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１ 開 会 

眞家課長 ：それでは，ただいまから令和元年度茨城県総合教育会議を開会いたします。 

私は事務局を務めさせていただきます政策調整課の眞家と申します。 

なお，本会議は公開となっておりますので，よろしくお願いいたします。 

初めに本会議を主宰いたします，大井川知事よりご挨拶を申し上げます。 

 

２ 知事挨拶 

大井川知事：本日は，ご多忙中，令和元年度の茨城県総合教育会議にご出席いただきまして，誠

にありがとうございます。本県教育の発展に多大なご尽力を賜りまして，厚く御礼

申し上げます。 

まずもって今の茨城県の教育状況でございますけれども，大変な少子化が進む中，

全国の学力テスト，体力テストでは一定の成果が出ている。その中で，さらに時代

を担う教育という観点で，「知・徳・体」のバランスのとれた教育に加えて，新しい

問題・課題に果敢に挑戦できるような起業家精神の育成を目指して，茨城県の教育

の様々な見直しをこれまで取り組んでまいりました。 

例えば，自分で課題を見つけて，いろんな人を巻き込みながら解決していく能力を

身に付けるための，企画立案・実践を行う茨城ドリーム・パス事業でありますとか，

あるいはこれからのグローバル時代に必要な英語，さらにはＩＴデジタル経済時代

に必要なプログラミングなどのスキルを養成するプログラムを，すべての方に提供

するのではなく，意欲のある人にやっていただくという考え方での事業の実施であ

りますとか，それから今，大変話題になっています来年度以降の中高一貫教育校の

開校，その一方で，今年度からも医学部コースを一部の学校で設置するなど，いろ

んな改革をさせていただいているところでございますが，その中でも，教育委員会

の皆様との密接な連携で，さらに現場でのしっかりとしたスムーズな適用というこ

とも，しっかり共有させていただければと思っています。 

本日の議題は教育大綱の改定ということで，平成 28 年３月に策定したものでござい

ますけども，県総合計画を策定しましたことから，これを踏まえた改定について協

議させていただくものでございます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○開催日時：令和元年６月２５日（火）午後４時～午後４時３０分 

○開催場所：庁議室 

○出 席 者：茨城県知事 大井川 和彦 

教育長   柴原  宏一    教育委員（教育長職務代理者） 内藤  學 

教育委員  和田  由香    教育委員  川上 美智子 

教育委員  江原  陽子    教育委員  中田  俊之 

教育委員  市原  健一 



眞家課長 ：それでは，早速議事に移ります。議事進行は大井川知事にお願いいたします。 

 

