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1. 要旨

開催趣旨 

幅広い知識・経験・技能を身につけるとともに、社会貢献活動にもつながる「パラレル

キャリア（本業以外に社会的活動等を行う取組）」が注目を浴びている。こうした個人の

豊富なキャリア形成を促す取組の推進は、「兵庫 2030年の展望」が描く誰もが生涯現役で

活躍できる社会の実現にも大変有意義なものである。 

当事業ではパラレルキャリアを形成するために不可欠なリカレント教育に焦点を合わせ

る。リカレント教育は大学、専門学校、企業や行政などの組織内部で個別に実施されてい

るが、それぞれの取組が分野や組織を超えて共有されることは少なく、また実際にリカレ

ント教育を受けている方々の声を聞く機会も多くない。

このため、当該分野に精通する有識者、実践者、実際にリカレント教育を受けている方々

が集うフォーラムを実施し兵庫の未来を展望した。 

内容 

名称：ひょうごリカレント教育フォーラム 

概要 

日時：2019年 9月 29日（日）14時から 17時 

会場：神戸電子専門学校 ソニックホール 

定員：100名 

参加費：無料 

結果：計 143名（内訳：一般 109名、ゲスト・兵庫県 27名、しゃらく 7名） 

構成 

第 1部 

基調講演 

リカレント教育に対する国の取り
組み

伊藤明子（文部科学省） 

リカレント教育と企業等における
人材育成

服部泰宏（神戸大学） 

第 2部 

分科会 

大学院で社会人の学び直し 佐藤壮（二求の塾）、佐野理恵（尼崎地域
産業活性化機構）、橋本真澄（日本生命保
険）、唐津周平（しゃらく） 

企業の制度を用いての社会活動 岡部亮司（日本イーライリリー）、永井友
理（フェリシモ）、本丸勝也（兵庫ベンダ
工業）、鈴木七重（サービスグラント） 

専門学校・スクールからのキャリ
アチェンジ

北名章悟（三宅由佳税理士事務所）、藤木
朋代（ネクストページ）、山﨑賢二（すい
せい）、和田武大（デザインヒーロー） 

第 3部 

まとめ 

第 2部 分科会のそれぞれの報告
のあとに、第 1部 基調講演のゲス
トからコメント

伊藤明子（文部科学省）、服部泰宏（神戸
大学） 
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【第 1部 基調講演】 

