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１ 開会 

 

(梶本企画部長) 

それでは、令和４年度第１回の兵庫県総合教育会議を開催いたします。議事進行

につきましては、企画部長の梶本が務めさせていただきます。 

開会に当たりまして、齋藤知事からご挨拶をお願いします。 

 

（齋藤知事） 

 教育委員の皆様には、大変お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。

令和４年度がスタートし、最初の総合教育会議となりました。本日は、高等学校のあ

り方、特別支援学校のあり方について大きな転換点を迎えていることから、教育委員

会で検討されてきた現状を踏まえて、我々知事部局と再度共有をさせていただく機会

とさせていただきました。 

 学校のあり方については、人口減少やより良い教育環境づくりなど様々な観点から

バランス良く推進していく必要があり、併せて生徒や保護者のニーズ、地域住民の

方々との丁寧な合意形成が必要だと思っています。 

 限られた時間ですが、教育委員の皆様方と意見交換させていただき、充実した場に

したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

  

（梶本企画部長） 

ありがとうございました。 

本日の出席者は資料のとおりですので、意見交換に移ります。 

 まず、「県立高等学校教育改革第三次実施計画」及び「県立特別支援学校における

教育環境整備方針」の概要について、藤原教育長より説明をお願いします。 
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（藤原教育長） 

 資料１、資料２について説明 

 

（梶本企画部長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、まず知事からご発言をお願いします。 

 

（齋藤知事） 

 県立高校においては、一定規模以上の学習集団を確保すること、生徒同士が切磋琢

磨する機会を提供するという考え方のもと、発展的統合という理念の中で進めてきた

ものだと思います。少子化が進んできましたが、発展的統合というのは、地域社会に

とってはインパクトが大きい問題なので、子どもたちにとって、より良い教育環境を

つくるために必要な未来志向の施策であるという方向性を出していただきたいと思い

ます。 

 ICTの更なる活用や、教育現場以外の地域社会などの多様な社会と如何に連携をし

ていくかが重要で、そのような多様性や多彩な方法を用いて、教育現場をより良くし

ていくなかで、一つの手法として発展的統合が必要であるということだと思います。 

ICTや観光、福祉などは知事部局の所管で、ネットワークもあることから、教育委員

会と知事部局が連携を取りながら、子どもたちのために教育の幅を広げることが大切

だと思います。 

 統廃合を進める中で、学校は地域社会で核をなしていることから、跡地をどのよう

に利用していくのかについては、生徒の心情に配慮しながら、検討時期を見極め、地

域の実情を把握している県民局等が参画させていただき、地域活性化に向けた活用方

策を検討し、地域や学校関係者との合意形成を丁寧にしていくことが大切だと思いま

す。 



－3－ 

 特別支援学校については、阪神間や東播磨など都市部では狭隘化への対策、多自然

地域では児童生徒が減少するなかで、どうあるべきかを地域の実情を踏まえて検討し

ていくことが必要です。 

 行財政改革は、常にしていく必要があるが、教育について、とりわけ特別支援学校

においては行財政改革とは別の話であると思っているので、コスト等にとらわれるこ

となく、子どもたちにとって最善の教育環境実現のために検討すべきだと思います。 

都市部、郡部にかかわらず一律の教育を提供できるよう、知事部局としても予算を確

保するなど協力をしていくつもりです。統廃合を進めるにあたっては、生徒、保護者、

地域関係者に対して丁寧な説明を行い、意見を伺いながら合意形成を図ることが重要

ですので、計画や時間に縛られすぎず、柔軟かつ丁寧な対応をお願いしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

（牧村委員） 

 本日、令和４年度の総合教育会議のスタートとなりますので、私自身が問題意識を

持っていることについて意見を述べます。 

小・中・高・大学における人材育成に関連することで、一言でいうと、グローバル

社会で自立できる人材の育成、次世代を担うリーダーの育成についてであります。 

 歴史を振り返りますと戦前の旧制高校、これはある種の教養主義という要素があり、

人材育成に一定の役割を果たしました。バンカラながら使命感を持って国家観や歴史

観、要は大きな問題を考える素地がありました。 

 私共の会社でも、かつては良くも悪くも海軍魂といいますか、ノブレス・オブリー

ジュ、自分が指導者としての意識を持つというところがありました。 

最近ではグローバル化の進展やＤＸ（デジタル トランスフォーメーション）の爆

発的な展開などで、日本は茫然と立ち尽くす局面も多々あります。 

 しかし、日本あるいは兵庫県の立ち位置はやはり高度産業国家あるいは地域、その
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ポテンシャルを生かした経済競争力や雇用を維持するほかはないわけです。しかもラ

