心配している。結

局、子どもが自分から積極的に行動することについては、親やリーダーが先回りをし、

抑え込む状況があるような気がします。 

大人しくよく物を見るということに良い点があるとすれば、子どもたちが何を捉え

て何を見ようとしているかということに視点を当てた関わり方をしなければなりませ

ん。気になるのは、学校では先生が出した問題を考えることが多いということ。時に

は教科書に書いてあった解き方を書けば評価が高い。さらには、おとなしく授業を受

けるともうちょっと高くなる。つまり従順であって記憶力が良いと必然的に評価が高

くなる傾向があります。ところが、社会や活動の現場では、問題は出されるのではな

くて、見つけないといけない。おかしな点を指摘できないといけない。全てはそこか

ら始まる。 

大きな問題を見つけるとか気づいて対応するという能力は、多少のトレーニングや

きっかけでぐっと伸びていく。その引き金になるのは、いい意味で他人と揉まれるこ

と、いいチーム経験やグループ経験をすること。その意味では、学校で実施されてい

る自然体験活動というのは、単に自然に触れるということだけでなく、自然の中では

どうしたって人間が折り合わないと仕方がないという場面にどんどん遭遇します。そ

こで彼らなりの試行錯誤をどんどんさせることが体験活動の本質なのだろうと思いま

す。だからどんなご飯も美味しくなるのです。ちょっとした我慢や頑張りが貢献につ

ながるのです。あとは特定の誰かではなくて、また結果ではなく、個々の頑張りや過

程を評価するリーダーシップを先生方がお持ちになればいいわけです。 

社会に出てから問題を見つける段階になったときに、これまでの民主主義は、多数

派の意見でシステムを作ってきましたが、これからは少数派の意見をうっかりでも見

落とさず、そこにこそ真理があるような問題の見つけ方、例えば、数値的には相対的

に少なく、多数派の中では間違いなく取りこぼされてきたテーマでも、そこに新しい

社会的価値を見出すこともある。おかしいと言える人たちが繋がって、その声の方が

強く反映される事例が多く出てくると、社会というのは違う意味で面白い、また新し

い側面を見せてくる。 

ただし、子どもたちや若者たちがどんな価値観を身につけていくべきかと考えたと

きに、SNSが流行っている今の状況では、健全な価値観を育てるのに必要な体験とかト

レーニングがなされているのか心配します。社会がちゃんと見えるような、人と向き
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合えるような、もっと言うと日頃から横着を避ける生活習慣とか、不正を憎む心とか、

