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１ 開会 

 

（戸梶企画県民部長） 

  令和元年度第２回兵庫県総合教育会議を開会いたします。本日は、大変お忙しい

中、お集まりいただきましてありがとうございます。本日、議事進行を務めさせて

いただきます、企画県民部長の戸梶です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、開会に当たりまして、井戸知事から一言御挨拶申し上げます。 

 

（井戸知事） 

  本年度、２回目の総合教育会議で、教育委員の皆様には御多忙の中、御参集いた

だきましてありがとうございます。９月議会の中で、答弁回数の一番多いのは西上

教育長でありまして、昨日などは、６問のうち４問が教育問題でありました。これ

からの兵庫を担うのは、やはり今の子どもたち。そういう子どもたちに兵庫を担っ

てもらうという観点で、どういう教育を展開していくのかを強く認識、意識されて

いるということなのではないかと思われました。そういう中で、強調されているの

は、やはり自立できる、みずから考えることができる人物像が１つのベースになっ

ているのではないかと、私自身は受け止めた次第です。 

  もう一つは、今どきの子どもは体力がないんですね。体格はいいんだけど、体力

がない。体力がないことに対して、どのように取り組んでいくかというのが２つ目

の関心事です。あと、学区同士の交流の話です。今も隣接してる場合に、相互交流

を前提に認めてるわけですが、それについてどう考えるのかというような点も、議

論として打ち出されたりしておりました。いずれも経緯や歴史のあることですから、

一挙に全部をどうこうできない話ではありますが、十分に検討していただくべき課

題なのではないかと思っています。 

  今回、私どもから、兵庫県版バカロレア制度っていうのをつくったらどうかとい

う提案をさせていただくことにしております。教育委員会もＳＴＥＡＭ教育を実施

しようと言われておりますので、問題意識はかなり共通しているのではないかと思

っております。要は、東大や京大のような日本の大学を目指さないで、外国の大学

を目指すような高校生をつくりたいというのが、我々の兵庫県版バカロレアの提案

なんです。未来の実力を持った高校生を育てられないか、しかも公立で育てられな

いかという問題意識です。私は強く県立大学附属高校をそうしようと言っているん

ですけど、なかなか一挙にいかないですが、少しずつそのようなレベルアップをさ
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せていきたい。こういう方向づけをしていく必要があるのではないかと思っており

ます。 

  それと、体力に関連しまして、今ちょうどラグビーワールドカップが行われてい

ますけれども、スポーツに対する関心が非常に集まっているということが言えるの

ではないかと思います。ただ、スポーツに対する関心が集まっているのはいいんで

すけれども、今、行っているドーハの陸上の世界選手権。１０月３日でこの暑さで

すから、２０２０年東京オリンピックの８月の初めは、どんなことになるんでしょ

うね。選手が犠牲になるんじゃないかという心配を本当に強くしています。来年の

オリンピック、パラリンピック、そして、その次の関西一円で行われますマスター

ズの世界大会など、しっかりこのラグビー人気をつないでいけるようにしていきた

い、こう願っております。 

  教育委員会と直接はかかわりがないですけれども、茨城国体で男女とも８位以内

ということを目標にしているのですが、女子は目処が立ちつつあるんですけど、男

子が駄目です。要は、京都、大阪の壁がありまして、京都、大阪に勝たないと、ブ

ロック代表になれないんです。特に高得点をとる団体競技でブロック代表にならな

いと、なかなか国体で点を稼げないというような実情がありまして、これは関西の

壁、大阪、京都の壁です。そのような意味で、実力をつけていかないといけないん

です。今日も記者会見で、高校段階で選手が随分と他府県に流れているのではない

か、これに対してどう思うかと聞かれたので、それは残念なことなんだけど、強制

的に兵庫の学校に行けとは言えない。なぜ出ていくかというと、例えば、明石商業

の野球部は１００人も部員がいますから、その中で競争してレギュラーになるより

は、２０人の野球部で競争したほうが甲子園に行きやすいと思ったら、甲子園を目

指す人は甲子園を目指すために県外に出て行ってしまう。ですから、そういう意味

では、なかなか難しい問題ということだけコメントしております。 

  何かいろんなエピソードみたいな話ばっかりさせていただきましたが、今日も生

産的な議論ができますことをお願い申し上げまして、私からの御挨拶にさせていた

だきます。ありがとうございました。 
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２ 議事 

 

 

 

 

 

（戸梶企画県民部長） 

  それでは、どの論点についてからでも結構でございますので、御意見をいただけ

ればというふうに思います。時間は、おおむね１７時２５分まで１時間を予定して

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（牧村委員） 

  今、知事から兵庫を担う人材の育成という話がありました。以前、将来リーダー

の育成ということで幾つか御提案させていただきましたが、これからの若い人たち

は、欧米だけでなく、経済新興国、中国とか、インドネシアとか、そういう国と競

っていかないといけないんですが、今日の御提案は教育のＩＣＴ活用、その環境整

備強化についてお話をさせていただきたいと思います。 

  かつて、中国では交通ルールを誰も守らない、赤信号であろうと、どんどん行く

という傾向がありましたが、最近行かれた方は、お気づきのとおり、多くの人が交

通ルールを守っています。急に中国人が交通ルールを守るようになったのは、監視

カメラの顔認証が強く影響しています。これはスピード違反をしたり、交通事故を

したら、顔がすぐに出てきます。これは整形しても駄目です。骨格で判定していま

すから、マスクをしようと、何をしようと駄目なんです。一部の地域では、交通事

故が起こったら、みんな監視されてますから、何対何であなたが悪い、保険は幾ら

だ、病院はここへ行きなさいと交通事故処理までやってくれるそうです。 

  この話は、結局、中国ではプライバシーが軽視されていることに由来しています。

むしろ便利のほうが勝る。多くの中国人も基本的には、それを受容してるんです。

これはＩＣＴという側面から見れば、極めて有利です。日本はＩＣＴでいろんなこ

とをしようとしても、全てプライバシーのところでひっかかってきます。中国では

交通にとどまらず、経済・消費行動、健康・医療など多方面で多くの活用がなされ

ている。医療のビックデータを揃えようと思うと日本など多くの国ではプライバシ

ーが問題になりますが、今のところ、中国ではＯＫなんです。１０億人の医療デー

【資料１】「第２期「ひょうご教育創造プラン」の取組報告」及び【資料２】「令

和２年度の教育施策の重点施策の方向性」について西上教育長が、【資料３】「令

和２年度において取り組むべき教育施策（論点）」及び【資料４】「教育委員会と

共同で取り組みたい事項」について戸梶企画県民部長がそれぞれ説明 
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タが出てくる。それは必ず教育でも同じことです。これはすなわち、巨大なＩＣＴ