３ 議 題 

大井川知事：それでは早速議事に移ります。議題の茨城県教育大綱の改定について，事務局から

説明をお願いします。 

眞家課長 ：資料１をご覧願います。今回改定する，茨城県教育大綱の案でございます。 

１の大綱の位置付けでございますが，この大綱は，地方教育行政法第１条の３の規

定に基づく「地方公共団体の教育，学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大

綱」として位置付けるものでございます。 

２の大綱の内容でございます。昨年 11 月に策定した新たな県総合計画は，県政運営

の指針であり，最上位の計画であります。したがいまして，県総合計画の教育，学

術及び文化に関する部分は，言うまでもなく，本県の教育，学術及び文化の振興に

関する総合的な施策の目標や基本方針を定めるものでございますので，県総合計画

の当該部分をもって教育大綱に代えることとしたいと考えております。 

なお，資料は用意しておりませんが，文科省の通知におきましても，総合計画等に

おいて，その中の目標や基本方針が教育大綱に該当すると位置付けられる場合には，

当該計画をもって大綱に代えることができるとされてございます。 

次に，Ａ３カラーの資料２をご覧願います。表題に茨城県教育大綱の概要と記載し

ておりますが，県総合計画のどの部分が教育大綱に該当するのかを示させていただ

いたものでございます。県総合計画の基本理念は，『活力があり，県民が日本一幸せ

な県』でございまして，その下に４つのチャレンジがございます。そのうち，チャ

レンジⅢ「新しい人財育成」の部分が，教育大綱に該当する主な政策・施策と考え

ており，一番左側の政策 11 から政策 15 まで，様々な政策に取り組むこととしてお

ります。特に，重点施策として，グローバル社会で活躍する「人財」育成に積極的に

取り組み，茨城県の未来をつくる「人財」を育ててまいりたいと考えております。 

また，資料の下の部分でございますが，チャレンジⅢ以外の，チャレンジⅠ，Ⅱ，Ⅳ

の政策の中にも，教育，学術及び文化に関する部分がございますので，これらの部

分も含めて，教育大綱として位置付けられるものと考えております。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