それこそ惻隠の情、弱きを助ける心が育てられるか。 

ボランティア活動でも、学習してからの参加ではなく、人の役に立ちたいという思

い、さらにその感動が、動機になっていて、今の若い人達の感性が反映されているよ

うに思います。 

子どもたちの健全な価値観形成を阻害する大きな要因はむしろ大人たちの生き方で

はないかと最近、思います。先ほどの不正を憎むとか横着を避けるという態度は子ど

もの頃から習慣的に身に付けておかなければならないことですが、そうしたことほど

身近な親、大人たちの生き方が反映されます。 

もう一つ付け加えると、そういう心身ともに価値観の基盤が育つ頃に、必ずしも必

要な道具とは私は思いませんが、スマホを使う楽しみにのめり込み、人を見ない、世

間を見ない、景色を見ない、空を見ないで好みの画面しか見ないという日常です。便

利な物をただ与えるだけというのは無責任です。スマホは面白さと取り返しのつかな

い危険性の両方を持っています。自然で普通なものが見えにくくなり、際立ったもの

が日常的に目に触れます。YouTuberとして生計を立てることも成り立っているので、

そういう生き方を希望する人が出てきても決して不思議ではない。 

たくさんのことを申し上げましたが、社会に出て興味、関心がある仕事に就き、そ

こで人とつながり仲間を作り、さらに深い問題意識で繋がりを広げ、自身を深めると

いうことに意味を感じる生き方を考えると、問題に気づき、そして課題を見つけ、プ

ランを立ててアタックするという、こうした取り組みや活動を、仲間と楽しく実際的

にやっていけることが、新しい時代の生き方や教育として求められると思います。 

（空地委員） 

人材育成や技術の開発とか、そのために教育研究に力を入れるということは、これ

から、我が国の生き残りの道だと思います。そういう意味で、ひょうご教育創造プラ

ン骨子案については、作成のときから私も少し意見を言わせていただきましたが、こ

ういうことが実現していくべきだと考えます。ただ、これらの検証をどうするかとい

うことが大事になると思っております。 

もう一つは、ここに出てくる文言がポジティブなことばかり書かれていますが、人

生には失敗もありますので、めげないとか、失敗の中から成功を導いていくという態

度も教育の中には必要ではないかと考えます。 

知事部局からのご提案について私の意見を少し言わせていただきますと、SGHとか
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SSHとか、或いはWWLコンソーシアムなど、言葉が難解なのですが、高校の様々な取組

を一般の高校生や保護者がどこまで理解して高校を選んでいるのか。これは大変由々

しき問題ではないか。つまり、中学の先生が「君の点数だったらこの高校に行けるの

ではないか」という進路指導をしていて、必ずしも中学生の意欲を拾い上げるような

形になってないのではないか。しかも、最近になって新たな学科やコースなどが入っ

てきて、わかりにくくなっているような気がしますので、ここはしっかりと啓発する

なり少し整理をするなりしていただく必要があるのではないか。また、社会のニーズ

或いは生徒や保護者のニーズも勘案した上で進めていくべきでしょうし、生徒の数は

どんどん減っていくわけですから、中長期的な兵庫県全体の公的な教育への取組みを

もう少し具体的に作成することが求められるのではないかと思っています。 

ただ私は、前もお話ししましたように、基本的には公的教育の役割の大きな部分は

全体の生徒の学力や考える力の底上げであって、教育格差の解消に向けての取組が一

番大きな命題ではないかと思っております。それに取り組んだ上で様々な特色を出し、

進学校も職業高校も充実させていけば、選択が広がって大変素晴らしいと思います。 

前回から出ていた中高一貫教育の推進につきましては、私立の中高一貫校と同じパ

ターンになるのか、公立としての特色が出せるのか。単に６年間の一貫教育にして進

学校にしたいというだけなのか。それではちょっと意味がないかなという気がいたし

ます。つまり、確かに高校の受験はなくなるけどもそれが中学校の受験に降りてくる

という可能性もあるわけです。後に大学に入るためにはまた勉強しないといけないと

いうことになると、かつての旧制高等学校のように自由な議論をしたり、自分の勉強

をしたりというような場ではなくなるのではないかという危惧がございます。 

むしろ私は、これは高校とか、県の問題ではなくなりますが、幼稚園から中学校ま

での10年を一貫とした教育について、研究していただきたい。特に、小さい頃はいろ

んなことに興味がありますから、そういうものを伸ばしていく。そういうパターンも

あるのではないか。今、小中一貫校がたくさん出てきてはいるわけですが、もっと年

齢を下げてもいいのではないかということを提案したいと思います。 

いじめ対応については、LINEでの相談事業に関して、生徒からの相談への対応もあ

る程度できているというようなご報告を本日の教育委員会でいただきましたが、一方

で、教育委員会に教員が相談できるシステムということになりますと、教員はなかな

か相談しづらいのではないか。だから、教育委員会ではない場で、教育関係の方、弁

護士の方、警察の方、医師や保護者も入って、そういう第三者的なシステムを作って
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相談を受けるとか、対応を考える必要があります。生徒側への対応は一歩進んだと思

