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１ 開会 

 

（戸梶企画県民部長） 

  それでは、令和２年度第１回兵庫県総合教育会議を開催いたします。 

  本日はお忙しい中、またお足元の悪い中、お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。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

しくお願いします。 

 開会に当たりまして井戸知事から挨拶をお願いします。 

 

（井戸知事） 

  台風１４号が迫っており、かなりの雨の日になりました。 

  この会議は、５月１５日に開催する予定でしたが、ちょうどコロナ禍の真っ最中

ということもあり、延期をさせていただいて今日に至りました。満を持しての会議に

なります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、玉岡委員におかれましては、明日で２期８年の任期満了となり、退任いただ

くことになりましたが、これまでの間、多くの御指導を賜りました。特に、就任早々、

教育委員会の古い体質をできるだけ時代に合った体質に変えるべきだということで、

いろんな御指導をいただき、新風を吹き込んでいただけたと思って感謝を申し上げま

す。 

 今日は、教育委員会の教育方針について説明を受けて意見交換するということも一

つですけど、もう一つはＩＣＴ教育、今後どういうふうに進めていくのかということ

がテーマに上がっております。 

 コロナ禍におきまして、学校の在り方についても随分いろんな課題が浮き彫りにな

りました。１つは先生方の働き方について、どのようにオンライン教育との関連で考

えていけばいいのか。今のままだと学校に教える生徒がいないにもかかわらず学校に

行って、そこで作業して帰るみたいなことを繰り返されていたのが通例ですので、そ

ういう働き方でいいのか。もっと子どもたちに教育指導が徹底できるような仕方がで

きないのかというのが一つ課題だったと思いますし、子どもたち自身も休みが多くて、

学び方というのが十分に身につかないうちに何カ月か経ってしまったということもあ

りますので、現在、学校は遅れを取り戻しながら学びの充実を図ろうとされているわ

けです。そのような意味で子どもたちサイド、先生方サイドからの２つの課題という

のが生じてきているというふうに受け止められるのではないかと思います。 
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 それとあわせて、密を避けたいということもあり、今の４０人学級、あるところで

は２０人学級にしようと言われていますが、３０人学級を一律に入れることがいいの

かどうかはともかくとして、１クラスの人数の上限の在り方についても課題が見えて

きました。文科省もここ１０年を考えれば、３０人学級は先生方の増員をしなくても

実現できるという試算まで発表されているようですので、そうだとすると、どれだけ

前倒しを上手にしていけるかということも視野に入れながら考えていかないといけな

いと思います。 

 我々が気付かない学校現場のいろいろな諸課題も出てきていると思いますので、こ

の場で意見交換をさせていただければ幸いかと思います。 

 ただ、来年度は財政的には大変厳しい状況が予想されています。もう既に行財政運

営審議会で御説明申し上げたんですが、来年度予算を考える前提であります税収の見

込みが、少し悲観的過ぎるかもしれませんけれども、私たちが今年の当初の段階で１

０カ年の財政フレームをつくりましたが、そのときに見通した約８，０００億円の税

収が２，０００億円ぐらい落ち込むかもしれないという粗い試算があります。それを

前提にして考えますと４分の３は地方交付税で埋められるんですが、４分の１分、こ

れは地方が独自に単独事業に使える財源として確保されている分なんです、こういう

マイナスのときは本当に困ってしまいます。２，０００億円の４分の１ですと５００

億円にもなりますので、我々も国のほうに赤字国債ならぬ赤字地方債の発行で、一時

しのぎではありますが乗り切らざるを得ないのではないかと要請をしております。 

 文科省の補助事業等で打ち出してくる施策は、地方負担は本来地方交付税が措置さ

れるはずですので、そこはあまり心配してないんですが、県独自で対応しているもの

について、しかも既存事業についてもその財源をどう確保していくかということが課

題になってくる可能性があります。そのような意味で、来年の予算編成過程がそろそ

ろ始まってまいりますが、十分、教育委員会当局とも相談をしながら、子どもたちに

迷惑を及ぼすことがないよう施策をしっかり推進していけるように検討を進めてまい

りたいと考えておりますので、御理解いただけたら幸いです。 

 少し前置きが長くなりましたが、以上、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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２ 議事 

 

 

 

 

（戸梶企画県民部長） 

 それでは、どの論点についてでも結構ですので、御意見をいただければと思います。

おおむね１５時２５分ぐらいまでよろしくお願いします。 

 

（井戸知事） 

 本格論議が始まる前に、事務局のほうにお尋ねしたいんですが、先日、神戸市と神

戸市教育委員会の総合教育会議で半年間で３，７００件にわたるメールの指示が各学

校にされたという報道がありました。半年ですから１８０日、１日２０件ぐらいです。

これが多いか少ないか評価は分かれますが、県の教育委員会の実情はどうでしょうか。 

 

（西上教育長） 

 数を明確に覚えているわけではないですが、実は前任の高井教育長の時に教育委員

会事務局が各県立学校等に行っている照会ものの一斉調査をしております。各課にと

って本当に必要かどうかという見直しをしており、一定その時点で数の見直しをして

いるところです。 

 もう一点、事務局から各県立高校等に行く場合のメールは、教頭か校長にしか行か

ないことになっています。教頭、校長が判断して担当の先生方に学校内で配るという

仕組みになっています。そういう意味で管理職である教頭が大変だということで、実

は今学校の中で一定そういったものを集めて、自由に先生方が見られるような仕組み

を入れましたので、最近は配るという作業は大分軽減されています。 

 ４月、５月の学校再開時はどうしても事務局のほうからの照会が多いというお話を

校長、教頭からも聞いたことがありますが、年間を通じてのボリューム感が非常に大

きいというのは最近は聞いていません。今回、神戸市が専門家委員会でこういったメ

ールはいかがかということを出されていますので、改めて我々も徹底していこうと考

えています。 

 

 

【資料１】「令和３年度 教育委員会の重点施策」について西上教育長が、【資料２】

「今後の教育施策に関する論点・提案」及び【参考資料】「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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（井戸知事） 

 多いのか少ないのか分からないのでコメントのしようがないんですけども、小学校、

中学校への伝達も県教委からも結構あるんでしょう。 

 

（西上教育長） 

 事務所を通じて出しています。 

 

（井戸知事） 

 事務所を通じて出す、どこから出すんですか。今の説明は、高等学校に対する対応

というのはよく分かるんですけど、小中学校に対する対応としてはどうなんですか。 

 

（西上教育長） 

 それは確認をさせていただきます。 

 

（西田教育次長） 

 市町教育委員会の中も自分たちのメールもありますし、必要ないものは精査されて

市で止める部分もありますので、直接学校へ県のものがどこまで行っているかはちょ

っと分かりません。 

 

（井戸知事） 

 問題意識を持って対応してもらわなといけないとうことで、別に神戸市がやってい

るからというんではないんです。少し多いのではなかろうかというふうに思われます

のでよろしく。 

 

