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１ 開会 

 

(戸梶企画県民部長) 

それでは、令和３年度第１回の兵庫県総合教育会議開催いたします。議事進行に

つきましては、企画県民部長の戸梶が務めさせていただきます。 

開会に当たりまして、井戸知事からご挨拶をお願いします。 

 

（井戸知事） 

私にとりましては、今回のこの総合教育会議が最後の会になります。そのような

意味では、教育委員の皆様方と教育を巡っての意見交換は結果的に最後になります。

記念になるような意見交換ができればと思いますが、この会は、その時々の状況を

踏まえながら、ざっくばらんに意見交換しようという趣旨ですので、形式張る必要

はないのではないかとも思います。そのような意味で、皆様から問題提起していた

だいて、それにお答えをしていくみたいなやり方のほうがいいのかなと思っていま

す。 

私はもう３５年前になりますが、静岡県教育委員会で、２年間教育次長をさせて

いただきました。全然状況は違いますが、本県よりも小中に対する指導力がかなり

強い教育委員会で、最初に、何を注意されたかというと、「教育次長の発言は、１

日で小学校末端まで伝わります。したがってどのような発言をするか十分注意する

こと。」と、注意を受けたことがあります。だからといって、慎重で、無口な、仕

事をしたわけではありませんが、それだけ教育委員会の存在というのは大きな存在

でした。しかも、教育次長１人で、当時の教育長は、西上教育長のような行財政の

ベテランではなくて、高等学校の校長先生をされていた方でした。しかも、勝俣銓

吉郎先生のお弟子さんという方です。そういう方で、「これから全部教育次長で捌

いてください」ということでしたので、自由闊達に仕事させていただいて、そうい
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うような状況で、教育次長を２年経験したこともありまして、本県教育委員会に注

文をつけたりするとそこが原風景になって、今の状況だったらこういうふうにした

ほうがいいかもしれないと、教育委員会事務局にご迷惑をかけたかもしれないと心

配しております。 

総合教育会議ができる前から、そういう基本姿勢は変わっていません。そのよう

な意味では、良い関係を作れたのかもしれない。特にひょうご教育創造プランが、

議会提出計画になりました。議会提出計画になったということは、提出案件は知事

が提出するわけですので、知事の総合調整下に置かれることになります。ですから、

教育計画の内容について、説明を受けた時には、いくつか意見を申しあげて、わた

しと教育委員会での良い意味での切磋琢磨ができたと思っております。知事として

最後の機会になりますが、私の遺言などありませんので、忌憚のない意見交換をお

願い申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきます。 

 

２ 協議事項 

 【資料１－２】第３期芸術文化振興ビジョンの概要説明 

 について、城谷知事室長が説明 

 

（戸梶企画県民部長） 

ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（清水教育委員） 

およそ文化とか芸術、一般県民が手を出せない領域の話に聞こえてしまいかねな

いところですが、自分たちで自由に触れ、新たにつくりだすこともでき、それが新

たな文化にもなる可能性を秘めているというものですよね。   

住んでいる町や市で自慢したい風景や宝などを掘り起こしていきましょうという
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のは、世間で言うところの文化財のレベルじゃないけれど、この景色が素晴らしい

とか、地域の人が自慢できると、それは地域にとっては強みであるということにな

るが、文化は、そういう相対的なものでいいとする一方で、それをすべての人に納

得してもらおうとすると、あるレベル、基準を作らなきゃいけなくなる。そうした

ものももちろん大事ですけど、掘り起こす時には兵庫会議の提言にもあったように、

社会のきずなやそのコミュニティの大切さみたいなことを、改めて実感したという

思いから、そういう意識や流れの中で、文化を作り出すとか、新たな発見とか今ま

で気づかなかったものが、地域の繋がりや関わりの中から生まれてくる。そういう

ものも少し刺激していただいたらどうかと思いました。 

 

（城谷知事室長） 

今後の政策展開の参考にさせていただきます。 

 