いますが、その周りの方々への対応というのが少し必要だと思います。 

それと、生徒がいじめでひきこもり等になったときに、学校に無理していく必要は

ないよという話をよく聞くわけですが、家にずっといればいいということではなく、

その子たちを何とか別の形で引き出して、みんなと勉強なり遊びなりができるような、

その子たちにとって、学校以外の逃げ場のようなところも必要ではないかなと感じま

した。 

（西上教育長） 

空地委員が言われましたSNSの悩み相談の状況について、今年初めて２か月間実施し

た結果を教育委員に報告をしたところですが、年間の相談件数は、昨年が648件だった

のが、この２ヶ月間で偶然に同件数の648件と、１日あたり10件を超える相談がありま

した。相談者はやはり中学生が多いという結果になっています。大きな事案につきま

しては、教育委員会で個別に対応するという体制を取っております。こういった取組

に効果があるということであれば、いじめ対策として本格実施を検討していきたいと

考えています。 

（村田委員） 

今日の総合教育会議に来る前に、私たち教育委員はいつものように教育委員会会議

をやっていたのですが、最近委員会での議論が白熱してきたということを委員で話し

ていたところです。これは先ほど牧村委員がおっしゃったリーダーシップ教育とも関

わっていますが、教育委員会会議の場でも、牧村委員始め、各委員の専門性に根差し

たリーダーシップが発揮される場面があります。 

例えば先の台風で、自然災害が発生したときの生徒への連絡方法が学校によってま

ちまちであるという現状について話したときには、これは組織の危機管理にかかる重

大な問題であるからすぐに調査してほしいという委員の発言を受けて、事務局がすぐ

に対応したということがありました。また、夏ごろ全国の公立学校におけるクーラー

の設置状況と熱中症の問題が報じられた際には、これは人命に関わる大事なことだか

らすぐにやろうという提案が委員からなされ、事務局がすぐに実態把握を行ったとい

うことがありました。 

第３期ひょうご教育創造プランについても、プランが大方出来上がってしまってか

ら見せるのではなく、もっと粗々の骨組みの段階から見せてほしいということを牧村

委員が発言され、今回かなり早い段階から委員も検討に加わらせていただいています。
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普段私は大学で仕事をしていますが、大学の方がゆったりしているといいますか、企

業の方が動きが早いと感じることはあります。先ほどの震災時の連絡網のあり方など

についても、大学含め教育現場の方が割とおっとり動いているようなところがあって、

そういう意味では強いリーダーシップのもとに組織を改革していくことの大事さを、

この委員会を通じて私自身学ばせてもらっています。 

ただしまた、それと同時に、教育においては強さという価値だけでなく、弱さを含

め、多様な価値についての教育も必要であると感じています。大学で学生を指導して

10年になりますが、思いがけず弱くて不甲斐ない自分というものに直面したとき、周

囲に相談したり、助けを求めたりすることなく一人で悩んだり、問題そのものから静

かに身を引いてしまうような学生がいます。昨今は売り手市場と言いますけれど、実

際のところ第一希望の会社からすぐに内定をもらえるのはほんの一握りの学生で、大

多数の学生は何十社も受けてやっと１社内定をもらえるのが現状です。それでもタフ

に何とかやりぬいて、内定をもらって卒業していく学生がほとんどですが、中には自

分はもうだめなんだと思い込み、自信を喪失してしまう学生もいます。学校に来なく

なる学生もいます。そういう学生を見ていて思うのは、日頃から小さい挫折や失敗を

積み重ね、それへの対処を学ぶことの大切さです。具体的には、何かがうまくいかな

いときには誰かに頼る、相談する、うまく息抜きをする、など。ゴールそのものの見

直しが必要な場合もあるかもしれません。 

そうしたことはすぐにできるようになることではないので、日頃からの教育やトレ

ーニングが必要だと思います。 

今回知事部局がご提案くださった中で言うならば、「社会を生きる力を育む」とい

う部分がそれに相当するのかなと思います。学校教育において、具体的にどのような

形で取り組んでいけるのかについてはこれから考えていかなければいけませんが、人

は弱い存在だという前提で、そうした対処について教育していくことも大切ではない

かと考えました。 

（玉岡委員） 

教育は大人、先人が子どもに与えるものという考えが今までは当たり前でしたが、

今回のプランを見て初めて子どもたちが選ぶものと気付きました。子どもたちが自主

的に主体的にこの学校行きたいと思ってくれないと、教育が実らないわけです。その

場合、単に偏差値で選ぶ、そこが進学校だから選ぶということではなくて、高校に行

って、一番柔軟な感性を持っている若者がそこで得たいものを考えると、決して大学
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受験に合格するための学力だけではなく、友情であったり、若者特有のおしゃれのセ