（西上教育長） 

先日、新聞記事が出た日に事務局のほうで見直しをするように相談をしました。 

 

（牧村委員） 

 昨年２回に渡り、私はこの総合教育会議の場でＩＣＴ活用の重要性を強調する意見

を述べました。幸いなことに、その後、昨年度の補正予算あるいは今年度当初予算で

は非常に大きな予算が計上されました。各県立学校では休みの間、高速大容量のＷｉ

－Ｆｉ環境が整備されましたし、タブレット端末や大型提示装置といった機器も配備
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されて、この９月からＩＣＴを活用した教育活動が展開され始めております。 

 今年になって新型コロナ対策としてオンライン教育が世の中で急に注目を浴び、義

務教育段階ではＧＩＧＡスクール構想ということで、１人１台パソコンと言われるよ

うになり、ＩＣＴの重要性は全国的にも知られるようになりました。 

 現在、各自治体は必死になってＩＣＴ環境の整備に取り組んでいるところです。し

かし、この兵庫県においては、それ以前から真剣に取り組んできたからこそ、９月と

いうタイミングでの利用開始が可能になったものと考えております。さらには、新型

コロナ感染症に伴う長期に渡っての臨時休業がありました。これを契機に、学校内の

環境整備だけでなく学校と家庭をつなぐ取組も進みました。家庭にインターネット環

境のない子どもたちにも通信機能つきのタブレット端末を貸与して、学習支援アプリ

も全国に先駆けて公費での導入が行われたとこです。兵庫県のこうした取組は近隣の

府県からアドバイスを求められるほどだったというふうに聞いております。 

 私は、教育委員会の場をはじめ、常々、鳥の目、虫の目、魚の目という視点で物事

を捉えてほしいとお願いしてきました。まず鳥の目で見たときに、兵庫県の場合は全

国的にもＩＣＴ環境の整備は急速に進んだものと認識しております。総合教育会議を

はじめとした私や玉岡委員の発言に対して、教育委員会の事務局も共感していただい

て、真摯に取り組んでくれたたまものだと思っております。ただし、一部の非常に進

んだ私学ではＩＣＴ環境が非常に充実しているのも事実です。こういった私学と健全

に競争していかなければならない県立高校については、互角に闘える環境を構築して

いく必要があります。現状に満足することなく、他府県を先導できるよう、私学とも

競えるようさらに取組を進めていかなければならないと思います。 

 

（井戸知事） 

 一部の私学ってどこでしょうか。 

 

（牧村委員） 

 急速に伸びてきた有名な私学ですね。あそこなんかを見ておりましたら非常に進ん

でおりますね。基本的に授業は黒板を写したりしないで、そのまま書いたものがタブ

レットに送られて来ますし、あらゆることが相当程度ＩＣＴ化されていますね。それ

はずっと前からです。必要だと思ったことはすぐやるという感じ、駄目なものはやめ

ると、そういう点はやっぱり早いですね。 

 それから一方、虫の目で見たときは実際に学校現場でＩＣＴを活用していくに当た
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り深掘りすべき点もあると思います。 

 例えば兵庫情報ハイウェイ、これは容量が２倍になって非常によかったと思います

が、今回の９月補正予算ではそこへつなぐ回線を増強すること、例えると高速道路の

道幅を２倍にしたから一般道も２倍にする。一般道が今のままでは全然駄目で、一般

道を２倍にしていただいたのは非常によかったと思います。今まで学校から一歩外へ

出た途端に古くなっていた回線が、改善されることにより今後オンライン教育などさ

らなる活用の展開が明確に見えてくると思っております。 

 これからは、そういう整備したＩＣＴ環境を先生方がどう使いこなすかということ

が非常に重要です。一部の若い先生だけでなく全ての先生が、アレルギー反応なく使

いこなして質の高い教育を子どもたちへできるようにならないといけないと思います。

また先生方の働き方改革にも役に立つと思います。 

 先ほど、知事のほうから先生と子どもたちという話がありましたが、やはり先生方

にとってのルーティン、これは非常に多いですから、そこを減らしてより自分たちの

実力を高める仕事、あるいは先生と生徒との双方向のやり取りができるような方向へ

進んでいかないといけないと思います。 

 そんな中で、やはりシニアの先生と若い先生の関係が非常に大事で、若い先生はＩ

ＣＴが得意です。シニアの先生はむしろ対面型で、今までのやり方でやっぱり自分た

ちの得意なことをしたいと思うし、学校の中ではむしろそういう先生方が力を持って

ますので、若い先生たちがこのシニアの先生をうまく立ててシニアの先生を巻き込ん

だ形でやらないと、なかなかこういうことはうまくいかない。ＩＣＴの得意な先生が

ばっと走ってシニアの先生が置いてけぼりになるというのはちょっと困ります。 

 一方、子どもたちはどうかということですが、教材のアプリ、ソフトの選定が大事

です。よくＩＣＴはハードの話になりがちなんですが、ポイントはソフトです。ソフ

トはどんどん進歩していきますしブラッシュアップしていきます。しかも、生徒たち

は自分に合った学びや自分に合ったものを選び取ったり、分からないところに立ち止

まったりすることができます。ミクロなこと、それこそコロナのウイルスとかＩＰＳ

細胞とか遺伝子とか、あるいは宇宙のこと、日本が何億年前からこの国土ができてい

ったとか、地震の構造、今まで我々が頭の中で考えたら全然分からないことが三次元

的に見せるとものすごく分かりやすいというようなことがありますので、やはりアプ

リ、ソフトが重要だと思います。 

 今までは鳥の目と虫の目ですが最後に魚の目、流れです。今後、ＩＣＴは英会話と

同様に国際的なスタンダードになっていくことはもう自明ですから、幾ら国内で整備
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が進んでいるといっても海外と比べてみたらどうかということになります。この兵庫