イバルは新興国です。国内の他の県や欧米の企業よりも、新興国が圧倒的にすごい勢

いで出てきています。 

 そういうなかで未来への投資として、国・地域の将来を担える新しいリーダー、厚

いリーダー層の育成が必須です。兵庫県は 2050 年に向けてそういう人材を考えると

きだと思います。 

 例えば、日本太郎さん・花子さんをリーダーとするチーム、米国Ａさんをリーダー

とするチーム、中国Ｂさんチーム、シンガポールＣさんチーム、ドイツＤさんチーム、

デンマークＥさんチーム、ドバイＦさんチームが一堂に会して、ビジネスの場でもい

いし、医療や観光、文化の場でもいいですが、健全な競合関係にあるとして、日本太

郎・花子チームはリーダーシップを取れるだろうか。ビジネスで観ると、資源などの

無い日本の経済は、輸出と内需で支えられており、そこを健全に発展させないと将来

は厳しい訳です。 

 これまで日本の教育は平等性を重視するあまり、リーダー層育成の議論は多少はば

かられてきた傾向があり、しかも日本では放っておいてもリーダーは自然に育ってく

るだろうという考え方があるのですが、私どもの企業の経験からしても、真のリーダ

ーは自然には育ってきません。海外では欧米は勿論、台湾やシンガポールなどの新興

国でもリーダー層の教育は大変熱心で、リーダー育成への働きかけは段違いに日本よ

り強いものがあります。兵庫県も問題意識をお持ちになられておられますので、大い

に推進していただきたいわけですが、その起爆剤ともいうべき強い風を吹かすべく、

総合的な政策をお願いしたいと思います。 

 私は兵庫県公立大学法人評価委員長も務めておりますので、大学も含めた教育と申

しますか、人材育成について、意見を申し述べたいと思います。 

これまでのリーダーとは違い、これからのリーダーには２つの資質が必要です。１

つ目は小さな問題ではなくて「大きな問題」を考えられる人材。それから２つ目は
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「大きな変革、イノベーション」を牽引できる人材です。マクロで捉え、大きな変革

を牽引できる人材です。 

 １つ目の「大きな問題」は、例えば、高齢化社会への大きなビジョンと施策、ある

いはエネルギー・環境問題ＧＸ（グリーン トランスフォーメーション）をどうする

かということです。 

 ２つ目の「大きな変革」はいわゆるパラダイムシフトのことです。ＤＸが急速に進

んでおりまして、ものづくりの世界はもちろん、金融、流通の世界をも飲み込んでい

っております。これは米国、欧州では凄いのですが、中国でもこれが怒涛のように進

んでいます。日本は果たして大丈夫かということです。 

 これまで受験秀才という方々は、問題１に対する解答１を知ると、次の問題２、問

題３、問題４を解ける人です。ただし、最初の問題１を解くのは苦手というか、初め

からやらずにパスし、先生の言うことを覚える。これは指示待ち症候群とか、決断し

ない、ビジョンを持たない、受験秀才を生む素地です。これからは先程のような答え

が見えない問題、エネルギー・環境ＧＸとか、ＤＸなどの「問題１」に対して、どう

するかということです。 

 そのために２つタイプがいると思います。 

 「専門性をとことん極めていく人材」ともう一つは「総合力を高めていく人材」。 

専門性と総合力、この２つの軸があると思います。 

 まず「専門性を極めていく人材」とは、問題１を見たら、誰よりも早く答えを見出

す。これは社会へ出てからどういうことになるかというと、例えば、ＤＸやメタバー

スの新しい波を見たら、誰よりも早く新しいビジネスモデルを提示し、チームを作り

推進していくようなタイプです。 

 ＤＸの世界では高い専門性を武器にすれば、少人数であっても大丈夫なのです。ス

ピード、先見性、アイデア、決断、実行力で勝負することで活躍の場が急拡大してい

ます。そういう意味の専門性です。 
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それからもう一つは「総合力を高めていく人材」です。世の中は単純に問題１、２、