ンスであったり、いろんなものがあると思います。そういう学力以外のものを学べる

空気がその学校の中にあるかという視点に立ち返ると、それはそこから輩出した先輩

たちにこんなすごい人がいるとか、またはその学校のカラーですね。カラーというの

は、何らかの際にすぐに立ち上がる人間関係のネットワークです。 

ただ、そのカラーというものをどうやって学校が作るかというのは非常に難しく、

そのキーワードが、資料３にちりばめられている「地域」だと思います。日本遺産や

地域遺産が最近見直されて、その土地の歴史や文化財、そこから出た人材などが注目

されるのは何よりの証拠だと思います。でも、その地域の遺産、ただ土地に山があり

川があり建物が残っていて城があるということではなく、何といってもそれを築いて

きた人間だと思います。 

兵庫はどうしても五つの国が合併したという成り立ちからの弱点があると思います。

例えば、大河ドラマの「西郷どん」を見ると、「薩摩隼人」と言えばどんな気質か分

かったり、「土佐のいごっそう」や「土佐のはちきん」と言えばどんな県民性か浮か

ぶ、そういうものが歴史的にない地域であると思います。第３期ひょうご教育創造プ

ランの骨子案に「ひょうご人」というのがありましたが、同じ兵庫県民として互いに

親近感はありますが、但馬と淡路では違うという、やはり一つに括るのが難しい地域

があるからこそ、地元の人達に入ってもらわざるを得ないと思います。学校現場だけ

でできるものではなく、地域との連携というのは、地域の人たちが、そこに学校があ

ることで自分の住んでいる町の教育レベルや文化度が上がっているということを認識

して、その学校があることのメリットを高めるために応援してもらわないといけない、

そういう時代に差しかかっているように思います。 

兵庫県政150周年ということで今年は力を入れてやっておられますが、私は歴史小説

作家でもっと古い時代の人物なんかも書いているわけなので、たかだか150年と思うわ

けです。その150年の中の勝ち組が東京であり、神戸であり阪神地区です。だから神戸

や阪神間の学校に行きたかったのに交通事情を考えると断念したという意見を聞くと、

断念じゃないだろうというのが歴史を辿る時の逆説の見方だと思います。 

学びの目的は何かということに立ち返ると、昔は但馬には青谿書院（せいけいしょ

いん）を開いて地域の後進を育てた但馬聖人のような教育者もいたし、そこに行って

学びたい、教えを請いたいっていう人たちがいました。さらには銀山という経済力に

も支えられて但馬には輝かしい歴史もありますが、残念ながらどんどん人口が減少し
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ている。あるいは丹波には篠山というお城があったり柏原に陣屋があったりして、昔