帝国がお隣にできるということです。中国では、当然生徒たちの教育課程、成績、

進路、どういう点数とった、どういうことをした、あらゆる生徒たちの個人情報が、

ずっと成人まで一生ひもづけされて、マネジメントされていきます。中国のプライ

バシー問題も、政権が、将来変わったり、あるいは、香港の問題みたいなことが起

こるかもしれないが、しばらくの間は、ＩＣＴ帝国でいきます。そのとき、日本は

どうかと言えば、プライバシーや個人情報のところは、当然、十分配慮しないとい

けないけれども、ツールとしてのＩＣＴは、やはりフルに活用すべきで、その環境

整備も強化すべきです。中国の例からも分かるように、新興国との比較で、ＩＣＴ

の格差は鮮明に出てきます。これからは、やはりＩＣＴのできる環境整備をしてい

かないといけないと思います。 

  よく知事から理数教育の話をされますが、理科というのは、具体的な物理現象と、

抽象的な数式や理論を結びつけることなんです。「ファラデーの法則」って聞いた

ことがあると思います。「電・磁・力」というように覚えろと教わるが、そんなこ

としても何の意味もないんです。それがモーターにつながり、ロボットとして社会

に生かされていき、その先はどうなるんだというところまで考えないといけない。

この前、国際フロンティア産業メッセで、ヒューマノイドロボットがあったのです

が、「ファラデーの法則」の単なる丸暗記ではなく、ヒューマノイドロボットのと

ころまで行くと、理科はおもしろいなということになると思います。ＩＣＴとか教

育ソフト、あるいは、動画は非常に視聴覚に訴えます。最近は、それが非常に充実

していて、極めてわかりやすいんです。ヒューマノイドロボットが、これからどん

なことするんだというふうになれば、ファラデーの法則も生かされるんじゃないか

と思います。 

  今、国でいろいろな政策が行われています。ただ、生徒用のコンピューター、あ

るいは、タブレットは、３クラスに１クラス分、つまり３人に１つというのがスタ

ンダードなんですが、できるだけそれは拡充してほしいと思います。あるいは、指

導者用のコンピューターも要るし、大型テレビ、プロジェクター、電子黒板、そう

いう大型提示装置が要る。それから、Ｗｉ－Ｆｉ環境ですね。そういうものとか、

統合支援システム。あるいは、それを支援する人が要ります。先生方だけに任すと

いうわけにはいかないから、ＩＣＴの支援員が要る。そういうふうにして、単にタ

ブレットやコンピューターだけではなく、大きなプロジェクター、電子黒板、それ

らをワンセットにし、ソフトを入れて、素早く起動し、家電感覚で使えるような、
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そういうようなものが、これからはいいんではないかと思います。特に「教育用ソ

フト」を最大限に活用することが極めて重要です。 

  そういう意味で、やはりこれから新興国の人たちと競っていく上で、ＩＣＴはも

うツールですから、できるだけ早い段階で与えて、それも３人に１人ということで

はなくて、自分のタブレットにしていくという方向になっていけばなと思います。 

  それから、そういうＩＣＴ教育設備を整備する上で、誰がそれを考えるかが大事

です。やはりＩＣＴの整備導入全体計画をつくるのは、県の教育委員会、あるいは、

それぞれの市の教育委員会ということになると思うんですが、ユーザーとなる学校

現場の先生も日ごろ非常にお忙しいということもあり、かなりＩＣＴに対する認識

とか意識に差があるんじゃないかと思います。学校にＩＣＴが整備されたけど、活

用方法とかは学校現場に裁量が委ねられると、あんまりうまく使えないのではない

か。こんなにいいソフトがあるのに、こんないい便利なものがあるのに、そこをう

まく使えないなということが出たら、これはやっぱり何とかに小判になってしまう

わけです。 

  そういう意味で、学校現場と教育委員会、県庁が一緒になって考えていく。予算

化するところから考えていくということが大事ではないかと思います。さらに、教

育ということだけではなく、働き方改革ということになると、学校での業務改善と

か、そういうことにＩＣＴをうまく使う必要があります。我々は移動教育委員会で

学校に行きますが、学校の魅力の向上というのも、うまくプレゼンテーションをし

て、地域の皆さんを巻き込んでいく。学校の魅力をアピールしていくというような

ことも要るんじゃないかと思います。 

  ただ、自ら工夫して考えていく力がなくなっていくとかいろんなＩＣＴ化のデメ

リットという側面もあります。いろんなセキュリティの問題とかも出てくる可能性

もあります。やはりメリット、デメリットを考える必要は当然あります。これから

の人材育成ということになると、海外と競っていくときに、以前も申し上げたよう

に、ＩＣＴと英語力は、もう絶対持たないと話にならないのです。これからはもの

すごく強い人たちが隣国に出てくるわけですから、ＩＣＴと英語力というツールを

十分身につけて、若い人たちがうまく育っていってくれたらいいなと思います。 

   

（玉岡委員） 

  牧村委員からＩＣＴのお話が出たので、ちょっと関連でお話しさせていただきま

す。私は、教育委員の代表で全国都道府県教育委員会連合というところに行かせて
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いただいて、全国の中で兵庫県の教育がどうかいうのを見る機会を頂いています。