県で育った人材が国際的にも渡り合っていけるようにするためには、国内だけでなく

海外にも目を向けていく必要があります。そういった目線で見たときは、まだまだ現

状に満足してはならないというわけですし、海外のＩＣＴ先進国と比べて日本は非常

に遅れております。 

 三角形を考えていただくと頂点に利便性、底辺の左側にプライバシー、右側にセキ

ュリティがあります。プライバシー、つまり個人情報を国とか自治体に出すというこ

とは、日本の場合は非常にナイーブですね。中国はそれがないから交通事故を起こし

たら、個人情報と顔認証を活用されてすぐ捕まる。消費行動は全て筒抜けになってい

る。医療データも教育データも全部把握されている。これはＩＣＴの利便性という切

り口からだけで見ると、ものすごく楽なことなんです。日本はそこで全部切断されて

いますから、ＩＣＴを進めるのはすごく大変なんです。日本はＩＣＴの「技術」が遅

れているんじゃなくて、そこのところが一番引っかかっているんです。ただし、今１

０万円給付とかいろんなことで、ある程度の個人情報は出してもむしろ利便性が高け

れば、ベターではないかという流れになってきました。それが魚の目なんですけど、

要は海外先進地域を見たときには、日本におけるＩＣＴ、デジタルトランスフォーメ

ーションの展開は、まだまだ非常に遅れているということです。 

 第３期のひょうご教育創造プランでは未来への道を切り拓く力の育成、これも我々

教育委員会のほうからそういうタイトルをお願いしたいと言ったんですが、これを重

点テーマに掲げております。ＩＣＴは若い人たちのこれからのデジタルトランスフォ

ーメーション、これは避けられないです。力強く生き抜いていくために必須のツール

だと考えております。まずは兵庫県、及第点の環境を構築できたわけですが、ＩＣＴ

もツールであってどう使いこなしていくのか、課題はまだまだ山積しております。    

そういうことですので、県は幸い今いいスタートを切っておりますから、知事をは

じめとした兵庫県を挙げてのデジタルトランスフォーメーションの取組が引き続き必

要不可欠だと考えています。教育委員会は、これからもしっかりと検討してまいりま

すので、どうか御指導をよろしくお願いします。 

 

（井戸知事） 

 今の牧村委員の御指摘に対して、事務局から何か計画はありますか。 
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（西上教育長） 

 今回、環境整備は整いましたけれども、どう使っていくかということについて今後

御意見をいただきながら進めていきたいと思っています。 

 言われるようにアプリ等のソフト面が大事なので、どういうものを選択していくの

かということを、エバンジェリストの研修の中で模擬授業として、どういう形ででき

るかも含めて取り組んでいきたいと思っています。 

 

（井戸知事） 

 これは牧村委員にお聞きしたほうがいいのかもしれませんが、ソフトの開発なんで

すけど、今は市販ソフトを利用していますが、教育研修所と共同開発のソフトみたい

なものを生み出していくというような努力をするよりは、市販ソフトを上手に使いこ

なしたほうがいいという選択なのか、それともやっぱり共同開発をする部分もあって

もおかしくないということなのか、両方という答えもあると思いますが、どうでしょ

うか。 

 

（牧村委員） 

 これには競争原理をどんどん入れていったほうがいいと思うんです。生徒たちには

いろんなレベルの方がおられますから、それぞれが選び取るというのがやはりいいと

思います。当初はやっぱりいろんなものが出てきて競争原理を働かせてその中で修練

していく。何を使うかは理系と文系でも全然違います。 

 例えば、知事がおっしゃられたように、国語にはこういうのは使わないほうがいい

と思うんですね。逆に理科のようなものは、思い切って使う。先ほども言ったように、

宇宙だとかＩＰＳ細胞だとか、数学だとか、それぞれの分野で良いアプリが多種多様

にあると思います。とりあえず最初は競争され、取捨選択されていくというのがいい

んじゃないかと思います。おっしゃられたように公的な研究所が共同研究的にやって

も、やがてだんだん洗練されていくんじゃないかなというような気がしております。 

 

（井戸知事） 

 ありがとうございました。 
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（清水委員） 

今の話に関連しまして、せんだってポストコロナ社会兵庫会議の提案にも、デジタ

ル革新の加速、あるいは社会の絆の再生といったテーマが織り込まれていました。 

 ＩＴの知識、技能の習得が必須の時代です。しかし成長期の子どもの立場からする

と、絆の再生の中で半年以上にわたって三密を避け、集まるな、近寄るな、声を出す

な、じっとしておけ、という生活を強いられた。長らく青少年育成に関わっています

が、情緒不安の子供たちに対する安定ケアのプログラムで大切になるのは実はじゃれ

つき、触れ合う遊びっていいますか、皮膚感覚で温かみや親しみを伝えてやることな

んですね。小さな子は抱き上げるとかおんぶするとか、逆に大きな子にはちょっとお

世話役に回らせてやるとか、自分が必要とされる感覚を通して情緒安定を図るわけで

す。こうした子どもたちに対するケア、ある意味ではセラピーに当たる部分ですけど、

日常的には群れて遊ぶ機会の少ない今の子どもたちにとって、互いに甘え、甘えさせ

てもらう実感がかなり不足していたのではないかと思います。もちろん、それを我慢

して自立するという機会にもなるわけですが。 

 私の５年生の孫も休みの間、何をしていたかというと、１人で物を考えたり本棚の

本を読み返したり絵を描いたりとか、日頃つい忙しくて後回しにしていたようなこと

を結構やっていました。塾もお休みで親も不安なんだけど、子どもたちにとって何も

しない時間って一体どんなものなのだろうっていうふうに思うわけです。そうなると

やっぱり言いました。みんなは家でどうしているだろうって。さらに学校も気になっ

て、行かないといけない学校以上に、行きたい学校に変わったみたいです。 

 実は、困難から学ぶことはとても大事なことで、それをいっしょに考えたり、いい

意味でフィードバックを助けるといいますか、距離を置いて物を考えるのは、いろん

な知恵を育む意味で、とても大事なことだったと思います。 

 一方で、ある子どもはネット、パソコン、ゲームをやり過ぎて視力聴力の低下、ド

ライアイという症状でお医者さんへという話も聞きました。先ほどの話の中で、この

流れというのは一つの大きな流れでさらに加速していくものだと思います。 

そこで気になるのですが、ネットをやっていると私も経験ありますが、自分の好み

の情報ばかりにふれ続けてしまいます。検索すると必ず情報というのは、関連する分

野の情報が膨大に押し寄せてくる。ともするとそこばっかり見ちゃうわけです。新聞

は少し違って、周辺の見出しや記事にも目が行くんですね。パソコンをやっていると

その辺りしか見えないし気づかない。興味のある広告を一度クリックすると以後、そ

れに関連した情報やコマーシャルが今度はあちらからこれでもかと機械が判別して自
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動的に押し寄せる。自分の考え方や傾向にイエスの情報が自動的に降ってくる仕組み