に殿様がいたということで文化や歴史の空気が違います。そういう地域遺産の掘り起

こしが必要と言われているのはまさにそれで、子どもたち自身がそこの土地に行って

学べば、自分が青春のかけがえのないひとコマをどんな空気の中で送れるかという、

そこに価値を見出してもらう以外にないと思います。ふるさとに誇りを持つ教育とい

うことも盛んに言われますが、「ふるさと」という童謡の歌詞を思い浮かべると、三

番の歌詞にあるように、「志を果たしていつの日にか帰らん」というのが明治人の心

だったわけです。でも今は残念ながら、志を果たして国際社会に行ってしまう、東京

に行ってしまう、神戸に出てしまうということになっているので、たかだか150年の歴

史の勝ち組に与するのではなく、ふるさとに帰って自分が学んだこと、人生で得たこ

とを還元するというような学びの目的をこれからスローガンとして挙げないと、「国

際的に活躍しましょう」とか、「AIに対応できる人間になりましょう」という、どこ

の地域で言っても通るような内容にしかならず、兵庫独自の教育の特色化にはならな

いと思います。 

高校の特色化ということでは、方針があると思いますが、それはあくまでも方針に

すぎず、いわば戦術に過ぎません。そうではなく、この150年でこれだけ変わったわけ

です。もう東京に出なくても、スカイプで会議ができる社会がすぐそこまで来ている

わけですから、さらに150年のうちにはまた大きなうねりで変わってしまう。社会が変

わったときに、例えば丹波には美しい空気があり山があるということで勝負ができる

かもわからない。淡路では緑なす平原がありおいしいものがとれる。そうしたことで

勝負ができるかもしれない。勝ち組というのはどこで変わるかわからないわけですか

ら、それに対応のできる戦略ある教育を進めるべきです。志を果たして帰ってきてく

れるかどうか、ここをもうちょっとうるさく言わないと駄目なのではないでしょうか。 

ないものを何とかしようというときにスローガンを立ててうるさく言います。でも、

このふるさとに帰れとか、ふるさとに誇りを持て、ふるさとで活躍できる人間たれと

いうことは、どうもここ数年、数十年言われていないように思いますので、その辺の

戦略の立て直しが必要だと思います。そしてそれは、学校現場、教育者だけではでき

ない。地域の人達が本気になって、自分が住んでいる地域から子どもが減ってもいい

のか、帰ってきてくれなくてもいいのかということを突き詰めて、深刻な悩みとして

向き合っていただくようなキャンペーンを張らないといけないのではないかと思いま

す。学校だけでできる教育ではない。地域ぐるみ県ぐるみでやっていかないと東京一
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極集中には勝てないし、良き人材を兵庫県が育ててもどんどん世界に取られ、東京に

取られ、人口が多いところに取られていって、地方はどんどん疲弊していく。こうい

う現象に歯止めがかからないのではないかと思います。ぜひ、子どもたちがふるさと

に帰ってくる作戦を練り直さないといけないと思っています。 

（井戸知事） 

私が少し危機感を抱いていますのは、昔のナンバースクールが低調なことです。豊

岡高校、八鹿高校、柏原高校、篠山鳳鳴高校、龍野高校も入れてもいいかもしれませ

ん。こういうところが、昔は人材を輩出していたのですが、最近ちょっと弱ってきて

いるので、その原因は何なのだろうか。非常に端的に言うと、私立に流れているので

す。だけど、どうして流れているのか考えると、３年単位のカリキュラムでは余裕が

生まれないのか。ということは制度が悪いという話になりかねないのですが、そのあ

たりの原因を議論して、どういう対策が打てるのか。もし３年単位が悪いのであれば、

中等教育学校をもっと増やすということが一つの解決策になりますが、どうもそれだ

けでもなさそうです。子どもたちの関心が非常にドライに単一目的化しつつあって、

自分はもう一生これにかけるんだっていう選択をして、それにふさわしい学びの選択

をしているということなのか。そうだとすると専門学校をたくさん作った方がいいと

いう話になりかねません。どういうように全体を捉まえればいいのかということと、

これからを考えたときに、先程教育委員の先生方がおっしゃったような課題を解消す

るためには、学校のあり方、特に高校のあり方をどうすればいいのか。これが今対応

を迫られているところだと思っています。 

ところが現実には一挙に変更することはできませんから、モデル校で実施してみる。

それから、国の政策にうまい具合に要件が当てはまればいいのですが、当てはまらな

いときに、県独自で奨励校のようなものを作っていくか。先ほどの例で言いますと、

高校コンソーシアムの構築とか、或いは、地域と共同して課題解決に取り組む事業な

どは、国の指定を受けなくても兵庫県版を作ればいいのではないかと思います。SSH

など国の指定校制度に非常に効果があるのであれば、兵庫県版指定校制度を作ればい

いではないかと考えています。教育委員会として力を入れたい分野を設定し、その分

野ごとに数校のモデル校を指定して特色ある教育の推進を図ってはどうか。ご検討い

ただくとありがたい。 

それともう一つ、教育委員の先生方から言われたご指摘は全てその通りだと思いま

すが、総論もいいのですが、こういうクラス編制をしたらどうかとか、こういう人材
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を集めたらどうかとか、こういう地域にこんな学校作ったらどうかとか、ブレイクダ