（清水教育委員） 

１つ付け加えになりますが、地域の高齢者大学の生徒さんに、「住んでいて良い

町住みたい町ってなんですか」と聞くと、まず、安心して住める町。災害、治安に

不安があっては困りますから。２つめは、人間関係がそこそこいい町。挨拶したら

返してくれるとか。３つめは、おいしいコーヒーの飲める喫茶店とか、なにか個性

が欲しい、いい景色とか、自然に恵まれているとか、古いお社やお祭りがあるとか

何かこの地域の特徴があると、良い町だな、住んでいて悪くないと思うそうです。

そういう何か自慢というか実感できる個性みたいなもの、安全と人情にプラスして

そういった個性があると、住む町に、愛着を持ちやすくなるとお伺いしたことがあ

ります。 

（戸梶企画県民部長） 

他よろしいでしょうか。 
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（井戸知事） 

是非、並河委員に発言いただいて。 

 

（並河教育委員） 

私は日常的に芸術文化に携わっておりますが、芸術文化センターに関わらせてい

ただくようになって、オープンの当時から１６年目になります。芸術文化センター

というのは、私にとって、芸術家にとって本当にありがたい環境で、声楽家として

関わる中で、本当に大きな経験をたくさんさせていただきました。資料に記載のあ

る、若手芸術家の発掘については私自身が体験させていただき、こうやっていま活

動させていただいています。    

どこに行きましても自慢になる施設が兵庫県にはありますし、その中で私自身が

成長できたことを実感しています。 

このような体験、実感をこれからの世代の若い人たちにも感じていただきたいで

すし、私たちの年代の芸術家なども同じように関わり、成長させていただけたらと

思います。また、兵庫を芸術家の発信の場所としてずっと考えておりました。芸術

が教育にすごく大きな影響を与えることも、私が舞台に上がる中で実感しています

し、芸術文化に関わることで人間が大きく成長していくと思っています。 

 

３ 意見交換 

（戸梶企画県民部長） 

それでは、この第三期芸術文化振興ビジョンにつきましては大綱に位置づけると

いうことで取り扱いさせていただきます。 

それでは、次の議題でございます。意見交換に移らせていただきます。 
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 【資料２－１】兵庫の教育 20 年間の取組【資料２－２】兵庫の教育 20 年間の取組

（年表）及び【参考資料】教育のICT化推進に向けた取組状況について西上教育長

がそれぞれ説明 

 

（戸梶企画県民部長） 

どうもありがとうございました。それでは意見交換に移ります。概ね 15：15 ま

で、時間はありますので、どなたからでも結構です。 

 

（牧村教育委員） 

これまでの総合教育会議では大きなテーマといいますか「鳥の目」の視点から、

「次世代リーダーの育成」とか「教育のICT化、ICTの活用」というような話をさせ

ていただきました。今回はこれまでの振り返りで、教育委員としての経験による

「虫の目」の視点から、私が実施した特別講義の紹介をします。 

私は川崎重工におりましたので、川崎重工での経験をもとに、「テクノロジーで

切り拓く未来～困難を乗り越え、頂点を目指した挑戦～」というタイトルで講演を

行っております。来週には養父市の八鹿高校で実施します。 

特別講義ではヘリコプター、モーターサイクル、ロボット、それに水素エネルギ

ーの開発において、新しいビジネス・製品を創出する取組に若い社員たちが挑戦し

ている姿に焦点を当てて、動画を沢山交えて語ります。文字や絵だけでは伝えにく

いものですから、動画を多用しています。 

最初のヘリコプターの開発では、日本一忙しい公立豊岡病院のドクターヘリを身

近な例に挙げて、高性能なヘリコプターの研究或いは設計・製造にチャレンジする

とともに、ビジネス展開を長年推進しており、多くの人命を助け、社会に貢献して

いるというような物語。 

２つ目のモーターサイクルの開発では、パワーと環境性能の両立を目指す、すな
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わち「あちら立てればこちら立たず」という二律背反を克服するため、モーターサ