大井川知事：それでは，本件も含めて教育政策全般について，４時半を目途に自由な意見交換を

させていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

市原委員 ：先ほどちょっと話題になりましたが，今年，国体が開かれますよね。国体の会場を

見てみますと，今回，健康増進法が一部改正になることで，受動喫煙の問題がだい

ぶ取り上げられているわけですが，今回会場になる施設を見てみますと，全面禁煙

にほとんどなってない。やっぱり私は医師という立場から，この受動喫煙が非常に

大きな問題になっているので，やはりいろいろな問題，課題はあろうかと思います

が，やっぱり少なくても国体を機に，会場になる施設のみならず，スポーツ施設に

関しては，全面禁煙ということで，考えていただけるといいなと思っております。 

大井川知事：そうですね。 



川上委員 ：それに関連しますけれども，子どもが利用する施設に関しましてもまだ全面禁煙に

なっていません。利用者は子どもだけではないですけれども，でもそういうところ

もすべて禁煙という形に英断をお願いしたいと思っております。 

大井川知事：世の中の流れですので，ご指摘ごもっともだと私は思いますが。ぜひ前向きに。 

江原委員 ：国体を機にというのは，いいタイミングだと思いますので。 

大井川知事：この中で喫煙者っていらっしゃいませんか。 

川上委員 ：いませんよね。 

大井川知事：なるほど。まさに今の世の中の流れだと思いますし。 

内藤委員 ：話変わりますが，この大綱への読み替えについては，ご異議ございません。 

川上委員 ：大綱に読み替えるときにチャレンジⅢとかチャレンジⅠとかこういう言葉もそのま

ま残るのでしょうか。メインが教育のチャレンジⅢに当たっている「新しい人財育

成」ですよね。 

大井川知事：チャレンジⅠとかⅡとかⅢとかは変えて，中身だけ使うっていうことですね。 

川上委員 ：それは削除して，そう使っていただけるといいかなと思います。 

大井川知事：総合計画をそのまま流用して中身を作らせていただいて，また原案ができた段階で

ご覧いただければと思います。 

川上委員 ：はい。分かりました。 

内藤委員 ：要は中身ですからね。大綱自体はいいので，教育庁としっかりすり合わせをして，

進めていけばいいです。 

大井川知事：分かりました。 

川上委員 ：そうですね。ＳＴＥＡＭ（スティーム）教育の重要性が言われていますが，その文

言がちょっと入っていないかなと。 

大井川知事：ＳＴＥＡＭ教育か。それは確かに入ってないですね。 

川上委員 ：サイエンスとかテクノロジーとか，それがもう基本です。もうこの中には全部盛り

込まれていますが，ちょっと文言としてあったほうがいいのかなという気はいたし

ます。 

大井川知事：他には。 

中田委員 ：私は，ご存じのように古河から来ております。県西の声をちょっとお伝えしたいと

思うのですが，古河中等教育学校が今年，初めて卒業生を出して，それなりの結果

を残せたのかなとは思いながらも，東大１人，京大１人，東北大１人で，念願の医

学部というのは残念ながらいなかったという結果でございました。年々競争倍率と

いうのは決して上がっている様子はないという中で，これから下妻，下館にも中高

一貫校ができるとなってくると，今までの位置付けとして，古河中等教育学校は県

西地区のそれなりの優秀な生徒を逃さないための位置付けだったのですが，これか

らさらに下館，下妻にそういった子たちが流れていく可能性が高くなると，さらに

その競争力というものがなかなか難しくなってくると思っております。そこで私は

前々から言っていますが，これはもう本当に非常に難しい話と分かっていながら，

古河の位置というのは県では最西端ですけども，関東のど真ん中であります。この

関東のど真ん中という見方をすると，半径 50 キロに大宮，館林，宇都宮が入ってく



る。ここを特区みたいな形でやっていかないと，いずれ古河中等教育学校も優秀な

子どもを集めるのが限界になってくるのではないかなと思うので，県を越えた行政

をぜひともやっていただきたいのと，同じようなことですけども，古河の小中学校

の先生方もなかなか集まらないと。土浦，水戸からだと単身赴任になってしまう。

でもその一方で，先ほど言った大宮，小山からは通勤圏内と。その辺も含めてです

ね，どっかからやらないと，古河という立ち位置は行き詰まってしまうのかなとい

うふうには思っております。ぜひとも検討材料として。 

大井川知事：学区を県外に広げられないということですね。 

中田委員 ：今，県外に広げられないということでお話は聞いておりますけれども。 

大井川知事：県立高校ですからね。 

中田委員 ：古河市は（県内に接しているのが）60 度しかないので。県立学校でも県外から来て

いる学校も高校だったらあるわけで。 

大井川知事：越境入学を認めればいいわけですよね。今は認めてないのですか。 

柴原教育長：中等教育学校は認めていません。高校については，県同士で協定を結んで認めてい

ます。 

大井川知事：中等教育学校も協定を結んで県外からも入学できるようにしたらいいのではないで

すか。あとは本当に生徒が集まるかどうかはその学校の努力でどれだけ魅力的な学