ウンした提言をしていただくと私のような現実派でも理解できると思いますので、ぜ

ひお願いします。今申し上げたモデル校は、先生方の提案に対する一つの答えを出さ

せていただいたということでもありますが、ぜひ具体的な提案もいただきたいと思い

ます。 

全然違う話になるようで恐縮ですが、小・中学校の段階は結構、体験学習に力を入

れているのですが、高校がちょっと弱いのではないか。高校はインターンシップにも

っと力を入れようということをずっと言ってきましたが、いわゆる良い学校と言われ

るところの取組が悪いのです。だとすれば、そういう学校は放っておいて、そうでな

い学校にもっと力を入れればいい。満遍なくは止めて、放っておいていいところは放

っておく、必要があるところだけ手を差し伸べるというぐらいの割り切りが必要では

ないかという気がします。 

（西上教育長） 

教育の均一化というのはもう成り立っていません。大規模な小・中学校を抱えてい

る地域がある一方で、ひとクラスが平均７人しかいないというようなところもありま

す。 

（井戸知事） 

それはクラス編制を変えないといけない。 

（西上教育長） 

教員の定数は児童生徒の数で決まりますので、小規模校になると先生がいません。

都市部では都市部の問題、地方では地方での問題があります。一つの方策では解決す

ることができませんので、区別して考えていく必要があると思っています。 

インターンシップにつきましても、少し割り切って考えたいと思います。高校の特

色化については、学校がどういった教育に取り組むのかという選択にできるだけ沿え

るように、そう言いながら県下全体の教育が偏ることがないように、方向性を示して

いきたいと思います。 

（井戸知事） 

特色化の一環として芦屋国際中等教育学校を作りましたが、特色を発揮しているの

でしょうか。あまりニュースになったことがないので、せっかくの中等教育学校が期

待した成果を挙げているのか。挙げていないのだとすると、中等教育学校制度という

のは意味がないのか、ということになります。 
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それから、国際高校は外国籍の生徒が３分の１ぐらいしかいません。３分の１ぐら

いしか入ってくれないのであれば、別に国際高校と銘打たなくても学校は作れるとい

うことになりかねません。学校の評価をきっちりしていっていただいたらどうかと思

います。 

（西上教育長） 

教育委員会は発信力が弱くて、教育現場でいろんなことをやっているのですが、あ

まり外に向かって周知ができていません。知事がおっしゃった芦屋国際中等教育学校

は、実は非常に良い成果を挙げています。外国籍の子が30人、帰国子女が30人、日本

人の生徒が20人という定員に対して競争倍率も非常に高くて、優秀な大学にたくさん

進学しています。そういった情報がなかなか伝わらず、一部の人しか知りません。国

際高校は設置時の「英語を主体とした国際科をリードする学校」という熱が少し弱ま

っており、我々も問題意識を持っています。特色化を後押ししていく仕組みが必要だ

と思います。 

（井戸知事） 

国際高校は神戸市立外国語大学と連携して、国際高校に入ったら市立外大に進学で

きるようにならないか。国際関係の専門家を養成する高校だということを打ち出した

らどうか。公立だからしてはいけないということではないので、やっていけばいいの

ではないか。 

（西上教育長） 

国際高校に入った生徒の周辺の方、例えば弟妹などにはすごく人気があり、進学希

望が多い。逆に言えば、国際高校の魅力を特定の人しか知らない。そこが弱いところ

だと思っています。 

どういった形で底上げをするか、教育委員の先生方とも相談しながら検討します。 

（清水委員） 

かつては、大学を卒業し一部上場企業で正社員というのがノーマルな大学卒の期待

イメージでしたが、若い世代では、非正規雇用や短期雇用を繰り返して、働きがいは

低い代わりに自由な暮らしが手に入っており不満ではないという人も決して少なくあ

りません。一方で、正規雇用での就職は、自動的にふるさとから離れる形になってし

まうこともあります。いろいろな選択肢があってもいずれも悩ましいという状況を若

者たちは抱えています。高等学校在学時にもっと地域がわかるというか、地元で輝い

て働いている人たちから「働くっておもしろいよ」という話が学校で聞けるような機
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会がもっとあればいいと思います。 