イクルに航空機とか、タービンの技術など自社が持つ多様なポテンシャルを結集し

て、世界最高性能を達成し、フラッグシップマシンの地位を不動にしたという物語

です。 

３つ目のロボットの開発では、①自動車や電機などあらゆる産業分野で、ロボッ

トの利用が欧米やアジアも含め広範かつ急速に進んでいること②AIを用いて熟練者

の技術をロボットに習熟させることが効率的な生産に繋がること③コロナの時代も

見据えて、手術支援ロボットや自動PCR検査ロボットなどが開発されていること、

そしてこれらを通じて人とロボットが賢く共存する時代になったという話です。 

４つ目は水素エネルギーです。まず将来のカーボンニュートラルを目指した水素

社会実現に向けて克服すべき課題の話をしたあと、オーストラリアにある未利用資

源を活用したサプライチェーンを構築しようとしていること。また、そういうサプ

ライチェーンの中でも、特に世界初の液化水素運搬船の建造、液化水素受入れ基地

の建設、水素発電の実証がいずれもこの兵庫の地で行われており、兵庫県リーディ

ングプロジェクトの一つとしても展開しているという物語。 

このように４つの開発事例をあげたのですけれども、これらの開発では、いつも

二律背反、十律背反の世界で、あまりの困難にもうだめだと、みんなが諦めかけた

頃に突然のブレイクスルーが起こり、何度運命の女神に救われたことか…。やはり

皆がしっかりとゴールイメージを共有して、チームで突破していくことの重要さを

実感したと話しました。これを私は「チームで響き合う」と称しています。 

そしてこのようなメーカーでの具体的な業務としては、理系ならば、研究開発、

設計、生産など、文系ならば経営企画、財務経理、営業などがあり、人材のスパイ

ラルな成長すなわち、同じ業務を追求するのではなく、いくつかの部門を経験して、

様々なキャリアを積んで成長して、部分最適ではなくて、全体最適を志向するよう

に促していくと説明しました。 
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最後に、最も大切なのは人。１人ではできないことも、チームで目標を掲げて、

将来を見通し、何をすべきかを考える。常に改革を意識して、与えられた例題を解

くのではなくて、例題を自らつくれる人材になって欲しい。それが成功に導くキー

になると延べ、ゴールを目指してチームで響き合うことの大切さを強調しました。  

嬉しいことに、講演後の質疑では、「世界で水素社会が実現していくシナリオ

は？」「未来のロボットのあり方は？」或いは「海外企業と共同開発する際のコミ

ュニケーションは?」など、次々と質問が出されて、時間制限のために質問を切り

上げるというようなこともありました。その勢いに、日本は、兵庫県は、まだまだ

できるというふうに実感しました。 

私は特別講義だけではなくて、いろんなところで講演の機会がありますが、コロ

ナ禍にあって、若い皆様は将来に対して、大変不安な気持ちを持っています。そも

そも会社とは、製造業とはどんなことをするところなのか、全く知らないわけです

ので、その呼び水のような話をして、それならやってみようと、そういう気持ちに

なってもらうよう努めています。学生の皆さんには、「ポテンシャルがあるのだか

ら大丈夫」とできる限り勇気づけていきたいというふうに考えております。同じよ

うなことは清水先生から、青少年・地域振興活動、空地先生からは医学・医療、横

山先生からは大学・大学院、並河先生は、芸術・文化といった分野で、様々な貴重

なメッセージを、学生の皆さんに直接伝えているということが非常に大事じゃない

かと考えております。 

 

（井戸知事） 

牧村委員から、各委員の教育活動の概要を説明していただきましたが、本当にあ

りがたいと思います。 

私が３５年前に仕えた教育委員さん方は、教育活動で現場に視察に行っていただ

いたことはあるのですが、学校運営のあら探しをして、教育委員会に是正をさせよ
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うという制度でしたので、なかなか建設的な意見交換は難しかった。教育委員の皆

様の実体験を基にした講演は、生徒たちにとって、良い刺激になりますから、教育

委員さんには負担になるかもしれませんが、これからも是非続けていただきたい。 

教育委員会の事業の内容でも、各界で活躍されている方をお招きして、その方の

体験などを伝えていただく機会は作っておりますが、教育委員さんが自らそのよう

な活動をしていただく、無報酬で申し訳ないですが、今後ともよろしくお願いしま

す。牧村委員は、若い世代も捨てたものじゃないとおっしゃっていましたが、生徒

としてどのように感じていますか。 

 