 ７月は高知県で、やはりこのことが話題になったんですが、高知県は人口が少な

い、子どもも少ない、財源が乏しいというようなことで、タブレットの数というこ

とが話題になったときに、８人に１人に与えていることを、先進事例としてお話し

になるんです。私たちの子どものころを考えてみても、理科の実験教室で８人に１

人が実験をしていたら、１時間中さわれない子が絶対できます。その反面、東京都

の事例が出されて、愕然としたんですけれども、区立の公立中学校で１人に１台が

既に行き渡っている。グーグルのインストラクターが指導に当たられている。もう

これにこしたことはないわけですが、じゃあ、それを行うとなると財源が問題とな

る。実際、移動教育委員会で淡路市に行かせていただいたとき、兵庫県でも１人１

台あるんです。やはりそれはどこに重点を置くかという、教育施策をする者の熱意

ではないかなと思うんです。だから、メリハリをつけないと、いつまでたっても、

財源がありませんから無理ですと言っていたら、何も話が進まない。お金がないの

であれば、クラウドファンディングとか、ふるさと納税、そういったところで熱く

語りかけ、自分の母校の子どもたちに国際的に闘ってもらいたいっていうようなこ

とを訴えれば、多分お金なんて、すぐ集まるんじゃないのかと思ったりします。 

  今日、知事から兵庫県版バカロレア教育を言われましたが、私も同感です。東大

は日本ではすごいと思われているようですけど、そんなに世界から留学生が来ると

ころではない。でも、アメリカとかには、どんどん東南アジア、東アジアからも留

学生が行ってます。だから、そういう国際的なレベルで見たときに、手を打つこと

は、目に見えてるような気がします。ですから、やはりどこに力を入れるか。そこ

を決めていただく、舵をとっていただくのは、行政かと思うので、是非それをお願

いしたいと思います。 

  また、子どもたちの体力の問題が出ました。どこで体力をつければいいか。ボー

ル投げの記録が全然伸びないということが、今日の定例教育委員会の報告でもあり

ました。サッカーとかラグビーが全盛のときには、ボールを投げないと思います。

運動が苦手な子も喜んでするのは、例えば、学校に来たら、すぐ何か１曲ダンスを

踊る。ダンスだったら、子どもたちも喜んでやるんです。別にインストラクターが

いなくても、子どもたち同士で見張っていながら、楽しめる。あるいは、健康増進

ができる。そういうものを学校の中でも、多分できるんじゃないのかなとか思うん

です。 

  それから、いじめの問題。我々が幾ら心にとめてもなくならないですけど、不登
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校の子どもなり、いじめを受けて居場所をなくしている子どもなりの居場所をつく

ってやらないといけないということに気がつき始めてるんでが、教室に居場所をな

くした子どもはどこに行くかというと、やはり保健室が多いようなんです。でも、

保健室は実際に体が痛いとかツラいとか病気絡みの場所なので、何で図書室をもっ

と利用してくれないんだろうっていう思いがあります。図書室のいいところは、孤

独が怖くないんです。読書は１人でするものだから、本を読んでたら、別に誰かと

つるまなくっても、誰かの仲間に入れてもらわなくてもいい。１人でできる行動な

ので、図書室に居場所をつくるっていうことを何とかもっと勧めてあげることがで

きればいいなと思います。本は読ませるものではなくて、出会うものであって、仮

にその子どもが図書室の１冊で人生を変える本に出会うと、孤独は怖くないどころ

か、その中に永遠の友情もあれば、見たこともない風景、見たこともない人生を体

験できるわけなんです。学校にいながら、豊かな体験ができるという意味で、もう

ちょっと図書室を子どもたちの居場所に使えるようにできないかなというふうに願

っております。 

  それから、もう一点、教育委員会と共同でやりたいという施策で上げていただい

た中で、最後に薬物の問題が出てきてましたが、これはもうゆゆしき問題で、本当

にこれは一緒になってやっていくしかないと思うんです。夏休みが始まる前とかに、

警察に出前授業をしてもらうということも大事なんですが、あと一点加えていただ

きたいのは、我々、教育委員会でも夏休み前に話し合ったことです。今はもう出会

い系という言葉が古いぐらいですが、ネットを通じて普通なら会えるはずのない大

人と子どもが遭遇する、ＪＫビジネスというような言葉があります。若いというか、

もう幼い未熟な子供たちが、性産業の食い物にされているという事実を、学校と県

の行政とが手をとり合って防がないといけないなということを議論しました。薬物

のみならず、どこかにこれも加えていただければと思います。特に、この薬物とか、

ネットは、夏休みの間は、家庭で対応をやってくれと言われる。家庭では、お母さ

んたちは仕事もやってるし、子どもは塾に行ってると思っていたら、違うとこに行

ってるっていうようなことで、空白の時間ができるわけなんです。だから、一番そ

の目の届かない、その空白の時期に、何とか手をとり合って連携してやらないとい

けない。夏休みが終わるときに自殺率が高くなるっていうのも、本当に悲しい現象

で、喜んで子どもが、さあ学校が始まる、学校に行かなくちゃと思ってくれるよう

な、そういう空気づくりというのを我々はやっていかないといけないんだと思って

います。 
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  最後なんですが、学校の魅力づくりということも出てましたけど、定例教育委員

会で、子どもたちの進学、志願者数を見せていただいたばかりです。普通科への志

望がだんだん少なくなっていて、専門科、看護科であるとか、ビジネス学科、国際

科というようなところの志願者が増えているという事実を、今日聞いたところです。

かつては高校に普通科と商業科というのが併設されていて、商業というのは、鎖国

が開いて、国の商業をやる、貿易をやるっていうときには、必ず要るということで、

兵庫県と大阪府でとり合った歴史があったわけです。それがもう商業科の人気がな

いので、国際科、ビジネス科に内容を改めていくと、今人気が集まっている。逆に

普通科が減っているそうです。すぐに手に職をつけるというのはいいことだと思い

ますが、１８歳で社会に出るよりも、より長期的に教育が必要とされている時代な

ので、逆に普通科で、しっかりと一般教養の基礎をつけるということが大事だと思

います。自分という人間の教養、それから、知的な可能性。それを開拓するリベラ

ルアーツをやる必要があるということを、やはり説いていかないといけないんじゃ

ないのかなという気がしています。 

  いじめにしても、リベラルアーツにしても、それから薬物やネットビジネス、Ｉ

ＣＴにしても、国の施策が児童教育にシフトしているようですが、私はやはり手厚

くするのは青少年期ではないのかなという気がします。体は一人前だけども、心は

まだ未熟である。ここをサポートしてやるのが教育ではないのかなというふうに感

じております。 

 