です。結局、違う視点の情報は意識して検索しないと接することがなくなる。自分と

は違う立場や価値観のものに疎くなり、拒否や故意に見落とす傾向が強くなる。想像

性を育むといいますけど、違う視点で考えてみるとか、思いやるとか、人の気持ちを

理解するとか、さらに相手に自分の気持ちを伝えるために試行錯誤するとか、こうし

たことが、つい苦手になったり、後回しになっていかないか気になるんですね。 

 きちんとした丁寧なやり取りを重ねることで本来、異なる価値観への理解とか共感

力というのはそれなりに身につき、育まれていくはずなんです。ところがその過程の

煩わしさだけが先行し、好みの情報だけを選択し続けたとき、合わない人とは関わら

ない、無視、拒否という考え方に流れたりするんですね。 

 授業でディスカッションの演習をやりますが、分かってもらう努力、分かろうとす

る努力、そのどちらもが欠ける傾向がある。だから、一度決裂すると修復しないし出

来ない、違いは相手の間違いと考える。もう繰り返して体験学習するしかないですね。 

 これはスマホ、パソコンの問題ではなく、使う人間、教える人間の側の問題として

きちんと押さえないといけないのではないか。ノウハウの指導に留まらない。 

 ネット社会の便利さに伴うリスクを教えなければなりません。怖い側面も当然あり

ます。あなたが当事者になったときどうするか、不用意な加害者となるイマジネーシ

ョンも必要ですね。被害者になった途端に一人で落ち込む。事もあろうに命を失う。 

 助けを求め、それによって助けられる、もっと自分をさらけ出して人に甘え、時に

愚痴をこぼす。そういう人間関係ってあんまり今の若者たちは経験してないですね。

私はそういうのを聞くと、体験学習でやっている自然教室なりトライやる・ウイーク

なりインターンシップも、社会や自然とも関わるんだけど、もう少し当事者として人

とまみれ、そこで感じ考えたこと、行動し体験したことをふり返り、言語化し共有化

し、やり取りすることがすごく重要なのではないかと思います。 

 昔も今も、即戦力と職場は言います。ところが学生たちは、それを言われると、と

ても不安で敬遠したいらしい、仕事が分かるまでちゃんと丁寧に指導します、という

システムの職場や先輩がちゃんといる現場を求めていますね。実はそうしたプロセス

と対応をきちんとする事業所のほうが定着率はいいんです。福祉事業所に勤める新人

の教育にも携わりますが、自分が役立ち喜ばれたとか、目標や目安にできる先輩が見

つかり一緒に働くことで、明日の自分が見えそうだとか、プラスの目安がないことに

はなかなか継続しない。自分ときちんと向き合ってくれる人格を求めている。私は、

人を育てる職場づくりは先輩づくりが基本だと思っています。 
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 最初の話に戻りますが、やっぱりそうした人に出会ったときに自分の心に響くとか

感じるものがあるというのは、その感じるものの原体験がいる。まかれた種が少しで

も育つ実感のできる土壌がいる。学校教育の体験にそうした要素が確実に欲しい。 

 学校と地域というテーマがありますけど、地域というのは今は福祉の対象となるテ

ーマがほとんどで、地域に産業や子どもたちに将来をイメージさせる仕組みや営みが

だんだん無くなり、若い人にとっては魅力に欠け、個性の強い、気になるお年寄が多

いという感覚も強いと、なかなかこれからの地域を担おうとしないし、極端に言えば

兵庫が好きにならない可能性さえあります。育った馴染みの町、優しく励ましてくれ

た人たちがいて、つながりの実感がそれなりにあるご近所がないと、地域に愛着なん

て湧きませんよね。担い手になりかけたときに、モデルになるのはその人たちであっ

て、今彼らが成長していく上で、目安になる働き手や生き方の大人の人と具体的に、

身近にどれだけ出会えたことでしょう。 

 

（井戸知事） 

 どうすればいいのかな。 

 

（清水委員） 

基本はやっぱり会話、対話を基本とした自己表現を学ぶことだと思います。言語化

しにくい自分の気持ち、イライラや喜怒哀楽、ストレスなどを感じることは当然のこ

とで、そういうものを持つことが生きるということでそれを先ず認め、きちんとそれ

を表現することを助けてあげるのが最初の教育、家庭教育だと思います。さらにそれ

を言語化すること、時には仲間とのやり取りから問題意識を共有し、解決方法を探し

実践するなど、その実際のトレーニングができるのが学校じゃないかと思います。先

ほどのＩＣＴ教育も人間関係も必要ですが、それは目的ではなくツール、手段です。

人が成長することがねらいで、その道のりで欠かせない大切なものであるわけです。

しかし肝心な変化、成長は、実は本人が一番気がつかない。うまくフィードバックし

てあげられるようなものがやっぱり要るのではないのかと思います。 

叱られた相手に反発したくなるのは当然仕方がない。しかし、その人は嫌いでも叱

られた経験を生かすことができるかどうか、そこが本人次第です。落ち着いてフィー

ドバックする力は向上心が支えます。ゆっくり物を考える中で、どうやってもう一人

の自分や視点を見出していくか、それが自分らしさを育んでいく、ということなのじ

ゃないかと思います。 
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（井戸知事）   

ありがとうございました。清水先生の持論をまた聞かせていただきました。 

 どう本人にそういう自主性みたいなものを身につけさせられるかが非常に重要な点

ですね。体験学習もものすごく大事な気がします。やっぱりＩＣＴ教育をやろうとし

たときの目的意識をしっかり持って、その目的意識にふさわしいアプリを採用して活

用していかないと、単純に教育上いいからやるんだというわけにはいきそうもないっ

ていうことですが、そのクラスの全員に合うようなアプリなんていうのはないでしょ

うね。そうすると、習熟度別学習をもっと徹底するとか。 

 

（戸梶企画県民部長） 

 アプリをみると、動画で１０分ぐらい講義を聞いて、あとテストみたいなものをや

っていくんですけど、できる子だったらそれでどんどん完結しちゃうんですね。そう

すると対面の授業って何ぞやみたいな話になる。あとそこまでできない子には丁寧に

かみ砕いて説明していくというほうがまずは主になって、その上でアプリを見て復習

なり振り返りをするみたいな、どちらが前後になるかというのは位置づけがまさに変

わってくるような部分はあると思います。だから、ほっとくとどんどん差が大きくな

て対面がないみたいな話になるんです。極論のところまで行ってしまうという、それ

はある意味怖いといいますか、リスクの部分ではないかなというふうに思います。 

 

（西上教育長） 

４０人で授業をやっていても、将来的には子どもたちがそれぞれ違うことができ

るというのがＩＣＴの強みと言われることもあります。我々としてはそこまで考えて

いなくて、確かに習熟度でやるということになりますけど、集団学習をしていきなが

らバラバラにやっていくというのが、いいのかどうかというのもちょっと考えていか

ないといけないとは思っています。 

 実際に、与えている宿題とか授業、与えている課題はみんな違うというようなこと

もできる。 

 

（玉岡委員） 

 教育ってみんな横並びで、進んでいる子は後れている子を待たないといけない。習

熟度が達しない子には、県教委ではつまずき度チェックというのをやっていただいて

て、本当にこぼれていく子がないようなシステムをやっていただいています。だから、
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それは今までどおりやっていただいて全然オーケーなんですけど、進める子は、やっ