（牧村教育委員） 

テレビ報道などで見ると若い人たちは、やる気がないとか、いろんなネガティブ

な話があるのですが、うまくスイッチが入ると、とたんに元気になります。 

例えば、ある学生さんが「私は、文系を目指しているからメーカーなんて縁がな

いと思っていました」と言うので、「そうじゃなくて、逆に経営企画部という中枢

に入れるんだよ」と申しました、すると「それまでに何をしたらいいですか？」と、

質問がありましたので、「世の中広く観て色々なことを学ぶとともに、芸術や小説

などで感受性を磨いて欲しい」というような話をしますと、目を輝かせて「それな

らメーカーに就職してみようか」というような雰囲気になったりします。 

 

（清水教育委員） 

キャリア教育は、必ずしも職業教育ではなく、物事との向き合い方、真剣みとか、

自分の興味本位でいいからのめり込んで、そこで感じ、見つけた課題にさらに自分

なりに取り組んでいく、そうした試みが体験教育だというふうに思っています。 

１９８８年に兵庫県は全国に先駆けて自然学校を始めました。東京のとある会議

に行くと、「そんな早くやってたんですか」と驚かれます。最近他の県も始めてま
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すけど、「兵庫県は数億の予算をキャンプだけで使っていますよね」、「先生方は

どうするんですか？」、「それだけの施設があるんですか？ゲレンデがあるんです

か?」「リーダーシップは足りてますか？」など多々質問をされました。ボランテ

ィアやリーダーのことを考えれば、一通り必要なものが初めからあったわけでもな

く、本気でこれを続けていこうとすると、広がっていく。またこれが職業化し、ボ

ランティアがプロ化し、NPOも生まれます。社会教育や体験活動に携わるＮＰＯは

兵庫県が全国一と言ってもいい位です。そういう意味では隙間教育的な遊び塾のよ

うな感覚の社会体験活動が本当にたくさんある。９８年からトライやる・ウィーク

が始まる。これも、職業体験の一貫に見えますけど、ご存知かと思いますが、これ

はある出来事を契機に、中学生がもっと人とふれ合い、関わり合う機会を学校教育

の中に入れようという思いから始まったものです。実は仕事体験をするっていうの

は、世の中の安心や幸福の仕組みに関わり、その一部を担うことの経験、これを就

職という観点だけで見るとなかなか見えてこないんですが、近所のおじさんの仕事

を手伝い、いらっしゃいませの立場になったり、NPOや地域の活動を手伝ってみた

り、そこの指導者の思いにふれ、裏から活動を見てみたり、社会の問題解決の仕組

みを間近に見るという経験が彼らの意識を変える、広げることに役に立つと、これ

は相当な効果を生んだはずだと思います。しかし自然学校もトライやる・ウィーク

も、形骸化とは言いませんが、これが年中行事化していくと、現場はなんとかこな

すことで必死、必要なリーダーシップはレンタルでという形にもなるので、その意

味での価値観的なてこ入れは、常に必要かなと思います。子どもたちも、体験のや

りっぱなしではなくその振り返り方が重要です。実はこの夏に２泊３日で、教員免

許の更新の講習会、文科省がしていますけれども、アウトドアで設定しましたら、

なんと兵庫県での受講者が全国で一番多いんです。しかも、兵庫以上に他府県の教

員が多かったのです。兵庫県のプログラムに他府県の教員の方が受講にこられる、

私はびっくりしました。兵庫県はそういうふうに見られている。関西というのは組
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織キャンプ、つまりキャンプを育成活動として、定着させてきた歴史があって、関