（清水委員） 

  今のお二人の話を伺って、率直に思うのですが、やはり人格形成期に皮膚感覚的

に人と関わっていくことによって強い人格かつ柔らかい人格を育てたい。一つには、

もっと学校や運動場が集団遊びできるような広場になればいいのにと思います。ス

ポーツというルール化､競技化したものでなく、自由に過ごせ群れて遊ぶ。もっと

言えば、皮膚が触れ合うみたいな経験が学校でこそできないかと思います。勝敗結

果ではなく過程の体験重視。ＩＴ化が進むと、表情とか声を交わしてやりとりする

機会がどんどん減っていくばかりです。２０年、兵庫県は先駆けて体験教育に取り

組んできました。体験教育で学ぶことは、体験を通した自我の再形成です。事態を

予測したり、了解もできる、対応準備のできる自信のようなものです。体験とは身

をもって経験することで、その実際のメカニズムをきちんと作って提供してやるこ

となのだと思います。 
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  自然教室のことで言えば、自分に何か自信がついたような、ええ顔で帰ってきた

という話を親から聞いたことがあります。個人とかグループで、試行錯誤し、やり

くりしながらの困難を乗り越える体験。自己決定し、それなりの自己責任を果たす

生活をする。そうしたことが、体験教育のゲレンデで行われるべきことなのだろう

と思います。自分なりにやり終えた感のある子どもの表情でした。課題はその場面

を見守り演出するリーダーシップです。子どもたちが自由で多様な体験ができるゲ

レンデを、安全という大きな枠の中でどう提供するかということになります。 

あるときに行なった家島でのプログラムのことですが、リーダーが必死で準備し

たキャンプファイヤーをあっさり切り上げ、浜辺に出て寝そべり、めったに見られ

ないくっきりとした天の川を見ました。それが子どものキャンプの一番の記憶でし

た。その体験を共にした仲間との絆にもなっている。何度も言いますが、体験学習

はハプニング含め、試行錯誤を実際に楽しむということ、それは大変なことですが

必要なことで、それを仲間とやることがいい意味でのチームワークです。それが、

１人の時でもそれなりにやり遂げる自主性、主体性を育てる。小さな自信が原点で、

それが生きる力につながっていくように思います。 

体験学習に必要なものは、プログラムとゲレンデ、そしてリーダーシップ、この

３つです。今、目先のプログラムに凝り過ぎる、指導者も世話をやき過ぎるという

傾向があります。一方、日常のゲレンデとなる地域が、実はやせ細っている。そこ

で学校を活用できないかという話です。体力の問題も、子どものスポーツクラブは

多く出来たが、運動遊びの機会は極端に減少しました。基礎運動能力は授業やクラ

ブで本来、身につかないものです。ゲームソフトやクラブのコーチ、子どもの遊び

の世界にメカや大人たちが割り込み過ぎたことが、今日の様相ではないかとつい思

ってしまいます。要するに指導者も仕掛けときっかけをつくるだけで、あとは待つ、

見守るという側に時には回る。そんな指導者がスポーツクラブ２１にも、もっと増

えたらいいなと思います。体験教育の場では先生方もその感覚のリーダーシップで

ぜひ臨んでいただきたいと思います。それと、大人たちが関わり合っていない地域

に、子どもたちの場はなかなか生まれません。遊びの環境は地域のあり方と一体の

ものだからです。 

学校や教科書、先生がいない時代、子どもは全て親のＯＪＴ、生き様で働くこと、

生きることを学んだ、まさに体験学習が全ての教育でした。逆に今のカリキュラム

やテキスト、また教室で教えるということの方が、若干の無理が生じている。この

バランスを修正し、人間としての感覚や息吹を少し取り戻す。今日の社会や子ども
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たちの状況がその必要性を示しているのではないかということを感じています。 

 

（村田委員） 

  論点２の「子どもの安全安心」の問題について、保護者としての経験ならびに今

年ＰＴＡ委員をやっている経験から意見を述べさせていただきます。子どもの安全

安心にはいじめの問題なども含まれますが、今回は特に登下校の事件事故、交通事

故を防ぐうえでの地域の役割に絞ってお話します。 

  最初に私自身の経験として、現在高校３年生になる上の子どもが小学校１年生の

ときの話をしたいと思います。当時、私たちは交通量の多い道路に面したマンショ

ンに住んでいて、子どもは学童に通っておりました。学童ですから、冬場など帰り

は真っ暗になり大変危なかったのですが、地域の老人会のボランティアの方やＰＴ

Ａの方が見守ってくださって、本当にありがたかったです。 

  そうした経験から、登下校の子どもの安全という問題は非常に重要であるし、そ

の基本はやはり人であると感じています。論点２として挙げられている取り組みを

見ると、いじめに関しては専門家の配置や匿名の通報システムの強化といったこと

が挙げられていますが、やはり登下校の安全に関しては、これまで地域でやってき

た人の目で守るという方向性の大切さを改めて確認すべきと感じています。 

さて、私は今年度ＰＴＡ委員になったと申し上げましたが、実を言うとくじで当

たって、しぶしぶなりました。というのも、ＰＴＡの活動は平日の昼間に行われる

ことが多く、私のような働く親には参加が難しい、また無駄な活動が多く拘束時間

が長いといったネガティブな印象を持っていたからです。また、これまでも委員に

はならないまでも、夫と分担して朝夕の旗振りなどの活動には参加してきましたが、

ＰＴＡには「全員参加」に加え、「一人一回ルール（子ども一人につき、一回は委

員をする）」といったルールがあるため、委員をできていないことに対し、申し訳

ないと感じていました。 

  今年度、初めて委員になって、そうしたイメージを持っていたのは私だけではな

いと知り驚きました。私は教育熱心な親が多く、子どもの数も非常に多い地域に住

んでいますが、ＰＴＡの内部で熱心に活動をしてきた人たちの中にも、改革を求め

る人がいることがわかりました。兵庫県では既に川西市など幾つかの地域で改革が

進められていると新聞記事で読みました。私たちの地域でも、強制参加や活動の合

理化など、ＰＴＡを改革する機運が高まっています。 

  では、何が必要な活動かということになりますが、例えば、小学校６年時には、
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市の体育大会で各校の保護者が同じ色のＴシャツを着て、ソーラン節を踊るといっ