ぱりどんどん進ませてやりたいという時代にも来ているんじゃないのかという気がし

ます。五、六十年前は飛び級とかあったわけで、現にアメリカとかは、高校生が企業

の中で働きながら学位を取るとか、そういうシステムがあるので、やっぱり優れた能

力の開発というのも今後できるのがこのＩＣＴ教育だろうなと思っております。 

 私は今回この資料２で出ていますように、今この会議で議論すべき話はやっぱり教

育のＩＣＴ化の推進のほうだと思うんですね。よく推し進められたなと。コロナがな

かったらこんなに進まなかったと思うんですよ。 

 何年か前に私が教育委員の代表で東京のほうに全国教育委員連合会の研修に行かせ

ていただいたときに、東京の公立の渋谷中学校では既にタブレットを一人一台持って

いて、一人一人が自分に合った学習をやっている。それが本県でできないものかとい

ったら、財源のハードルがあったわけですけども、今回そんなこと言ってられないと

いうことで、コロナ禍で学校に出てこられない子どもたちにどうそれを補うかという

ことで一気に進みました。その辺は牧村委員が言ってくださいましたけども、我々が

それをやっていただきたいというので推し進められた後は、今度はこれをどう使うか

ということですよね。 

 「生きる力」を育むというのが大きな柱になっていますけど、まさに時代に推し進

められてＩＣＴの時代になっているのに、立ち止まってはいけないと思います。時代

が進んで、我々がいなくなる頃に大人になる今の子の時代にはリモートワークなんか

当然になっているでしょう。リモートワークの話で言わせていただくと、私は小説家

でデビューしたのが３１年前ですけれども元祖リモートワークでした。兵庫で仕事を

するなんていうのは大御所でないと無理だったんですけれども、デビューしたての若

い新人作家がなぜ兵庫県で３１年間できたか。それはリモートワークできたからなん

ですね。時代が私の追い風になってくれて、デビューの後に初めてファックスがつき

ましたけれども、その後、当時はまだパソコン通信と言っていたそれがネット、Ｅメ

ールの時代になったので、東京に行く必要がなくなったわけです。加古川からの４時

間、往復８時間、時間を無駄にすることがなくなりました。 

 現に、この間、教育委員会の定例会議でも今のリモート、ＩＣＴがどうなっている

か意見を聞こうということで、県下の校長先生とテレビ会議をやっていただいたんで

す。但馬の校長先生、それから淡路の校長先生が参加されている。後で御意見聞くと、

但馬から２時間かけて来なくても皆さんに会えたといわれました。反対に表情が分か

らなかったとか何を言っているか分からなかったという意見もありました。清水委員
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もおっしゃっていたようにコミュニケーション能力が問われるのですけども、逆にこ

んな小さな画面にしか自分の顔が出ないから、分からせるために人の話を遮らないし、

分からせるためにかみ砕いて話すということで、コミュニケーション能力は上がって

いくと思うんです。それでコミュニケーション能力、イマジネーション力が落ちたと

いうのは、それはパソコンの責任でもないしネットワークの責任でもない、ほかのこ

とが原因であると思います。本当に便利なツールが登場しているわけですから使わな

い手はなくて、全部使えと言っているのではなくハイブリッド、お互のいいいところ

を取って優れた方法でやっていく、推し進める。それがまさにＩＣＴ教育だと思いま

す。私の最後の御奉公で特別講義といって、委員が学校に行って授業をするんですけ

ど、夏の暑いときに行かせていただきました。マスクをして授業をしたんですが、全

校生に聞かせたいからということで体育館だったんです。とても暑いわけです。扇風

機を置いてくださっているんだけど、やっぱり体育館には基本的にエアコンがないの

で暑い。そういうときこそリモートでしょうと思うんですね。校長先生は夏の暑いと

きも始業式は体育館でされるとおっしゃっていましたけども、私も子どもの頃、校長

先生の話は長いのでバタッと倒れたことあります。熱中症という言葉が出てきました

けども、そういうのを阻止するためにも、教室にはエアコンがついているわけですか

ら、涼しい教室で、校長先生もきれいな蘭の花が置いてある校長室で、これからの２

学期頑張ろうねっていう話をしてくださればお互いいいわけなんだけども、こういう

いいシステムをなかなか使おうとしない。通信が途中で途切れるからと言われるんで

すけど、それを克服していくのが人間の知恵であり努力のしどころだと思うんですよ

ね。だから環境が整ったシステムが今目の前にある、使いこなせば非常に便利な道具

がある、これを使っていくのが今本当にチャンスだと言うほかはないと思います。 

 ふだん学級会、ホームルームになるとなかなか意見が言えない子が、画面のチャッ

トになるとボソボソと言っているんですね。多数決で決まっちゃうからその子の意見

なんてふだんだったら流れるし、その子も言えなかったんですが、チャットで聞くと

すごくいい意見が言えるわけです。ですから、少数意見を酌み取れるという意味では、

ホームルームアプリなんかも断然使うべきだろうし、風邪を引いて休んでいる子もお

うちでできますし、全ての子が参加することもできるということで、いいところはど

んどん使っていっていただきたい。少数意見を拾う、それから遠方の先生方にも出席

のチャンスを与える、往復にかかる時間の無駄をさせない、いろんな利点があります。

その利点だけは取っていっていただきたいと思います。 

 今回、資料の中で子どもたちの学びを支えるということも大きな方針に上げさせて
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いただいていて、やっぱりいい教育をするためにはいい先生を確保しないといけない。

文科省が英語の授業を義務教育に入れてきたりしましたので、英語の先生を採用しよ

うということで尽力してくださっているんですけども、やっぱりＴＯＥＩＣ高得点の

人を条件につけても、中学校、高校に人が来るのかという問題があって、もっと待遇

のいい一般企業に流れると思います。そうではなく教師になったらこれだけのやりが

いがありますよ、人生が豊かになりますよっていうそういうところに訴えかけないと、

真に有能な人材を教員として集められないんじゃないだろうかなという気がしており

ます。だから、そういう意味でも、もう一度教職とは何ぞや、かつては聖なる職業、

聖職と言われていたわけですよね。子どもたちが最初に師と敬い、一生その人の生き

方を、影を踏まないばかりについてきてくれるというような時代があったわけです。

そのときは、非常に教員の報酬も高かったと聞いています。報酬は出せないけれども、

これだけのやりがいがあります、子どもたちは一生あなたのことを忘れません、あな

たが人生の入り口でしたということを説くような、そうやって人材の確保をしないと

いけないんだろうなと思います。 

 それに加えて、子どもたちの学びを支える中に女性管理職の登用を入れていただい

ています。私は、明日退任しますけれども、教育委員に入ったときから何でこんなに

女性が少ないということをずっと言っていたんです。残念ながら変えることができま

せんでしたが、それははっきり言って変える気がなかったんだろうなという結論を今

日残させていただきたいんです。なぜそんなに玉岡は女性管理職について言うかをも

う一度ここで最後に述べたいと思います。何も女性を増やしてくれと、むやみに数だ

け増やしてくれと言っているわけじゃなくて、教育現場では子どもたちには女性の先

生のほうがより近いということは厳然たる事実で、もう一回見直してほしいんですね。

家の中でもお父さんに教育されたかというと、やっぱりお母さんの方が大きいわけな

んです。だからより学びの場に近い女性がなぜ少ない、それはボスに女性がいないか

らですね。１人の労働者として考えたときに、自分の仕事をしていく上でサポートし

てほしいことを頼めなかったり、または譲ってほしいことを口にできなかったり、そ

れは上司に女性がいれば簡単にできることなんだけども、上におじさんの上司がいる

と言えないということが結構あると思います。だから、そういう意味でも世の中には

女性と男性は半数ずついるんだから、できるだけ管理職にも女性を増やしてほしいと

いうのは、変わらない願いなんですけど、じゃあなぜ変えられなかったかです。 

 その原因は、女性の先生方に能力がないわけじゃないんです。能力的には本当に皆

さん真面目で責任感も強いですけど、その責任感の強さがあだになっている。結局、
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管理職になると自分でしょい込んでしまうわけですね。結局できなかった場合に、ほ