東のイメージと若干違っています。YMCAやボーイスカウトのような青少年団体は、

キャンプを一生懸命やっている。これが非常に盛んなのが関西で、特に兵庫県が盛

んで、そういう背景もやっぱり大きいなと思います。この体験教育というのは、汗

をかき、かつ楽しみながら課題にチャレンジしていく。さらに時代の課題を子供た

ちとともにほぐしていく。できれば学校の先生方にそのリーダーシップの先導を果

たしていただきたい。ノウハウがあるだけでキャンプはできません。体験教育で先

生方にお願いしたいリーダーシップは「我慢」。火がつくまで辛抱強く待つ。なん

でせっかちかというと、待つ勇気がなく任せられないから。さらに成功のコツをせ

っかちに教えようとする。それは、キャリア教育や体験学習の場では避けるべきで

す。彼らには失敗する権利があります。 

２つめにそのためには「時間」がいる、ゆとりがいる、せかしたらだめなんです。

だから、５泊６日最高だったんです。最後にはご飯が炊けるようになります。最後

に自分達なりに生活管理しようとします。 

３つめに、必要なものは「ユーモア」です。ミスを楽しむ。お焦げはエピソード

です。ギブアップしないでやれたことが成果です。学べることは失敗経験からが間

違いなく多い。これは笑ってごまかすこととは違います。私も牧村さんがおっしゃ

ったように特別講義に出掛けますが、実業系や定時制の高等学校に特におじゃまし

ています。「仕事に就くということ、働くことはきっと楽しい」がテーマで、卒業

生の多くが就職するであろうという学校が対象です。今年は、西宮甲山高校、吉川

高校の予定ですが、遠方の学校も多く行かせていただきました。彼らが働くという

ことに、さらにもうちょっと目を輝かしてくれたらと思う。あなたの好みで仕事を

選んでいい、それが結果的にはあなたが人や社会に繋がるチャンスになる。あなた

が活かされるのが仕事で、そこで人と出会って、あなたも顧客も同僚も含めて幸福

を実感し、それが広がっていくことが楽しいと思えたら永遠に仕事は続けられる。
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体験教育はぜひ、いろんなパターンで進めていただきたい。先ほど芸術文化のとこ

ろで地域の話がありましたが、彼ら自身が土まみれ、汗まみれになれるような、そ

して、近所の大人たちがいい表情で汗をかいて活動しているところで、地域や自身

の将来をイメージ出来るような体験が出来たらいいなと思います。 

子供たちが成長する上で必要だと思うのは、守られる関係、楽しみ寛げる関係、

助け助けられる関係、指導、援助を受ける関係、ライバルと競争する関係、そして

憧れる関係、これだけの人間関係を家庭や学校、地域でどうやって獲得していくの

かは今日、難しいです。ある意味大人たちの仕事であり、教育の仕事であり、場を

作り、それをつないでいくのが育成活動なのかなと思います。 

 

（井戸知事） 

清水委員が特別講義に行かれると、定時制や実業高校の生徒の反応はどうです

か？ 

 

（清水教育委員） 

定時制の生徒たちは、自営業や家業の手伝いという生徒もいますが、いろんな事

情で、昼に活動し難い生徒たちです。経済的には不安を感じていない生徒も多い。

一方で、やっぱり馴染めないから夜間に行くという生徒たちもいます。どちらかと

いうと質問は積極的にしないが、この話に食いついてくれているな、というのは身

の乗り出し方でわかる。でも、知識っぽい話になると反応が変わります。そういう

意味では話しやすい生徒たちです。若い頃の話をよくしますが、「つらいな、いや

だなと思うことがあっても、自分を見失わなかったおかげで、そこそこ頑張れて、

それがあって今の自分がある、そう思うと過去の体験がプラスに変わる」という話

をします。そのまったく逆の話もあるわけで、要するに視点を変えると評価は逆転

する、過去は未確定という話です。考え方で過去は変わる。そういう話は生徒たち
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も関心があって、恵まれなかったからいまもダメ、というのは自分の考え方の問題

で、親や他人の問題ではないと。私も進学の時期に親を亡くしているが、その結果

で県外に出れて、今の自分がある。親が健康に長生きしていたら、地方で家業を継

いでたかもしれない。そう考えると、亡くなってありがとうではないですが、人生

の評価なんて最後までわからない、自分の考え方、生き方次第だという話です。 

 