３というような一つの領域の軸だけではすみません。例えば、Ｘ領域で問題１、２、

３とあったら、Ｙ領域では問題Ａ、Ｂ、Ｃというのがあるし、Ｚ領域では問題α、β、

γがあります。それぞれ複雑に絡み合い、二律背反になったり、三律背反になったり

します。 

 エネルギー・環境問題では、例えばエネルギー問題と地球環境問題をどう両立させ

るか、エネルギーの安定確保や経済性などいろんなことを大きく捉えて将来のビジョ

ン、ロードマップ、施策、推進方法等を考える。これはまさに総合力なのです。専門

性ではありません。色々な専門領域を超えてクロスオーバーに創造性を発揮する、あ

る種のリベラルアーツです。戦後の大学の教養課程というような弱いイメージではな

く、高度教養というようなものが必要になります。 

 それを身に付けるきっかけとなるのは、若き日の文学、芸術なども含めた、多様性

のある経験です。地域ゆかりの志の高い経営者や技術者、芸術家といった人達が地域

に根差しながらグローバルに活躍し、チャレンジして、夢を形にするために一番大事

なことは、直観力や筋のよい戦略です。 

先程の問題１、問題Ａ、問題αからは、そういうシナリオやビジョンを論理的に導

き出せるわけではありません。やはり第一直感をベースにして筋のよい戦略を立てる

能力がいわば総合力です。 

 私が思うに教育は、専門性を強調するコース、総合力を強調するコースの両方が必

要です。多様性が必要だと思います。個人にとっても専門性を追求していくことが向

いている人、総合力を高めていくことに向いている人、そのような向き・不向きとい

うものも個人の適性としてはありますので、それぞれをしっかり育ててあげることが

必要です。 

 会社経営、特に製造業経営の立場から観ると、理工系は中堅以降になっても、いつ

までも専門にこだわり過ぎ、また文系は専門が薄すぎの印象を受けております。 
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 理工系は自らの「専門」を背骨として背負い、その視点からロジカルに、定量的に

とらえようとしますし、文系は直観的に、イメージやたとえ話を多用して、大掴みに

とらえていく傾向にあります。 

 しかし、やがて経営層に入っていくと、すなわち「幹」に入ってみると理工系が今

まで「背骨」だと思っていたことも、「枝」だったと気付きます。一方、文系はこれ

までの見方が「ファジー」だったと感じます。 

 経営はなによりもグランドビジョンが重要で、しかも課題に落とし込む際は、「あ

ちら立てれば、こちらが立たず」といった二律背反、もっと云えば十律背反の世界で

すから、多くの専門を「束ねる」だけでは駄目です。 

 トップがリーダーシップと決断力をもち、大胆なグランドビジョンと強い意思のも

と、会社を構成する多くのチームが全体最適を目指して、シナジーを活かして困難を

打破し、まさに「チームで響き合う」ことが極めて大事です。 

 本当は個人の中でも相補的で、専門性を追求する人も総合力は要るし、総合力を高

めていこうとしている人も専門性が要るわけですが、やはり専門性を追求するところ、

総合性を追求するところという多様性がこれからは非常に大事だと思います。 

 地域間競争の中で、兵庫県の学生さんたちに地元に残ろうと思ってもらうためにも、

グローバルに活躍しているアーティストやクリエイター、経営者や政治家などの話を

聞くことで、郷土の中でふるさと意識を育てていければ良いなと思います。そのため

にも、特色ある学校づくりには大いに賛成ですので、その施策をしっかりやっていた

だきたい。専門性、総合力というどちらの「枝」から入ってもいずれは「幹」に行く

わけですから、入口となる「枝」をしっかりと学生たちに提示すると共に、ふるさと

の色々な人達の話を聞き、インスパイアする機会を与えていただきたいと思います。 

 ちなみに、私が教育委員として色々な高校で特別講義を行なっていますが、そこで

水素やロボットの開発物語（チームで響き合いながら、失敗や苦労の果てに未来が拓

ける）のお話をすると、皆さん目を輝かされます。 
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 いずれにしても日本はこれからある意味で国難のときを迎えていくわけですから、

国や県が発展していくためには一定のリーダーが不可欠だという意味で述べさせてい

ただきました。 

 リーダーの育成に関する議論がやや抑えられてきた風潮があるので、それを少し持

ち上げようという意味で申し上げました。 

当然、リーダーの育成については気を付けないといけないところがあって、変なエ

リートになっては困ります。昔の武士道では、弱い者いじめをするなとか、惻隠の情

を持てというような話がありました。そういうところに十分配慮しないと、変な指導

者、リーダーになってしまいます。なんのためのリーダー育成かわからないというこ

とになりかねませんので、そこには十分注意をしないといけないと思います。 

 