ら女だからできないだろうと言われる、それを何より女性は嫌います。女だからでき

ないのではなくて、女性には家に帰るともちろん子育ても全部女性にかかってくる、

親の介護、それからペットがどうのこうのというときでもやっぱり女性ですわ。だか

ら、もっと男性がサポートするという世の中にならない限りは増やせないと思うんで

す。少なくとも教育行政の中ではサポートができると思います。 

 現に２人教頭制度というのを今考えていただいています。１人に教頭先生の責任を

押しつけるのでなくそれを分担してもらう。だから、そういうところから管理職の仕

事が過酷でないというイメージをつくっていただき、さらにロールモデルをつくって

いただければ後に続く人はいっぱい出てくると思います。 

 私の友人で有能な女性教師ですけども、私は生涯一教師でいいのよと言って退職し

た人がいます。それは、子どもが好きとか授業が好きとか教育現場が好きという理由

もありましたけれども、やっぱり責任逃れなんですよ。責任のある仕事に就いて、も

しも何かあったときに自分は嫌だという責任感の強さが裏目に出ているということも

あります。そうじゃなくて、あなたの能力が子どもたちの学びを支えるという方向で、

ぜひ有能な女性の先生方には管理職試験を受けていただきたいし、どんどん教頭、校

長になっていただきたいと願っております。 

 ということで、先生方の業務が過酷である、メールがたくさん来るという話題も出

ましたけれども、それもハイブリッドです。いいところを取っていけば、よりよい生

きる力を持った子どもを育むこともできるし、子どもたちの学びを支えることもでき

る。そして最後にお願いしたいのは、私はずっとふるさと教育の重要性というのを着

任したときから申し上げていて、私がなぜ播磨を動かないか、播磨が地元ふるさとだ

からなわけで、ここで生まれて教育を受け、ここで子どもを産んで子どもに教育をさ

せてということをしましたけれども、リモートワークが可能になれば帰ってくるんで

すよね。現に、淡路島でああいう大企業が拠点を移したという時代ですから、いろん

なマイナスの面は考えずにまずやってみるべき時代が来ている。例えば、柏原高校で

優秀な人材が出てもみんな東京へ行ってしまうと地元の嘆きも聞きましたけれども、

その子たちが帰ってくるチャンスを生んだのもＩＣＴの今の時代なんですよね。リモ

ートで豊岡にいながら起業ができたり、大企業の中で働くことができる、加古川にい

ながら３１年間、小説家として走り続けることができました。だからそういう便利な

ものを上手に使う、いいところだけをハイブリッドで使う時代であるということをも

う一度念頭に置いて、ＩＣＴ教育というものをますます推し進めていっていただきた
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いなというふうに考えております。 

 

（空地委員） 

 今年は、やっぱり何といっても新型コロナの影響が大きい、歴史に刻まれる年と私

は思っています。我々はその歴史的な年を日々刻々と実体験している現状があり、こ

れをこれからの教育にも生かしていく必要があるのではないかと思います。まず真っ

先に、安心・安全教育には災害も大事ですが新型コロナも含め新興感染症、あるいは

新型インフルエンザ、ＳＡＲＳやＭＥＲＳなどの再興感染症の問題もあり、こういう

ようなところをしっかりと教育の中に入れていくということがまず第一に必要じゃな

いかと思っています。 

 そして、ＩＣＴにつきましては先ほど来、大先輩方が言われているようにインフラ

ストラクチャーになりますので、これをしっかり使えるようにすることが、これから

将来生きていくうえで大前提だと思いますし、実際に現場の先生方のお話を聞いたと

ころでは、皆さん大変ポジティブに捉えて教育の現場で利活用されていて大変すばら

しいと思うんですが、やはりいい面もあれば悪い面もあるということはしっかりと認

識をしておく必要があると思います。 

 先ほど、アプリとかソフトとかの問題もありましたが、これらは企業がつくってい

るものですので、どこかに企業論理というのが紛れ込んでしまっている可能性もない

とは言えません。だから、しっかりとそういうところを捉えた上で教育の現場で使っ

ていく必要があると思います。 

 それから、その子の個性あるいは家庭の環境等によってＩＣＴが使えない状況もあ

るかと思います。その子たちは、ますます格差が広がってしまう。あるいは先ほど出

ていましたように、突き抜けて学業のできる子どももでてくると思います。そういう

子どもたち、落ちていく子どもたちや上がっていく子どもたちをどうやって支えてい

くのかというのが、まさに現場の先生方に求められるところではないかというふうに

考えています。 

 そしてＩＣＴの利用については、大変お金もかかっていますので、今後どういうふ

うに使っていくかというのも大変大事かと思います。今学校で使われているＩＣＴの

利用方法は、ある意味、今の学校のシステムを前提としたＩＣＴの利用であるという

ふうに思います。しかし、それだけではＩＣＴを充分に活用しているとは言えないの

ではないか。 

 私もスマホとか使うんですけど、多分機能の１０分の１も使ってない。だから今後
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ＩＣＴを教育にどう活用するかということについては、やはり柔軟な頭を持った若い

人たちが、提言をできるような形が必要なんじゃないかと思います。我々年寄りでは

なかなか新しい利用法というのは浮かんでこない。本当に劇的に教育現場を変えるよ

うな、そういうようなものこそがこのＩＣＴの利活用に求められるんではないかと思

います。どんなものがいいのかというのは私らでは全く分かりません、若い人に考え

ていただく。 

 ただ、玉岡委員も言われたように、教育というのはみんなが一緒に集まった場で、

同じ授業を聞くとか一緒に給食を食べるとか遊ぶとか、こういうようなことがやはり

必須というか基本であると思うので、ＩＣＴをうまく使い分けていくということが必

要になってくるだろうと思います。そのためには先生の働き方を改善する意味でも少

人数クラスの導入をぜひ早くして、先生方の負担を軽くして子どもにその時間を回す、

ＩＣＴで効率化した部分を子どもたちに回すというような形をしていただければあり

がたいというふうに思います。 

 