（横山教育委員） 

先ほど、牧村委員もおっしゃいましたが、自ら例題を作れる力っていうのは大学

で教える上でも感じていて、素直な子どもというのは、大学では伸びづらい。小中

高と素直に育ってきて、大学では伸びない子どもはたくさんいます。もちろん例外

もいますが、思い込んだり、考え込んだり、悩む子が多いなと思います。そういう

子どもというのは、小さいころから与えられた価値観に縛られていて、与えられた

事に対しては一生懸命取り組みますので、勉強ができて、良い大学に入ったりはで

きるのですが、逆に改革する力が弱い子どもが多いです。 

私がいつも高校生に伝えたいのは、素直なだけじゃだめだということ。特に、従

順なだけではだめで、従順だとすべてそのまま受け入れますので、事柄に対する問

題を発見できなくなる。だから、本当にこれで良いのかという疑問を持っている学

生が世の中でどんどんイノベーションを起こしていく。 

大学での授業では、やはり学部に特化した内容で講義しないといけませんので、

そういう意味では、自由に伝えることができる特別講義は私自身もありがたく思っ

ています。そこで話す内容は、大学レベルで通用する分析力を持ちましょうという

ことをメインに話しますが、他にも反論する練習をすることも話します。反抗では

なくて、反論ができるようになると、いろんな発見ができて、実は自分のなかに思

い込みがあったこともわかってくる。あるいは当たり前だと思ったことが、違って

いたり、問題発見ができるようになります。そのときに大事なのが、頭だけではだ
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めで、心だけでもだめで、両方を使うということが大事になってきます。そういっ

た意味で、兵庫の体験型学習は、頭でっかちになりかけている子どもたちの助けに

なっている気がします。大人になってからも良い効果をもたらしていると考えます。 

 

（井戸知事） 

心と頭を結びつけるのに体験教育が有効ということでしょうか。 

 

（横山教育委員） 

心を使った経験がないとうまくいかない。高校生によくディスカッションさせま

すが、いい人だと表面上でしかディスカッションできなくて、心の奥底にある「そ

うは言ってもね」っていう感情を言葉にするのは難しい。心を見つめることができ

ないと、難しくて、心を見つめるにはいろんな体験とか経験が必要です。ディスカ

ッションを掘り下げていくという点においてもいろんな体験とか経験っていうのは

重要なのかなと思います。 

 

（井戸知事） 

私なりに体験教育の話をさせていただきますと、小学校３年生で環境体験事業を

やっていますが、これはアメリカのシカゴでやっている体験活動のマネなんです。

なぜ小学校３年生かというと、まだ俗世間の常識にとらわれていない、その状況で

体験活動をすると、素直に自然環境を受け止めるのです。 

長崎県で子どもの自殺が続いたことがあったのですが、その事を考えたとき、自

分だけの問題と考えてしまってそういうことが起こってしまうと思います。そうで

はなくて人間の歴史って何十億年前の単細胞生物の時代から続いていて、どこかで

種が途絶えていたら、今の我々はいないんですね。ですからそういう意味で命のバ

トンタッチを１つの役割としてそれぞれが担っているんだということを認識しても
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らうために体験教育をやっています。命がいかに大切かっていうのを、環境学習の

なかで身をもって学ぶ。一粒の種を植えることで、芽がでて生長して、いずれかぼ

ちゃとかになる。それを我々がいただく、ある意味で命を長らえるために、命を犠

牲にしているわけです。そういうのが生かされているっていうことなんだと、いく

ら口で言ってもわからないんですけれども、小学校３年生くらいで体験することで、

自然の輪廻を感じてもらい、その後の生き方、人間力につながるのではないかと思

い、始めました。 

始めるに当たり、準備期間が必要です。なぜかというと田畑を活用するからです。

子どもたちは、種まき、草取り、収穫くらいしか参加できない。その間、管理をし

てくれるボランティアの人たちが必要で、ボランティアの目処が立たないと始めら

れなかった。このあたりは教育委員会に大変努力していただいた。 

先ほど、自然学校の話がありましたが、自然学校も昔からしていますよね。私が

静岡県で教育次長をしているころから、静岡県でもやっていました。そのときも、

指導をするというより、なにも教えない。浜松に少年自然の家があって、食事も出

さない、自分たちで作る。迷子になっても探しに行かない。すると明け方になって、

泣きながら帰ってくるわけですね。徹底して、自己責任の世界を作っていた事業で

した。そういう意味では、教員の協力がないとできないわけで、なぜ静岡ができた

かというと、教職員組合組織率が高くて、組合が承諾すればできたんですね。逆に

組織率が低いところだと、協力がもらえなくてできなかった。そういう意味では、

兵庫はトライやる・ウィークの時に、組合に協力いただいた。震災からの復興にど

うやって子どもたちを参加させるかをお話しし、トライやるを始めることができた。

トライやる・ウィークはいまだに評価を受けていて、全国でも数県しかやっていな

い。地元の協力がないとやれないのですね。体験教育は非常に良いものなのですが、

みんなの協力がないとできない。だから、清水委員が言われた、免許の講習を他府

県教員が兵庫に受けに来るっていうのは納得できる。 
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（清水教育委員） 