（清水委員） 

 子どもたちの数の減少問題は、特に郡部では顕著になり、学校の統廃合という現実

を伴い、個別のニーズからすると辛い話だと思います。 

 ただ、子どもたちの数は永久に減り続けるわけではなく、一定の水準で保たれると

個人的には思っています。その地域に住み続ける人は、居住者が少なくなればなるほ

ど、その地域に対する愛着は強いものがあり、継続的に住み続けてもらえる施策は必

要だと思います。郡部の子どもたちの教育環境を整えることも必要ですが、それと同

時に保護者である大人達にとっても、住むに値する魅力的な環境や条件がある程度、

整えられていることも必要です。公共交通機関を維持することや地域がその個性や強

みを活かせる活動や施策を知事にはぜひお願いしたいと思います。 

 成年年齢が 18 歳に引き下げられ、高校生のうちに大人の扱いを受けるようになり

ましたが、彼らが学校で学ぶことは、大人という肩書をもらった割には、その扱いを

十分に受けていないカリキュラムや教育内容ではないかと気にしています。 

 「生きる力」というのは、いい仕事に就く、あるいはお金を稼ぐことではなく、生
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きていく上で出会う困難や失敗、挫折に耐え、それを乗り越える知恵や力また、人と

出会い、関わり、繋がる、そうした力だと思っています。その土台を思春期のうちに

作っておくべきだと思います。 

 生きていく上での苦労の多くは、人と出会ったり、繋がったり、いわゆる人間関係

や自己開発で解決できることがあって、高校生の彼らが、身近な社会としての地域社

会に多様に接し、学び、さらに自分たちの思いや学びを地域に発信するなど、感性の

ある年代でそうした体験がもっとあっていいと思います。教科書の世界だけでは、あ

まりにも狭く、もっとそういうプログラムを増やしていいと思います。学ぶべきは知

識以上に、受けとめ方や考え方なのではないでしょうか。 

 さらに、成長期の彼らに必要なのは、苦労や喜びを分かち合える仲間、そして褒め

てくれるリーダーとの出会いです。部活でも地域の仲間でも、自分は人とは違う、人

は自分とは違うということを、体験的な試行錯誤で実感できることが大切で、多様な

体験を経て学べる活動や機会が、もっと必要です。 

 兵庫県が取り組んできた体験活動は人や地域、色んな関わりの中で、自分や外部を

再認識し、その中で自分を自己確立させていくこと、そのプロセスで指導者や仲間と

どう関わっていくかということが体験活動のトータルなものだと思います。そのよう

な体験活動が自己肯定感に繋がり、自分に対する納得感を生み出します。 

 日本の若者は諸外国の若者に比べると自己肯定感が低いと言われます。経験を自分

の学びや変化、そして成果に置き換える機会、フィードバックする機会や知恵が必要

です。自分はそれなりに頑張っている、という実感。結果ではなく姿勢やあり方とし

ての自分を実感し、その自分や身近な人と向き合え、関わりが持てていたら十分です。 

 

（空地委員） 

 公的な高等学校として、どういう教育が必要かと考えると、全員の学力を一定まで

レベルアップさせる事だと思います。その後、大学へ行く、あるいは就職することを
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見据えて高校生活が送れるよう環境整備をすることだと思います。 

 15 歳から 18 歳というのは、人生において二度とない、素晴らしい時期だと思って

おり、だからこそ、この間にやってほしいことがいっぱいありますが、50 年前の高

校生と今の高校生を比べると、今の高校生はやることが多く、カリキュラムをこなす

だけで、本当に必要な経験が抜け落ちてしまっていないか心配しています。 

 高校生には、多感な経験、色んな人との出会いなどが必要であると考えています。 

 

（横山委員） 

 これからの教育は、素直な良い子ではなく、物事に対して常に考える力を養う必要

があるかと思います。そのためにも、知事がおっしゃったように、色んな団体、社会

と連携して答えのない問いに向き合って葛藤を感じる機会を作ることが重要だと思い

ます。 

 二つめに臆病な子どもが多いような気がします。失敗に慣れていない、失敗を怖が

る、また、他の人の失敗に対しても寛容ではない子ども達も多い気がします。 

 大人が完璧な姿を見せて教育すると、大人は失敗しないものだと思ってしまい、失

敗した人を白い目で見る雰囲気にもつながりかねません。先生方や親御さんといった

大人達が失敗しながら試行錯誤してチャレンジしていく姿を見せることで、大人にな

ってからも失敗して勉強していくものだと、子どもに感じさせることも必要だと思い

ます。 

 

（並河委員） 

 私自身は高校時代から、音楽を専門に勉強してきましたので、いわゆる一般的な勉

強は苦手な学生であり、当時は勉強をさせられている感がありました。いま、思い返

すと、やはり最低限の学力、学習は人間を形成するうえで必要だったと今は理解して

います。いま、大学で音楽を勉強している学生などは、そういう部分では欠けている
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のではないかと思っています。専門的な事を指導するうえでも、コミュニケーション