（横山委員） 

 先ほどの玉岡委員のお話の女性管理職の話と関連します。私は、県の活力あるいは

地域創生とも関連する視点から申し上げたいと思います。 

 兵庫県は女性の就業率が非常に低いというのは有名なことで、かつ最近問題になっ

ていますのは、若い女性の県からの転出が非常に増えていて、それが今後の人口減少

にすごくマイナスな影響を与えるというのが、地域創生の視点からも非常に問題とな

っています。 

 どうしてそうなるのかというと、特に頑張りたい若い人たちがここでは活躍できな

いと思うから出ていくということが非常に大きいと思います。そういったときにどう

やって働いてもらうか、あるいは兵庫県にいてもらうかということを考えたときに若

い女性の意欲を高める必要があります。 

 先ほどのお話にもありましたけれども、ロールモデルが非常に有効だとこの分野で

はよく言われています。ただし、民間企業とかではまだ管理職も非常に少ないですし、

県から民間企業にもっと増やせといってもなかなか対応にも限界がある。そうしたと

きに一番効率的なのが学校現場だと思います。小中高で、学校現場に女性の先生もい

っぱいいらっしゃる。リーダーとして管理職に当たり前のように女性の先生がいらっ

しゃったら、女性がリーダーになるのが普通なんだ、それが当たり前なんだという意

識が無意識の間に入りますので、頑張る、それが当たり前だという意識が出てくると
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思います。 

 こういった話が出ると必ず出てきますのが、女性は本当にリーダーになりたいんで

すかというコメントが男性から必ずのように出てきます。その質問というのがすごく

大事というか気になる質問で、なぜか男性はリーダーになりたいんですかという質問

は出ないんですね。もし聞いたとしても、男性はそんなこと考えたことがない、選択

肢にない、当たり前だから、やらなきゃいけないからやっているだけだと皆さんおっ

しゃるわけです。それは逆に言うと、リーダーになるのが当たり前なんです。女性が

そういうふうに管理職としてリーダーになるには戦わなくてはいけない。戦ってまで

リーダーになりたくないわって皆さんは思われるので、ならないわけです。ですから

何もしなければ何も変わらない。そして女子学生たちは兵庫県にいても女性は活躍で

きないと言って出ていく。そういう悪循環になると思います。それを止めるためには、

教育現場でいかに管理職の女性を増やすかというのは結構効果は大きいと思います。 

 そのときに何が大事かといいますと、ここはこの研究分野でも必ず言われるんです

がトップの意思表示。トップがこれをやるぞという意思表示をされるとやっぱり動く。

知事なり教育長なりが、これを本気で進めるという姿勢を見せていただいて、今回、

特にプロジェクトチームをつくっていただくんですけれども、ありがちなんですけど、

プロジェクトチームが勝手にやって何か言って終わったわというのだったらそれでは

駄目で、そこをバックアップしますよ、バックアップしてますよというのを教員の先

生方、男性にも女性にも伝えていくというのは非常に重要であると思います。 

 安倍内閣で男女共同参画が、女性活躍指針を出しました。私は、あのとき２人目の

子どもを産んだ直後でした。今もまだジェンダーギャップというのは本当にひどい状

況で、日本の順位というのは非常にひどい、韓国と比べてひどい状況なんですけども、

あのとき安倍内閣の女性活躍を推進しなきゃいけないというときは、ものすごく働き

やすくて頑張ろうという気持ちになりました。それはなぜかというと、管理職の方々

はしようがないからやるかと、しようがないからでもいいんですけど、やらなきゃい

けないと思ってくださったというのはすごく大きかったので、ぜひトップからのサポ

ートで女性活躍推進あるいは女性の管理職を増やすことにしていただけたら非常にあ

りがたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（井戸知事） 

 横山さん、２つ目に言われていたことをもう一度お願いします。 
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（横山委員） 

 県の活力と地域創生との関係からで、結局、女性が出ていくということは、県の活

力がなくなっていく、それで女性が活躍しないので活力がなくなるという意味で、ま

たそれも同じ意味です。県の活力と地域創生は同じ意味で申し上げました。 

 

（井戸知事） 

 女性の管理職登用は県全体としての目標に掲げて、この４月１日で１５％を目標に

して実現しました。ひどいのは国で、国は３０％と言っていたんです。相当程度進ん

でるのかと思ったら民間も含めて、実態は１５％なんですよね。自分たちはちゃんと

フォローしてないなと思ったんですよね。ですけど、それはそれで一応実現できたん

ですが、それは人事を握っているから、自分で人事をやっているから、自分でつくっ

た目標を達成できないなんてことは許されないから達成しようということで達成でき

たんです。けど、一般の会社にはお願いするしかないので、この辺が非常に具体的な

手法が難しいものですから、どう声をかけていくか。これからは少し我々自身が努力

しないといけませんが、せっかく担当部長もおりますから部長にもコメントしてもら

いたいと思います。 

 

（横山委員） 

 １５％をもう少し上げていただけるとありがたいなと思います。 

 

（井戸知事） 

 それは次の計画で。 

 

（横山委員）   

よろしくお願いします。 

 

（井戸知事） 

 次の計画では、きっと２０％にするでしょうね、３年で２０％になるのか５年で２

０％なのか、この辺がせめぎ合いでしょう。 

 

（玉岡委員） 

 先が長いですね。 
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（井戸知事） 

 ３０％にしたらいいんですよね。事務は３０％にしたいなという思いですけどね。

例えばということで。 

 

（松森県民生活部長） 

 女性活躍を所管している部長ですけれども、先ほども民間企業ではなかなか女性活

躍は進んでいないというようなお話もありましたが、女性が働きやすい職場というの

は男性も働きやすいということで、企業としても効率が上がったりということもあり

ますし、それから特に海外へアピールしようとする企業にとって、女性登用を進めな

いとアピールできないというようなこともあり、女性登用を進めることによって企業

イメージもアップするということもあるので、非常に意識も変わってきているかなと

思います。 

 それで、先ほど知事も言われましたけれども、まず県庁自らモデルになろうという

ことで、女性登用の目標を定めて、達成を狙っております。今年度は、男女共同参画

兵庫県率先行動計画の改定時期でもありますので、さらにまた高い目標を投げかけて

それで頑張っていきたいと考えております。 

 

（横山委員） 

 ぜひよろしくお願いします。 

 

（井戸知事） 

 もうちょっと女性に働いてもらわないと困るなという点がないわけではないんです

けどね。 

 

（横山委員） 

 それはライフステージのタイミングでもあります。あと女性管理職の育て方もある

と思います。 

 

（井戸知事） 

 まだこれからなんです。ようやく目標を作ったばっかりだから、すぐに評価して決

断を出すには早過ぎる。 

 



－22－ 

（横山委員） 

 管理職になるべき道を進んできた人ならばそれで行けるんですけども、こういった

流れで急に女性が取り上げられて、駄目じゃないかと言われ、そして潰れていくパタ

ーンが今までもありました。その点のフォローだけぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

（井戸知事） 

 そうなんですよね。 

 

（玉岡委員） 

 数合わせではいけないということですね。単に１５％とか３０％を目指すのに何で

もかんでもということではなくて、本当に育ててその職に、器にふさわしい人を就け

ていただきたいということです。 

 