知事がおっしゃったハードな体験教育は、いまは保護者も厳しいですから、簡単

ではないですよね。当時は戸塚ヨットスクールのような教育が一方ではウケた時代

でした。そんなのは人権蹂躙だと言う層が今は多い、ただ、教科書や授業だけでは、

教えられるものは限られるということは、さらに認識されてきて、今のネットワー

ク万能の時代では体験教育はむしろ、なにものにも代えがたいものです。きちんと

したプログラムとリーダーシップがあれば、地域や家庭は協力してくれると思いま

す。 

 

（井戸知事） 

もともと体験教育というのは、過保護な子どもたちを厳しい自然環境において、

過保護環境から鍛え直すというのが、ある意味命題だったのに、いまはもっと過保

護になっている。これからどうするかは考えないといけない。 

 

（清水教育委員） 

親だけでなく、社会全体が過保護ですからね。 

 

（並河教育委員） 

教育委員を任命いただいてから９ヶ月くらいになるのですが、この間、体験した

ことのない場で教育のことを見たり聞いたりする中で知事をはじめ、全てのセクシ

ョンの方々が、教育に向き合う姿に感銘を受けました。総合教育会議に出席させて

いただくに当たり、自分自身の学生時代を、振り返っていました。 

声楽家という仕事をさせていただいておりますが、もともと歌うことが好きだっ

た訳ではなくて、漠然と音楽が好きだっただけなんですね。声楽家へのきっかけを

作ってくれたのは、中学校３年生の時の担任の先生でした。中学２年から３年の間
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に、父を亡くしまして、先生方が親身になって、サポートいただいたことを鮮明に

覚えています。中学校３年になって、進学を考える時期になり、残念ながら、そう

いう精神的な落ち込みもあり、ほとんどの科目の点数が落ちてしまったのですが、

そんななかでも、音楽の成績だけは変わらなかったんです。そんなときに担任の先

生が、「メンタル的に波がある中で、成績が落ちていない音楽の道へ進むのは考え

たことがないのか？」とお話いただきました。 

今の声楽家としての私があるのは、その言葉のおかげで、その話がなかったら、

おそらくいまの活動はしていないと思うし、私にとっては大きな分岐点であったと

思います。先生との出会いや、仲間との出会いは大人になってから、改めて、重要

だったと思いますし、知らず知らずのうちにいろんな大人に導かれてきたんだなと

思います。 

教育委員を就任させていただいてから、教育が人生にいかに関わってくるかとい

うのを実感しています。平成の時代は、災害が多くて、いまはコロナ禍にあって、

音楽とか芸術とか色々制限をせざるを得なかったのですが、そういう時に何かでき

ることはないか、音楽家としてできることはないか、歌の場合は特に飛沫の関係で

積極的になにかすることは難しいのですが、それでもみんなで支え合っていくこと

が大切で、阪神・淡路大震災の時なんかは、たくさんのボランティアであったり、

チャリティーコンサートをして、張り詰めていた空気を音楽が緩和し、「勇気づけ

られた」という言葉もいただきました。 

音楽家として、なにか形に残して貢献をするということはないのかもしれないの

ですが、聞いた人にとってカンフル剤になれるような役割ができればと思っていま

す。 

中学校の頃の芸術鑑賞会を鮮明に覚えていて、能、狂言、落語等ですけれども、

特に歌舞伎は覚えていて、「俊寛」の片岡我當さんを拝見して、大人になってから

見に行ったときに、詳しくはないですけれども、「片岡我當さんがいる」と思った
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んです。やはり子どもの頃に見て、興味がわいていたからで、全員がそうではない