は必要であり、高校時代において、多様なコミュニケーションを図り、経験を積むこ

とは必要ですので、学校の中でそのような機会を作っていくことが大切かと思います。 

 

（梶本企画部長） 

ありがとうございます。議論は尽きませんが、お時間もありますので、資料３につい

て、藤原教育長より説明をお願いします。 

 

（藤原教育長） 

 資料３について説明 

 

（梶本企画部長） 

 ありがとうございました。こちらについて知事からご発言をお願いします。 

 

（齋藤知事） 

 豊岡聴覚特別支援学校と出石特別支援学校の発展的統合に向けて、十分な準備期間

を確保して丁寧に進めていただけることに改めて感謝申し上げます。 

 教育は、地域づくりの核だと考えていますし、特に特別支援学校については、様々

な事情や立場の生徒や保護者、関係者の方々がいますので、しっかりと対話しながら

進めていく必要があると思っています。 

 この点、新たに設置される検討会議において、教育体制や施設整備等の充実を含め

た統合後の新しい学校像をお示しいただき、児童生徒や保護者、地元自治体等の意見

を聞きながら、より良い学校となるよう、柔軟かつ丁寧に進めていただけたらと思い

ます。 

 私も現場を視察しましたが、それぞれの学校が一定老朽化していることや環境が違
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うことを認識しました。教員の先生方とも話しましたが、早めに行政としての方向性

を定めて準備を進めていくこと、併せて、現場としても一つ一つ着実に準備を進めて

いく思いであるということでした。 

 聴覚特別支援学校としての専門的なニーズ、組織としての役割を果たしながら、隣

接している豊岡高校と交流を図ることは、生徒にとって多様性を育む機会にもなると

思います。 

 なにより、豊岡の地域では、在校生にかかわらず、聴覚のスクリーニングを受けた

お子さんを持つ保護者からも非常に頼りにされている学校で、そのような機能を維持

していくことが大切だと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 本日、教育委員の皆様から、ご意見をいただきましたが、共通しているのは、一定

規模の集団を確保すること、多様性を確保することが子どもたちにとって必要である

ということです。基礎学力を維持しながら、多様な教育活動を行っていくために、統

廃合が必要であるということは共通理解ができたかと思います。 

 高校の再編を含め、やはり関係者との丁寧な合意形成、生徒ファーストで考えてい

くことが大切ですので、教育委員会と知事部局が連携し、進めていくべきだと思いま

す。 

 教育の独立性を担保するため、教育委員会の決定を尊重しつつ、地域社会を預かる

立場として、協力やご提言をさせていただければと思います。 

 本日は、多様なご意見をいただき、ありがとうございました。 

 

（梶本企画部長） 

ありがとうございました。時間が参りましたので、このあたりで終了とさせていた

だきたいと思います。本日の議事録につきましては、会議資料とともに、後日、県の

ホームページにて情報発信をさせていただきます。 

それでは閉会に当たりまして、清水委員からご挨拶をお願いします。 
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（清水委員） 

 会議終了にあたり、教育委員５名を代表いたしまして、一言挨拶を申し上げます。 

本日は、知事はじめ、県幹部の方におかれましては、年度当初の大変ご多忙の中、開

催いただき誠にありがとうございました。 

本日は、県立高等学校教育改革第三次実施計画及び県立特別支援学校における教育

環境整備方針について、知事と必要性や方向性を互いに共有することができ、大変有

意義な時間となりました。これをきっかけにさらに進めていければと思います。 

変化が激しく予測困難な時代を迎える中で、社会の変化に柔軟に対応し、自らの力

で新しい社会を切り拓く力を育成できる県立高等学校であり続けられるよう、また、

県立特別支援学校においては、障害を持つ幼児児童生徒の可能性を伸ばす教育の実効

性がより高められるよう、これらの計画や方針を策定してきました。 

推進にあたっては、幼児児童生徒の視点に立った、教育ニーズやそれぞれの地域の

個性や実情を踏まえた取組が必要です。 

兵庫はこれまで様々な取組を先進的に進めてきました。そのような経験を活かさな

ければなりません。 

我々、教育委員もそれぞれの分野からの意見や提案を申し上げつつ、事務局ととも

に取り組んでいきたいと思います。 

齋藤知事におかれましては、引き続き、兵庫の教育発展のため、ご尽力、ご指導を

賜りますことを心よりお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。 

本日は、ありがとうございました。 

 

（梶本企画部長） 

ありがとうございました。 

それではこれをもちまして、本日の総合教育会議を閉会とさせていただきます。 