た活動があります。ＰＴＡがそのお世話をしています。そういったものは、おそら

く今後見直されるのではないでしょうか。しかし、絶対に残すべきだとみんなの意

見が一致したのが、やはり登下校の見守りなんです。交通事故だけでなく、川崎で

起きた事件のようなのことも心配です。そのためには、保護者が学校に関わる重要

な窓口の一つであるＰＴＡを、子どもの安全を守る活動を軸とした、本当に必要な

活動を行うＰＴＡに変えていく必要があるのではないでしょうか。 

もちろん、ＰＴＡは教育委員会の管轄外であるという考え方があることはわかる

のですが、実質上、ＰＴＡは学校の中で行われる教育に深く関わる活動をしていま

す。登下校の見守りについても、学校の先生が担う地域もあると思いますが、うち

の学校のように一歩正門を出たら、ＰＴＡなど地域が担っている地域もあります。

学校教員の働き方改革や仕事の効率化のためにも、ＰＴＡの協力は不可欠です。教

育熱心な保護者ほど学校の先生に何でも求めがちですが、やはり学校の先生の本業

は教育することですから、授業をちゃんとしていただいて、それ以外の部分はＰＴ

Ａ含め、地域が担っていくようにしたらいいのではないかと思います。 

  そうした可能性を考えていくに当たって、県、もしくは教育委員会が何らかの指

針とかを出せないかと考えています。たとえば、ＰＴＡへの加入や活動は任意であ

るべきで、強制することは好ましくないですよ、といった指針です。この点につい

て先ほど社会教育課に尋ねたところ、現在、県としての指針は出していなが、ＰＴ

Ａ協議会で方針は出しているということを教えていただきました。また、ＰＴＡ協

議会と連携をとって、実態把握を進めているということもお聞きしました。 

このような話をすると、すぐにＰＴＡの活動がなくなると心配される方もいます

が、そういうことではないと思います。くり返しになりますが、ＰＴＡは子どもた

ちの安全を守る大事な活動を現に学校と協力して行っており、その必要性は昨今ま

すます高まっていると思います。だからこそ、強制ではなくボランティアで、参加

者が納得しながら参加できる活動にしていくことが必要だと思います。県としても、

特に子どもの安全のように重要な活動に関してはその力を借りたいんだということ

を、はっきり方針として打ち出すべきではないでしょうか。 

最後に、ＰＴＡは保護者団体ですけれども、子どもの安全は現に子どもを持つ親

だけではなく、より広い地域の中で支えていくことが必要だと思います。実際、私

たちの住んでいる地域では、老人会の方々、地区青少年愛護協議会の方々に加え、

関学の学生などが連携して朝夕の見守りに当たっています。そういった特別な資源
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がある地域ばかりではないと思うので、すべての地域で、親と学校だけではなく高

齢者に力を貸していただけるような仕組みを作っていくことが必要であると感じま

した。 

 

（空地委員） 

  やはり論点１の、社会を先導する人材の育成は、人材が日本の資源の大きな部分

である中で、これは大変重要な課題ですし、一方で、どんなに優秀な人材が育った

としても、周囲の人達がその人を優秀と認める能力がなければ意味がないと思いま

す。したがって、優秀な人材の育成だけでなく、一般の人達がリーダーの選択を誤

ることにない教育が重要だと思います。そういう意味で、高校までの期間というの

は、人材を育てる、そして、優秀な人材を見抜く、そういう人々を育成するための

基礎的な教育の重要な時間だろうと、私はいつも思っています。 

だから、人格形成であったり、倫理観、寛容性、バランス感覚、そして、国際性。

こういうようなものを育む。かつて、私が大学のときは、最初２年間に一般教養と

いうようなものを学ぶ、先程、リベラルアーツの話もありましたが、そういうよう

な時期が、今は高校までの時間じゃないかなというふうに思っています。 

ＩＣＴというのは、もう完全に社会インフラですので、これが充実するのは当然

の話であって、やはりその中で、いかにこれを倫理的に使えるか。しっかりルール

を守れるか。使い方がわかっているかが大事です。また、メディア・リテラシーと

いうものをしっかりと幼いころから勉強していかないと、今よく出てきている、フ

ェイクニュースだとか、あるいは、ポピュリズム、こういうようなものに影響され

てしまうんじゃないかと、私は大変危惧をしています。 

  県立高校から、高校生がだんだんと少なくなっていく。このような状況の中で言

われているような魅力的な公立高校のあり方というのは、大変重要だと思います。

そういう意味で、バカロレアのように、日本の大学だけに向かずに、海外に向いて

いくという、そういう思考も大変重要だと思います。できれば、語学だけではなく、

日本の歴史とか文化とか、そういうものを一緒に勉強した上で海外に出ていってほ

しいと思います。実は日本国内の大学生でさえ、かなりのパーセンテージで奨学金

をもらえない、また、もらわないと大学に行けないという状況があります。海外に

行くと、ますます経済的には大変になります。だから、そこまでするのであれば、

ちゃんと資金的な援助まで考えた上でのバックアップがなければ、不十分になって

しまうだろうなと思いながら聞いておりました。 
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  そして、魅力ある公立高校をつくるために、あり方検討会を立ち上げられること