高校の発信力が弱いというのは、どうしても公立の学校だと教育委員会経由の情報

も多く、独自の発信が弱いように感じます。その地域に根づいて生きている人たちが

そこで何かを発信するような機能を地元の高等学校がコーディネートして、それを教

育のカリキュラムとして発信できるようになればいいと思います。 

一時は町から出るかもわかりませんが、自分にとって土地勘と愛着のある町で暮ら

していこうと思う人間にとっては、信頼感とか安心のある地元の高校に行くことが一

番良い。そこに行くと、対人関係の中で自分が磨かれるとともに、一方で思索に耽る

ような時間もいっぱいある。 

学区制が撤廃され、能力のある子は地元を離れて、例えば神戸の学校に行くという

ことになると、一方では地方の基幹校のようなところがどんどん弱っていくという傾

向が出てくるのではないかという懸念もあります。また、実業系の学校も含め、地域

のいろんな特殊な情報を持っていた学校も標準化されてしまう傾向に、少子化でさら

に拍車がかかることも考えられます。地元に人がいなくなって、事業所は決算ではな

くて人手不足で倒産する時代になってきていることを考えると、非正規雇用でも楽し

い生き方があるというライフスタイルを提供してもよいのではないか。高校教育は、

本当は、ライフスタイルのヒントをいっぱいもらえるところでないといけないのに、

一定の教科書でカリキュラムを終えて、卒業単位を取るところというイメージで、む

しろ本来の姿がマイナーな感覚になっていないでしょうか。 

（牧村委員） 

資料３の論点３、中高一貫教育についてですが、一般的な中学校と高校では、中学

校でやることと高校でやることが重複します。大学に行ったら、教養課程でまた同じ

ことをする。３年ごとに学校が変わるからそういう重複が出てくる。カリキュラムが

おかしいのです。これが中高一貫で６年になると、かなり柔軟なカリキュラムが編成

できて余裕が出ます。その余裕の中で、専門分野に進むとか、地域で生きていくとか、

そういうそれぞれの特色を生かしたことをする。３年間で考えるとそんな余裕が出ま

せん。制度的にはいろんな難しい課題があるかもしれませんが、いわゆる世間で言わ

れる「良い学校」を中高一貫にすると非常に効果があると思います。私は、中学校、

高校、大学と進学して、なんだか妙に同じことをしていたという気がします。小学校

でやったことをまた何となく中学校でやって、中学校でやったことをまた高校でやっ

て、大学に行ったら一般教養だと。疲れてしまうような気がします。これは３年ごと
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に学校が変わるからだと思います。一つには進学指導重点校の指定も必要だと思いま