校になるかどうかになるわけですから。県内だと確かに古河だとこういう角度（県

内に接しているのが 60度）しかないから。埼玉とか栃木とか，でもその代わり向こ

うにも入学させられるということになりますから，逆にいうと，競争は激しくなる

前提で考えるっていうのはあるかもしれませんが。 

中田委員 ：はい。よろしくお願いします。 

大井川知事：今が守られている状況なのか，それとも。 

中田委員 ：ただ，下妻，下館ができると，さらに厳しくなるかなという気はしていますが。 

大井川知事：下館，下妻を心配するよりは，春日部とかあっちのほうを心配したほうが。 

中田委員 ：まあ，そうですね。おっしゃるとおりでございます。 

大井川知事：そことイーブンの競争になって本当に大丈夫ですかという問題はちょっと真面目に

検討しないと危ないかもしれませんね。 

他にはいかがでしょうか。 

江原委員 ：こちらの重点施策にも入っていますが，英語とかプログラミングに関して，グロー

バルリーダー育成事業とかプログラミングエキスパート育成事業が立ち上がって，

昨年度，実際に子どもたちが活動しているところを視察させていただきました。子

どもたちの興味関心が高まった今，そのときに，あのようなスケールの大きい内容

で学ぶ機会が提供されているっていうことはすごいなと思いましたし，かなり意欲

的に子どもたちが活動していて，とても感動しました。それに，例えばプログラミ

ングの発表会を見ましたら，論理的思考力とか，課題解決の力も高められますが，

それに加えて，プレゼン力，表現力など，いろいろな力が育っていると感じて，そ

れも加わって，やはりグローバルに向けての人材育成になると思いました。併せて，

例えば遠隔教育システムとかそういった新たなことを取り入れながら，日々の授業



の充実も根気よく続けていくことも大事だなと考えました。 

和田委員 ：今のお話に付け加えて，ＩＣＴ教育先進県の実現って書いていただいたのが本当に

心強くて，今まで黒板で授業やっていたのが電子黒板を使うようになってから，子

どもさんたちの発言の数も増えまして，それでプレゼンとかいろんなものにつなが

っていったので，今まで先生方が夜，模造紙にいろいろ書いて持ってきて，貼って

いたっていうところから，やっぱり教育にお金を使っていただくと，新しい子ども

たちの姿も見えて茨城の学校で生き生きとしているところを見ることができたので，

大変すばらしいと思います。 

内藤委員 ：パソコン１台当たりの生徒数が，全国平均が今約６人で，茨城も平均ですけども，

確か日本一は佐賀県が 1.8 人なのですね。ぜひ茨城を日本一のＩＣＴ県に。ぜひ１

人１台検討していただければなと思います。 

それと，話変わりますが，私，会社の経営やっていますので，どうしても今この慢

性的な人手不足の中で，一番やっぱり働く人たちの従事者満足が一番の経営課題。

教育界でいうと先生。先生の働き方。先生が本当に今，満足しているのか。特に小

学校の応募倍率が，今年，茨城県は人数増やすので，多少低下しそうですが，平成

11 年をピークに，やっぱり全国的にそうですが，非常に厳しい状況なんですよね。

先生方の働き方改革。やっぱり茨城県が日本一働きがいのある県に，ぜひ私もした

いので，いろんな目配り，予算措置含めて，いろいろご協力ご高配賜れればなと。

ＩＣＴも含めまして，先生の働き方のバックアップになると思いますので，よろし

くお願いしたいと思っています。 

大井川知事：そうですね。いろいろアイディアはありますが。 

他にいかがでしょうか。 

川上委員 ：先ほどとの関連ですが，グローバル社会で活躍する人材育成の中で，そのリーダー

養成は，今は１年間で 40名とか，かなり絞っていますけれども，できたら，そこの

ところを広げる方向でお願いしたいなと思います。 

大井川知事：そこは反論したい。そこは違うと思っています。広げることを目的にしちゃいけな

いと思っています。それはその意欲のある人を選んでそこに集中して投資するって

いうことを，一方でやると。広く薄く，いろんな人にボトムアップできちっとやる

って今までの教育に対する僕は一つアンチテーゼだと位置付けていますので，それ

を広げることを目的にした瞬間に，もう身動きとれなくなりますから。予算ももの

すごくかかる。１回決めたことがなかなか変えられない。40人くらいの話であれば

いくらでも機動力を持てますが。そういうことをやらないでいると私はみんな同じ

教育っていうこと以上に発展がないと思います。いろいろ実験的に意欲的な人たち

にやってみるっていうことができなくなってしまう。それは教育の中の分野におい

ても，意欲的な取組が本当にしづらくなると思います。私が今まで知事になって教

育の部分であれやりたい，これやりたいって言って，みんな断られる理由は，それ

はもうお金がかかりすぎる，いきなりは無理だ，時間はかかる，そればっかりです

よね。これがすぐできたのは 40 人に絞れたからです。こういう発想の転換がない限

りはそういうことは一切できなくなるので，これは，私は反対です。それはこのも



ともと始めた思想に反するので。ここでやってきてうまくいったことを全体でやる

中に取り入れていくっていう方向で考えていいと思います。 

川上委員 ：ぜひそちらのほうをお願いいたします。 