も大変重要なことだと思いますが、是非その中には、大学生であるとか、高校生で

あるとか、場合によっては、中学生。これから先の日本を背負って立つ人たちが、

教育をどう考えているのかという視点で意見が言えることが大事だと思います。 

  つい先日、スウェーデン人のグレタ・トゥーンベリさんという１６歳の女の子が

国連のサミットで、怒りの演説をされました。若者にそういう発言の機会がないん

じゃないか。やはりしっかりと若者の意見を汲んだ上で、将来を考えていく、そう

あるべきではないかというふうに私は思っています。 

  教育委員会に入らせていただいて、おもしろいことが１つあります。高校で特別

講義させていただくということです。明日も行くんですが、私は何を話しているか

というと、社会保障、それが助け合いの大変重要な制度であるということ、そして

その中でも私自身の職業である医療に関連する医療制度です。日本と海外を比較し

た制度の話もしていますが、結構、高校生は興味を持って聞いてくれています。私

は全く話が上手なわけでもないし、おもしろいわけでもないんですが、やはり日本

の制度とか、彼らの授業で習ってないようなことを、その道のプロから話を聞くと

いうことが結構おもしろいんじゃないかなと思います。 

  それから、運動習慣をいかにつけるかという話がありました。あれはなかなか難

しいと思います。これをするなら、幼稚園とか小学生から、簡単なインセンティブ

をつけて、こうしたらこんな楽しいよとか、こうしたらこういう自分の思ってるよ

うなものがもらえますよとか、ある意味、そういうようなことからやっていかない

といけないのかなと思っています。北京オリンピックで１００メートル×４のリレ

ーで銀メダルとられた朝原さんも、子どもたちと楽しみながら一緒にスポーツ、体

を動かしてるというお話をされてましたので、そういうところからやっていかない

といけないのかなと思いました。 

  それから、いじめの問題については、なかなか根深いといいますが、これだけ問

題になってもなくならない。やはり医療では医療安全調査委員会とかがありますが、

そういうような第三者の機構を立ち上げて分析して現場に戻すというようなことが

必要なんじゃないかと感じております。 

 

（井戸知事） 

  顔認証と監視カメラは、高度化、精度化されているんですか。 
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（牧村委員） 

  はい。中国では全部ひもづけされています。全部が国が管理するビックデータな

んです。 

 

（井戸知事） 

  すごいね。 

 

（牧村委員） 

  中国では、ひもづけされてますから、もうどうしようもないんです。日本も技術

的には十分可能なのですが、プライバシーの問題がありますから、そこで全部切断

されます。だから、圧倒的に中国のほうが進むんです。ただ、それがやはり国の根

幹として、いいのかどうか。多分、何年かすると、中国の中でも大問題になるので

はないかと思いますが、それはかなり先の話です。今は便利ですから、みんなそれ

を受け入れてるんです。 

 

（戸梶企画県民部長） 

  シンガポールも同じような話だと聞いたことがあります。極めて効率性を重視し

ているという中で、ひもづけされてるが、それに見合った所得をみんな得て、それ

なりに裕福になっているので、国民的な不満が低い。 

 

（牧村委員） 

  ちょっと前に中国の西部にある成都に行ってきました。一帯一路の陸のスタート

地点ですね。陸はあそこから、ヨーロッパへ行っているし、ロシアにも行っている。

それから、南は東南アジアに行くんです。だから、一帯一路にそってあらゆる面で

中国の影響力が拡大していきます。 

 

（清水委員） 

  我々もそういう機能性とか効率性の成果をこれまで享受してきたんです。 

  行動科学の話ですが、人とのやりとりで、説得に力を発揮するのは人間の顔と声

が約８割を占めるのだそうです。言葉はその後なんです。顔は表情、視線等、声は

大小、高低、速さ、音色等で、その二つがかなりの影響力があります。これだけで

実は安堵する関係や状況ができる。コミュニケーションの基礎でもありますが、そ
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れを感覚的にも学ぶ段階で、そこに意識や視界を占拠されるメカが大きく入り込む

影響は気になるところです。スマホ過剰から、子どもたちの視力の減退も昨今、指

摘されることに加え、先程、空地委員もおっしゃった、倫理観的なものもきちんと

押さえる教育は、今日は欠かせない。親がきちんとそれをやれているとは残念なが

ら思えません。 

 

（井戸知事） 

  玉岡委員が東京はグーグルのインストラクターを呼んできて勉強させるっていう

ようなことをいわれたが、インストラクターのほうが上手なんですよね。 

 

（玉岡委員） 

  どうやって電源を立ち上げるのというレベルの人がいても、それは専門家なので

きちんと教えます。あと、財源があるから、東京はできるんだろうなという、もう

本当に圧倒されて帰ってきたっていう感じだったんです。 

 

（井戸知事） 

  教育研修所で１人、インストラクターを呼んできて、ノウハウを全県に配分すれ

ばいいのではないか。 

 

（玉岡委員） 

  うまくノウハウを伝達できる人材ができればいいんですけど、やはり教えるこの

得手不得手もあります。インストラクターはそれを職業にしているので、上手です。 

 

（井戸知事） 

  学校はＷｉ－Ｆｉ環境になってないのかな。 

 

（西上教育長） 

  環境整備もしていかないといけない。 

 

（井戸知事） 

  子どもたちのレベルにあわせてでは一人一人は見れないのかな。大量授業ってい

うのはできないかな。 
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（西上教育長） 

  今、千種高校と和田山高校で遠隔授業をやっていますが、全員にタブレットを持

たせています。先生の手元で、この問題解きなさいと言ったら、タブレットでどの

生徒がどこまで書いているのかも全てわかる。子どもの進捗状況がわかりながら、

教えることができるようになっています。 

 

（井戸知事） 

  全部持たせたらいいじゃないか。 

 

（西上教育長） 

  やはり３人に１台ではなくて、１人１台ないと、実はＩＣＴ教育っていうのはで

きない。 

 

（井戸知事） 

  今、本県は３人に１台か。 

 

（西上教育長） 

  いや、まだそこまでいってないです。もともとＷｉ－Ｆｉ環境がありませんので。 

 

（井戸知事） 

  モデル校をつくって、モデル校に集中したらどうか。 

 

（西上教育長） 

  そういったことをやろうとすると、教える側が対応できないといけません。 

 

（井戸知事） 

  うすまきでやっても意味がないから、モデル校をつくって、効果のありそうなと

ころから重点的に養成していかないといけない。 

 

（玉岡委員） 

  モデル校になった学校の子どもたちだけが、その受益というか、恩恵を受けて、

永遠にモデル校にならない学校は受けれない。何か不公平ができますよね。 
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（井戸知事） 

  それはしょうがない。それくらい割り切らないと、平等主義でいくと、きっと育

てられない。 

 

（玉岡委員） 

  そうですね。公の分配には、私は限界があるとは思います。先程言ったような地

域の情熱ですね。 

 