すし、できれば中高一貫教育校も導入して、余裕が出たところで生徒に合わせて特色

のあることができる、選択ができる、そういう学校だったらみんな希望すると思いま

す。 

（玉岡委員） 

具体的な意見をということですが、去年、ワシントンD.C.に研修に行かせていただ

いたときに見た学校にヒントがあるのではないかと思います。トーマス・ジェファー

ソン・ハイスクールという学校なのですが、まさに地域との連携を具現化している学

校です。学校が非常に荒れていて、子どもたちも荒んでいて、住民もセキュリティの

問題で本当に危機感を持っていました。そこで地元の高校を理数系に絞り、地元から

出た先人で非常に発明好きだったジェファーソン大統領の名前を校名にしました。理

数と言ってもいろいろありますが、コンピューター関係から化学の実験から、好きな

ことをやらせます。単位が足りなかったり、あることを一生懸命やりたいのに時間が

足りないという場合のために、今日の資料にあった「WWLコンソーシアム」のように、

高校在学時から大学の単位を取れる生徒には取らせてやって、大学進学とか受験の心

配をなくしてやるということをやっています。また、生徒たちが好きなことを一生懸

命やって発明したりすると、企業が奨学金をくれます。そうすると学外でもニュース

になるので、学校の知名度が非常に上がり、またそこに行きたいという子が来ます。

こういう制度を日本で何とかできないかと、いろいろ考えたのですが、日本に寄付、

ドネーションの文化がなかったり、難しい支障がいろいろあります。 

この高校では、セキュリティ対策として、入るときに空港と同じように、鞄から荷

物を全部出さされます。銃撃事件などが起きると地域全体が大きなダメージを負うの

で、住民が身銭を切って対策を始められたと聞きました。 

地域にそういう有名な学校ができると相互メリットがあるわけです。非常に地域が

安定する、セキュリティも高まるというような、相互に良い面があり、そうすると学

校に寄付しようかとか応援しようかという地域の人達の志も高まっていきます。その

学校で学んだ人達も、そうやって地域の人に応援してもらったのだから、今度は自分

が何千万ドルと地域に還元できる。「いつの日にかふるさとに帰らん」ですね。そう

いうことが実現しているように思います。 

これを日本でやると、専門の技術学校みたいなレベルになってしまうともったいな

いのですが、例えば知事がおっしゃったモデル校ということで実施して、そこで成果
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を出せると関心が高まっていくのではないかと思います。 

水産業などは地域自体の産業ですし、そこで人材を帰って来させるというのは地元

の危機感にもよると思うのですが、水産と言っても造船から冷凍技術から魚の捕り方

や魚の生態系などいろいろなことが学べますので、そういう特殊なところを１校モデ

ル校に指定して、成果が出れば、本当に大きな試みになると思います。海のない県が

ありますから、そういうところからはきっとうらやましがられると思います。 

（井戸知事） 

もう一つ気になっていますのが教育の無償化です。無償化は、子どもたちにどうい

う影響を与えるのかということです。格差是正にはきっと繋がります。セーフティネ

ットには繋がるのですが、学ぶことに対する意欲には繋がっていくのか。繋がらない

おそれの方が高いのではないか。となると、勉強しろと言われるからするという従順

な生徒がどんどん養成されるおそれがあるのではないかと思います。それから無償化

になると、生徒の希望は考えずに、進学さえできればいいと考えるようになるなど、

何かすごく危険な方向になりかねないと懸念しています。特に私立は、基本的な考え

としては、生徒が希望して入学しています。私立まで無償化されてしまうわけですか

ら、建学の精神に惚れて、希望して行くという風潮ではなくなってくるおそれがある

ということを大変懸念しています。 

 

３ 閉会 

 

（小川政策調整局長） 

予定の時間が過ぎていますので、このあたりで議事を終了いたします。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。  

議事録は後日ホームページに掲載させていただきます。 

それでは閉会に当たりまして玉岡委員からご挨拶をいただきます。 

 

（玉岡委員） 

会議終了に当たり一言ご挨拶申し上げます。 

本当にいい意見が出たところで終わって、少し消化不良の部分もあるかも知れませ

んが、いろいろ問題があることについて認識ができたことに意義があったかと思いま

す。特に今、教育委員会では、第３期ひょうご教育創造プランの策定を進めておりま
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すが、作ってしまうと５年間変えられないということになりますので、今のうちに一

気にいろんな議論を尽くして、いざ施行されることになったらもう社会の方が進んで

いたということにならないように、新しい社会にも対応できるような良いプランにし

ていきたいと思っております。 

本日の会議で出されました様々な意見がいい形で、兵庫県独自の教育として実現し

ていきますことを願いまして、閉会の挨拶にさせていただきたいと思います。 

本日は本当にありがとうございました。 

 

（小川政策調整局長） 

それではこれをもちまして第２回総合教育会議を終了いたします。本日は誠にあり

がとうございました。 