（井戸知事） 

 数合わせは駄目なんですけど、目標を設定するということなんです。組織全体とし

てそれに向かって動けるということで意味がないわけではないです。ただ、言われま

したように候補を育て上げてないんですよね。だから候補をできるだけ早く育て上げ

られるような教育を、キャリアアップをさせていかないといけないということになり

ます。キャリアアップしてもらわないといけない、今まではあんまりキャリアアップ

のコースが十分に用意されてなかった。 

 

（松森県民生活部長） 

 今まではなかなか県に入ってくる人が少なかったというのもありましたけど、今は

採用者の４割以上が女性だということもあり、徐々に次の候補生の人がいるという環

境が整ってきているので、その中から選べるというようになってきた。キャリアアッ

プについては頑張りたいと思います。 

 

（井戸知事） 

 それに関連して、神戸市が教頭試験でペーパーテストを止めるということらしいん

ですけど、県教育委員会はどうしているのですか。 
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（西上教育長） 

 県はどちらかというと、まずは教頭になっていただける方の人材探しをお願いして

います。実質上、試験をなくしても結果として面談というか、人物を見るというのは

当然必要です。紙で試験という形にするのかどうかだけの問題だと思います。 

 

（井戸知事） 

 今はまだ紙の試験は残っているんですか。 

 

（西上教育長） 

 今は紙の試験をやっています。 

 

 

（井戸知事） 

 やめたらどうですか。というのは、私は三十数年前、某県で教育次長をやっていた

けど、紙の試験はやっていなかった。 

 

（西上教育長） 

 紙試験で決めているわけではありません。我々としては人材発掘をいかにしていく

かというときに、現場の教員と管理職、教育委員会事務局とではギャップが大きくて、

そこのところもお話がありましたようにキャリアアップとしての仕組みがあまりでき

てない。急にデスクワークをしなさいと言ってもできないというのは少しハードルと

してあるとは思っています。 

 

（井戸知事） 

 デスクワークをした人を上げればいいということではなくて、人物本位なんですか

ら教頭試験は面接試験だけにするというのは一つあり得るんじゃないかと思います。

校長試験は面接だけでしょう。 

 

（西上教育長） 

 基本、面接だけです。思いは聞いています。校長になって何がしたいかっていう思

いが一番大事ですので、そこは重点的にやっています。 
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（和泉教育次長） 

 筆記試験といっても、校長としてどういった学校運営がしたいかとか、そういった

大きな観点での質問を校長試験、教頭試験の両方でやっています。知識を問うという

よりも人物を問うような試験をやっています。 

 

（井戸知事） 

 そういうことですか。 

 

（玉岡委員） 

 質問ですが、先ほどもう少し働いてもらわないととおっしゃったことなんですけど、

やっぱりサポートがちゃんとできているのかというとこが少し気になって、いきなり

男性と同時に走れと言われても、やっぱり環境が違うと思うんですよね。だからサポ

ートがちゃんとされている中での活用、能力発揮なのか。例えば、仕事とは関係ない

ところ、家庭とか、それが今できていないから、なり手がないのではなかと私は思っ

ているので、評価はどのようにされているのかということを少しお聞きしたいと思う

んですが。 

 

（井戸知事） 

 それは人事当局が答えないといけない話です。あんまりきちんとしたチェックを細

かくしながら評価しているなんてことはあり得ないですよね。きっと課題に対してど

ういうふうに取り組んでいるかというところで、課題に対する取組姿勢みたいなのを

問うことが多いんじゃないのかなと思っているんですよね。難しい問題にどういった

スタンスで臨んでいるいか。逃げてないかとか、説明に部下だけがやってくるとか、

本人がやってこないとかというようなことにならないようにしてもらわないといけな

い。クリエイティブなところが大切。 

 

（玉岡委員） 

 そうですね。それが仕事の本質ですから、やっぱりそれはきちんと評価をお願いし

ます。 
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（井戸知事） 

 クリエイティブなところがしっかりとキャリアアップできてないと、最初怖いです

よね。だからそういうところをあえて頑張ってブレイクスルーしてもらわないといけ

ない。それはなぜかというと、そういう育てられ方をしてきてないから、経験がない

からそれは無理もないんですね。だから、そういう意味でもう少し長い目で見ないと

いけないということだと思います。 

 

（玉岡委員） 

 ありがとうございました。 

女性登用のあることを、募集のときにはあまり書いてないなと少し感じたりはしてい

たんですけれども、新任研修のときにそういうことをやっていただかないと駄目です

ね。 

 

（井戸知事） 

 荒木副知事の感想をお願いします。 

 

（荒木副知事） 

 今の話からしますと、玉岡先生が考えておられるとおりだと思っています。私が県

庁に入ったころの女性の職員で同期は１０人しかいませんでした。その１０人が何人

残ったかというと、３０代の前半で別のキャリアに行った方もいらっしゃいますが、

最後は１人だったんです。今言われたように、当時は男性社会だったのが現実だった

と思います。しかし今の県庁の現状を見てみると、福利厚生だとかそういったものが

充実してきている。あとの課題はキャリアをどう形成していくのかであって、いきな

りこの仕事をやれと言われても無理なんで、少し時間はかかるかも分かりませんけれ

ども１５％が２０％、２０％が２５％になって３０％になっていくと思います。学校

現場でやはり女性の先生が多いわけですから、女性の先生が管理職として、教師と管

理職の両面で活躍していただけるということはやっぱり大切だなというのは思いまし

た。 

 

（戸梶企画県民部長） 

 貴重な御意見を多々いただきまして、まことにありがとうございます。 

 議事録につきましては、会議資料とともに情報公開させていただきますのでよろし
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くお願いいたします。 

 それでは最後に、閉会に当たりまして玉岡教育委員より一言、御挨拶をいただけれ

ばと思います。 

 

（玉岡委員） 

 会議終了に当たりまして、一言、御挨拶を申し上げさせていただきます。 

 本日は、井戸知事におかれましては定例県議会の開催中の大変御多忙の中、時間を

取っていただき、我々と親しく意見交換をする場を設けていただきまして本当にあり

がとうございました。 

 本当にコロナがどうなるか分からないような現状ですけれども、私たちはやはり子

どもたちが元気で、そして笑顔で学校へ行くのが好きと言ってもらえる、そういう兵

庫っ子を未来に送り出せる、そういう教育行政が続くことを祈りまして、今日の閉会

の言葉とさせていただきます。 

 そして最後になりましたが２期８年、お世話になりました。本当に当初は私なんか

で務まるのかと思っておりましたけども、やはり教育というのは人間が生きていく限

り連綿と続けなければならない大切な事業であるということを教えていただいたよう

に思います。引き続き、これから私たちの後に来る兵庫っ子のためによりよい教育を

していただけますようにお願いをいたします。 

 本当に長らく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２年度第１回兵庫県総合教育会議を閉会させてい

ただきます。 

 ありがとうございました。 