（井戸知事） 

  例えば、それ２分の１補助で買わせるとか。家へ持って帰ってもいいようにしな

いとだめでしょうね。 

 

（西上教育長） 

  小中学校等と高校と、ちょっと対応が違うと思います。高校なんかでいくと、東

京都は、もう限りが無いので、買わせるという方針を出されています。 

 

（井戸知事） 

  それと、玉岡先生が言われていた、ＪＫビジネスは、青少年愛護条例で禁止して

いる。 

 

（玉岡委員） 

  でも、なくならないんです。 

 

（井戸知事） 

  ２年前から条例改正によって対策を行っている。 

 

（玉岡委員） 

  夏休み前に何かの事件があって、我々も話をしました。もう、いたちごっこで、

新しい形で、彼らはビジネスを立ち上げるので、子どもたちにはこういう甘い話し

には連絡を取らないということを、ちゃんと話してあげないといけない。 
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（井戸知事） 

  それと図書室にこもっても、本を読まないんですよね。 

 

（玉岡委員） 

  今の図書室を見たら、私もこもりたくないと思うんです。でも、ツタヤとかジュ

ンク堂に行くと、買ってない本をテーブルで座って読むために、座り心地のいい椅

子が用意してあるんです。座り心地のいい椅子がある学校なんか、私１回も見たこ

とないです。 

 

（井戸知事） 

  座り心地のいい椅子に座ったら、寝るだけで読まない。 

 

（玉岡委員） 

  寝てる子は、起こすということになりますけど。やはり明るい光が降り注ぐ窓の

そばとかで座り心地のいい椅子。そしたら、絶対読みますよ。 

 

（村田委員） 

  すごいすてきなアイデアとだ思います。そうやって１人で行ってもおかしくない

場所があるっていうのは、すごくいいなと思ってました。 

 

（玉岡委員） 

  そんなところにいても、変な子だと思われないような環境をつくってあげたいで

す。じめじめした暗いところに１人で本を読んでいるから、またいじめにつながる。

明るいところだったら子どもたちはみんな行きたいわけですからね。 

 

（井戸知事） 

  それと、ＰＴＡの指針っていうのは、ＰＴＡ協議会がつくっていませんか。ＰＴ

Ａ活動の指針とかつくっているでしょう。 

 

（村田委員） 

  ＰＴＡのメンバーの話では、つくってはいて、そこには任意と一応書いてはある

らしいですけど、学校現場では１人１回ルールで強制的にやっています。 
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（斉藤社会教育課長） 

  各中学校、小学校によりますけれども、例えば、県としてのカチッとした指針が

あるわけではない。 

 

（井戸知事） 

  過去に活動の手引きをつくったんじゃないかな。一度、連合会に確認してもらう

といい。それから、全国連合会もつくっているんじゃないか。 

 

（斉藤社会教育課長） 

  今、村田委員がおっしゃたような、強制的なところがどれぐらいの状況になって

るのかということを、今年の全国大会の挨拶で、会長が調べるというようなことを

申しておりまた。問題意識として、ＰＴＡ本体も持っているかと思いますので、少

しその現状を把握して、日本ＰＴＡのほうで、また指針のようなものをつくる動き

が生じてくるのではないかと思っています。県としても、県ＰＴＡとはいろんな形

で連携をとっていきたいと思います。 

 

（井戸知事） 

  今年のＰＴＡの全国大会のときに、挨拶で、いじめ担当を各学校のＰＴＡでつく

ってくださいって言ったんです。なぜかというと、先生が気楽に親対策を相談する

ところがないんです。いじめをした親が逆恨みするんです。例えば、うちの子ども

に根掘り葉掘り聞いた、いじめをしていないって言っている子どもに先生はなぜそ

んなことをするんだとか。そういう親に対応するチームをＰＴＡでつくるのはどう

でしょうかという提案をしたんですが、反応がなかった。 

 

（村田委員） 

  確かにＰＴＡには、すごい情報網を持っていらっしゃるお母さんとかいらっしゃ

いますけど、他人の家庭のことを責任持って先生たちの相談に応じるっていうのは、

何か責任が重いなというふうには感じます。 

 

（玉岡委員） 

  アメリカでは、学校の中に親対策のプロのカウンセラーがいます。上手に怒らせ

ないように矛先をそらす、そういう人たちを置いてます。やはりプロに委ねないと、
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親にさせるのも難しいし、そこで人間関係がこじれます。先生もそんな時間はない。

というと、また財源がっていうことになるんですが。 

 

（井戸知事） 

  それからリベラルアーツの重要性は、よく言われるんですが、アメリカでは、大

学はリベラルアーツですよね。あと、大学院以上になって専門教育ですよね。日本

の場合は、我々のころは大学２年生のころだったんですよね。今はどうなってるの

かな。 

 

（空地委員） 

  わかりませんが、少なくとも大学に入ったときから、もう専門科目だと思います。

だから、もう大学ではリベラル教育はできないです。 

 

（空地委員） 

  １年生から専門をやっている。そうじゃないと、今は勉強することが我々のとき

より大分増えてますから。もう間に合わないんです。前もっていろんな試験があり

ますし。医学部の場合、最終的な国家試験まであります。 

 

（井戸知事） 

  そうすると、高校まででちゃんとしないといけない。 

 

（空地委員） 

  そうですね。多分、ほかの学校でも理科系は、１年から専門的なことをやってる

んじゃないですか。 

 

（玉岡委員） 

  大学の２年生、３年生からもう就活やってますから、いつ勉強するのというよう

な状況ですよね。 

 

（井戸知事） 

  あの就活は問題ですよね。そんなに就活しなきゃいけないもんなんですかね。 
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（玉岡委員） 

  だから、やはりしっかりとリベラルアーツを勉強するのは、高校しかないと思い

ます。 

 

（井戸知事） 

  やはり土曜日を活用しないといけないんじゃないんですかね。 

 

（西上教育長） 

  実際、夏休みも含めて高校は休みを十分に活用しています。 

 

（井戸知事） 

  清水委員が言われた話はよくわかるんですが、これをどうやってするかっていう

のが難しいんですね。 

 

（清水委員） 

  学校での遊びの構想ですか。 

 