ですけれども、一部の子どもでもそういうような感情になってくれれば、芸術、音

楽は教育に影響を与えられているのではないかと思います。 

 

（戸梶企画県民部長） 

大変熱心にご議論いただきましてありがとうございます。あっという間ですけれ

どもそろそろ時間となりました。 

 

（井戸知事） 

今日はこういう形での意見交換になりましたけれども、全部に触れ切れておりま

せんので、ある意味で第２ラウンドも計画していただいた方がいいのかもしれませ

ん。７つのテーマを用意してもらったのに、総じて意見が出たのは体験教育だけで

すから、その他の分野についても意見交換ができれば。特に、美術館、博物館なん

かは皆さんそれぞれの意見があるかと思います。ともあれ、教育委員会とは、予算

の時期などは丁々発止で議論をさせていただいて、まとめていくのですけれども、

教育委員のみなさまにおかれましては、説明の段階と、予算の決定後では全然違う

ではないかということもあったかもしれませんが、そのような検討過程を経て決定

をしていくことが非常に重要ではないかと思います。８月１日以降も知事部局と腹

蔵のない意見交換を重ねていただき、兵庫の子どもたちの明日をご指導いただけれ

ばと思います。大変長い間、ご指導いただきありがとうございました。 

 

（戸梶企画県民部長） 

今回大変長い時間軸でそれぞれの分野から広範な資料になっていますので、知事

おっしゃるように次回以降の総合教育会議の議題として進めていこうと思います。

美術館の簔館長も小学校中学年くらいで、全ての子どもに美術館に来てほしいとい
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う発言もあったりしますので、美術、芸術色々な分野でまた、意見交換できればと

思います。 

 

４ 閉会 

（戸梶企画県民部長） 

本日の議事録、資料につきましては兵庫県のHPに掲載させていただきます。 

それでは、閉会にあたりまして、教育委員の清水委員からご挨拶をお願いします。 

 

（清水教育委員） 

会議終了に当たりまして、教育委員を代表してご挨拶させていただきます。本日

は、井戸知事をはじめ、荒木副知事、県幹部の皆様、お忙しいところ総合教育会議

にご出席をいただき、ありがとうございました。また、今月末に、退任をされる井

戸知事と最後に有意義な時間が持てて大変嬉しく思います。極めてご多忙の中、調

整いただいた日程が７月７日七夕の日ながら、空を見上げれば天の川ではなく、線

状降水帯の広がる今頃の日和でした。 

平成２７年から、この総合教育会議の制度が始まり、知事が出席されて教育行政 

施策について自由に議論ができる機会が出来ました。これもあるべき姿なのではな

いかと思います。先ほど知事もおっしゃっておられましたが、いろいろ政策を決め

進めていく上で、きちんとしたやりとりができる機会が当然あるべきだろうと思い

ます。学校や子どもたちが、色々な問題を抱えつつあるとき、もう一度私たちの役

割、出番としての、この仕組みができたことは、有意義なことでございました。 

また本日の話でもありましたように、この２０年間、全国に先駆けた兵庫型体験

教育、これが体系的な取り組みとして、全県として定着しております。また高校教

育改革による、魅力ある学校づくりや、社会教育活動、また、施設の充実などは、

かなり進んだものになっているのではないかと思います。今、コロナが世界的に流
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行しております。また時代も大きく変わろうとしているときでございますが、知事

が２０年にわたりまして、強い思いを注いでこられました、心豊かな人づくり、そ

して、兵庫づくりをさらに、一歩一歩進めて参ります。これらを基盤に未来への道

を切り開く力の育成を目指し、兵庫の教育をますます充実、発展させることができ

ますように我々も力を合わせて取り組んで参ります。 

最後になりますが、井戸知事におかれましては、最後の総合教育会議になりまし

た。引き続き、兵庫の教育発展のために、子供たちのために、折りに触れて、ご助

言、或いはご示唆をいただけるようでございましたら、大変ありがたいことでござ

います。ますますのご健勝をお祈りいたしますとともに、今後とも、お元気な姿で、

私たちを叱咤激励いただきますよう、お願い申し上げる次第です。 

井戸知事、５期２０年、長い間本当にご苦労さまでございました。 

そして、心より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３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。 