大井川知事：本当にこのこれだけ密度の濃いＩＴの授業とこれだけ密度の濃い英語の授業は本当

に全員に必要かっていうと僕はそんなことないと思います。人生のいろいろな生き

方っていうのはいろいろだと思いますし，本当にここで，才能があって伸ばすって

可能性がある人たちに，ものすごく思い切って投資をするっていうことがあるから

こそ，これは 40人ですごく意味があるのであって，これをみんなにやればいいって

いう問題ではないと僕は思います。その中のエッセンスで何か使えるものがあれば

ということです。 

他にはどうでしょうか。 

市原委員 ：医学部の新設ということで，知事は，やっぱり医師を増やすということを本当に一

生懸命推進されている。 

大井川知事：先生，何とかご協力よろしくお願いします。 

市原委員 ：いえいえ。医師を増やすってことは，ただ単に医師を増やすってことではなくて，

やはり良質な医療を県民に提供するためにはやはり病院なり地域に医師が増えない

と，これはね，県民の健康を守るってことにつながらないわけですね。茨城県はも

う今までずっと人口当たりの医師の数が低かったわけですけども。やっぱり今見て

いると，なかなかですね，今例えば医学部を作ってそれがまた県に帰ってくるまで

には相当時間もかかるような気がするのですが，それ以外にも何かやっぱりこれは

ぜひともやっていきたいというお考えはどうでしょうか。 

大井川知事：医学部作るっていうのはある意味究極の話であって，難易度も高いですし，それだ

け追い求めているわけじゃなくて，それ以前にやれることもものすごい今やってい

ますよ。今回の補正予算でも，要するに，県民から紹介してもらってうまく就職し

た人には，例えば紹介料出しますとか，あるいは県職員として医師を採用して海外

研修もしていただくようなメニューを作ったりするなど，もう手前でやれることは

全部やっています。全部やろうとしています。それでも，充足できないっていうこ

との問題提起の一つの象徴として僕は医学部を作らせろと言っているのですが。何

が言いたいかというと，要するにマクロで見たときの医師の供給と医師の需要が完

璧にミスマッチになっているがゆえに，いくら茨城県が何しようとですね，医師が

来ないわけですよ。筑波大だってあれだけの卒業生を出していたって，みんな東京

で就職口があるから逃げちゃうのであって。そこの需給のマッチとか，あるいは需

要の調整ですね，例えば何科の医師は何人しか作らないとか，そういう海外のクォ

ーター制みたいな，いろんな方法あるのかもしれないですけど。そういうことに手

をつけない限りはどうしようもないわけですね。県でできる範囲でやれる究極の話

っていうのは県内に医学部を作らせてくれよと，県の人だけがそこに入って県の中

で医師をする人だけを目的に育てるからっていう。それでかつ供給も増やせると。

そういうことの象徴的な話として医学部と言っているだけで，その手前のことが一

番大事なのですね。だから高校の中で医学部進学コース作るなりなんなりしている



けれども，僕はこの医師不足はもう完璧に今の医療行政のミス，失敗だと思ってい

ます。もう完璧に供給が足りてない。東京都も含めてみんないないですよ。誰もみ

んな足りてないって言っています。足りてないって言っているのですよ。かつ足り

てなさもすごく偏在があって，儲かる美容外科さんとか耳鼻科さんとか眼科さんに

比べて地域の中核になるような二次救急医療病院の外科とか，特にあと小児科とか

産婦人科とかそういうところで圧倒的に足りなくなっていて，茨城県の場合はその

医師不足が病院の経営をそもそも成り立たなくして，合併とかそういうことしなき

ゃならないって地域の崩壊までつながりそうな話になっているので，僕はこれだけ

一生懸命やっているのです。 

それも教育にもリンクしていて，お医者さん連れてくるときにみんな嫌がる理由の

一つが茨城県にいい学校がないってそう言います。要するに自分の子どもを行かせ

たくなるような進学校がないから。私はだからそういう意味では今回の中高一貫校

とか，あるいは医学部コースとかっていうのも，その逆にそっちの医師不足という

ことで，いろいろ聞いてきたことの，ある意味教育界への反映というかですね，今

の茨城県の進学校が今のままでいたら，世の中の優秀な人たちの働き口として茨城

は選ばれなくなってしまう。一生懸命本社誘致したって，お医者さん連れてこよう

としたって，教育してもらえる場所ないじゃないって思われちゃったらもうどうし

ようもないですということですけどね。 

市原委員 ：安心しました。 

大井川知事：別に医学部というのはですね，旗印っていうかですね，究極の，象徴的な。 

市原委員 ：でも設置に向けては，今後取り組んでいくという。 

大井川知事：そうですね。チャンスがあればと思っています。明らかに供給不足だと思いますの

で。 

他にはいかがでしょうか。もう時間となったようですが，特になければ。 

大変お忙しい中ありがとうございました。 

眞家課長 ：教育大綱につきましては，いただいたご意見を参考にしながら，改定の手続きを進

めさせていただきたいと思います。 

それでは，以上をもちまして，令和元年度茨城県総合教育会議を閉会いたします。 

本日は，ありがとうございました。 

 

４ 閉 会 

 