（井戸知事） 

  そう。 

 

（清水委員） 

  実は、兵庫県は１年に２０名程の地域創生マイスターが講座で育ち、人づくり５

００人委員会というセミナーで２００人程が卒業し地域活動へと向かい、高齢者大

学では、地域活動も学習する大学院というところまで出る人たちが、毎年５０人程

いらっしゃる。そういう人たちがつながるようなことができないのか。それぞれの

部局と外郭団体が指導者養成をして、人集めに苦慮されている。指導者も共有され

ていない。大変もったいないことだなと思います。そういう養成された方の蓄積が、

兵庫県はかなりやってきたのにという思いがあります。 

 

（井戸知事） 

  ずっとやってきてるんですけどね。 

 



－22－ 

（清水委員） 

  何かもう少し具体的に次のチャンスが必要ではないかと思います。 

 

（井戸知事） 

  地域の中で余り活動していない。自分の身には付けているが。 

 

（清水委員） 

  実は、勉強した方が地域でデビューし定着するという一番重要で最終のテーマが

残っています。 

 

（村田委員） 

  やはり学校が舞台になって、地域の人が活躍する場、保護者も無理ない形で活躍

する場として、その地域を活性化するのではないけれど、何か創生、再整備するこ

とができたら理想的だと思います。 

 

（井戸知事） 

  校庭開放とか、体育館開放とか、学校に親しんでもらうというところから始めた

りしてるところもあるんですが、そこから学校活動に興味を持って協力をしようか

という段階まではいかないです。それをどうするか。まさに村田委員が言われたよ

うに、子どもたちが活動できるように地域の人たちが協力する仕掛けをうまくつく

っていかないといけない。それで、地域の祖父母に子どもの面倒を見てもらうとい

うようなことを事業としてやっているが、なかなかうまくいっていない。 

 

（井戸知事） 

  ＩＣＴ教育をどこまで取り入れていったらいいのか、どうも先が見えていない。

タブレットを配布して、ここまでの水準に十分行くんだというところが見えれば、

みんなにタブレットを持たせて勉強させることに抵抗感はないんですが。 

 

（牧村委員） 

  最近は、教育用のソフトが格段によくなってますから、理科なり、あるいは、地

理なり、ものすごくわかりやすく、立体的に、３次元的に、時空間を超えて、動画

で見れるようになっています。そういう意味では、ハードだけではなくてソフト。
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それも日々更新していますから、今年より来年、来年より再来年のほうがよくなる。

みんながどんどんそういう機器を使うようになると、ソフトもさらによくなってい

く。大いに活用すべきと思っています。 

 

（玉岡委員） 

  同感です。ここまでという発想そのものがおかしいというか、もう、エンドレス

だと思います。空地委員が言われたように、ＩＣＴはインフラですから。もうここ

までとかではなく、日々進んで行くものなのです。 

 

（空地委員） 

  先程も言いましたルールとか、倫理的な使い方とか、そういうことはきっちり学

校で教えるべきだと思います。あとは、ほっといたら、みんなどんどんやっていく

と思いますので、こういうことをやったら駄目だということを教えることも大事だ

と思います。 

 

（玉岡委員） 

  最近のＳociety5.0でしたか、それと全く一緒で、それに適応していかないとい

けない。もちろん清水委員が言われた実体験というのも、もちろん大事なんですけ

ど、もう既に社会そのものがバーチャルのほうで動いてるんであれば、当然の社会

環境っていわざるを得ないんだと思います。 

 

（井戸知事） 

  ＩＣＴのモデル校つくって集中的に。 

 

（西上教育長） 

  全然やらない学校がある場合、やはり玉岡委員が言われましたように、情報格差

がすごく出ます。少なくとも環境は整えながら、どこかモデル校的に全部をやるみ

たいなところをつくっていこうと思います。 

 

（井戸知事） 

  モデル校でそういうプログラム、ソフトを開発して、それをほかの学校に配れば

いいじゃないか。 
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（西上教育長） 

  先程、牧村委員が言われましたように、もう民間の市販のソフトで普通に使える

ものがありますので、それをいかに授業の中でうまく使うようにするかという研修

が大事です。どうしても高校の先生は、教科書は紙ですので、紙を使おうとします。

そこにタブレットという機械を使いながら、いかにやっていくかというような、そ

こは少し検証だと思います。 

 

（牧村委員） 

  例えば、国語は余りタブレットは向かないと思います。逆に、例えば理科の「宇

宙の誕生から終わりまで」の話や、「生命や遺伝の話」などはこれには向いてるん

です。だから、私、理系の道具として、これは非常にいいと言ったのはそういう意

味なんです。知事が言われるように、向いてる教科と向いてない教科があると思い

ます。 

 

（井戸知事） 

  子ども達にＩＣＴに親しんでもらうように方法論を確立していかないといけない。 

 

（西上教育長） 

  ＩＣＴ、それとやはり読書が大きな課題だと思っています。特に、高校はそう思

っています。 

 

（戸梶企画県民部長） 

  皆様、熱心な御議論どうもありがとうございました。本日は、貴重な意見をいた

だき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いたしまして、後日、

県のホームページにおいて公表させていただきます。 

  それでは、閉会に当たりまして、教育委員会から玉岡委員より挨拶をお願いしま

す。 

 

（玉岡委員） 

  改めましてお礼の御挨拶を申し上げさせていただきます。井戸知事におかれまし

ては、第２回目となる会議を開催していただき、本当にありがとうございました。

世界が、時代が大きく変わっている、その節目の中に私たち立っていて、これから
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育つ子どもたちは、我々が予測できない社会の中で育つわけですから、できるだけ

いい環境、いい教育の場、そういうものを私たちは探っていきたい。子どもたちに

楽しんで学校に来てもらいたい。それを願うのみです。今後も心を１つに合わせて、

未来の兵庫っ子が本当に健やかに伸び伸びと育つような教育環境をつくれますよう、

手をとり合って頑張っていきたいと思います。 

  本日は、本当にありがとうございました。 

 

（戸梶企画県民部長） 

  それでは、これをもちまして、令和元年度第２回兵庫県総合教育会議を閉会いた

します。どうもありがとうございました。 