演 題 「リカレント教育に対する国の取り組み」 

講 師 伊藤明子（文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課教育企画調整官） 

要 旨 ・リカレント教育の受講者は 2015年時点で約 50万人。人生 100年時代や技術

革新で働き方が大きく変わり、リカレント教育が一層重要となる。 

・リカレント教育の主な課題は３つ。１つは費用の問題、２つめは時間の捻出

が難しいこと、３つめは社会人受講者の入学が見込めず大学等の教育機関に

よる実践的なリカレント講座の数が少ないこと。このほか企業の 8割が民間

の教育訓練機関を活用し大学等が提供する講座に関心が低いことや、学習に

関する情報が少ないことなども課題。

・国でも経済財政運営と改革の基本方針や未来投資戦略で具体的な目標を掲示

しており、これらを踏まえ、文部科学省においては、主に大学等における実

践的なリカレントプログラムの充実を推進。さらに実践的・専門的なプログ

ラムを「職業実践力育成プログラム（BP）」として 261課程を大臣認定。BP

の講座には、女性の復職・就職支援を目的としたもの、地方自治体や地元企

業との連携などの事例がある。これらの取り組みを生かし、社会人、大学等、

企業が学びを支える好循環を進めていく。 

演 題 「リカレント教育と企業等における人材育成」 

講 師 服部泰宏（神戸大学大学院経営学研究科准教授） 

要 旨 ・ビジネスパーソンの学びの研究では自己啓発に積極的な社員とそうでない社

員の二極が存在。積極的な社員はキャリアに対するモチベーションが高い。 

・学習はビジネスの理解度に影響をもたらし年収や昇進につながるが、総じて

ビジネスパーソンは学びに時間を割くことができていない。

・学びに積極的なビジネスパーソンは書籍や雑誌などのマスメディアから学ん

でおり、学ぶ人から学ばざる人へ知識がスピルオーバーすることはあまり期

待できない。「問題意識」→「学び」→「さらなる問題意識」→「より高度

な学び」というスパイラルが起こっており、このスパイラルがまた二極化を

拡大させる可能性がある。

【第 2部 分科会】 

［大学院で社会人の学び直し］ 

○佐藤壮（NPO法人二求の塾代表理事、兵庫教育大学大学院人間発達教育専攻）

・教育に関して独学だったので、改めて基礎や理論を学び直したいと考えた。JR神戸駅

最寄りで平日夜に開講されるのが良い。他の院生は現役の先生や元校長先生など刺激

的。社会人が大学院に通う上での課題として、奨学金はもっと充実してもよい。
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○佐野理恵（公益財団法人尼崎地域産業活性化機構事業課主任、関西学院大学大学院

経営戦略研究科） 

・業務で起業相談等を担当することになり知識を取り入れたいと思っていた。大学院が

梅田にあるのは良い。社会人にとってアクセスの良い立地は重要。入学は専門実践教

育訓練給付金を活用した。いまの職場ではこのような学びに理解がある。 

○橋本真澄（日本生命保険相互会社近畿代理店第一部京都中央代理店営業支所営業課長

補佐、兵庫県立大学大学院・経営研究科地域イノベーションコース） 

・経営知識の必要性を感じて兵庫県立大学の MBAへ入学した。土曜の朝から夕方まで詰

め込むスケジュールで行われる。仕事や家族のこともあるので、平日はなかなか時間

が工面できず、卒業してから疲れが出て体調を崩したりもした。 

・会社の支援制度の不十分さを感じていたが、今年になってから、ボランティアや学び

直しなどで有給を取得できる制度ができるなど、少しずつ充実が図られてきている。 

 

［企業の制度を用いての社会活動］ 

○岡部亮司（日本イーライリリー株式会社 IT Manager、TEDxKobe・Funtest） 

・現在は 2つの社外活動を実施。1つが TEDxKobeで TED Conferencesから正式なライセ

ンスを受け、神戸から独自の価値あるアイディアを発信。もう１つは FUNTEST。「遊

ぶをまじめに」をコンセプトに商店街で開催するスリッパ卓球などを実施。現在の会

社は兼業禁止だが外資系製薬会社であることからか社外活動には寛容。 

・リカレントなど社外活動で得るものは「ネットワーク」。時間やお金を失ったとも言

えるが、そうは思っていない。 

○永井友理（株式会社フェリシモ WEBコンテンツ制作・編集グループグループリーダー

上席係長、フェリシモ女子 DIY部） 

・女子 DIY部が始まったきっかけは、DIYに女性の目線を取り入れたいと考えたことか

ら。DIY初心者、不器用でもできる DIY、失敗あり笑いあり、仕上がり素敵なら OK、

をテーマに活動している。 

・会社では新しい事業開発につなげるという目的もあり、部活動を奨励している。部活

は 20以上あり、砂漠の緑化や動物愛護などの社会課題の解決にも取り組んでいる。 

○本丸勝也（兵庫ベンダ工業株式会社 取締役、078など多数） 

・名古屋大学の未来社会創造機構の教員で、早稲田大学大学院の学生で、また経営者（兵

庫ベンダ工業）でもある。兵庫ベンダ工業は大型鉄鋼、非鉄金属製品の製造・加工会

社。他にもベンチャー支援やクロスメディアイベントの 078Kobeの運営もしている。 

・社外活動は企業活動への利益にもつながる。中小企業にとっては採用が非常に重要だ

が、このような社会活動を行っていることは広報的にもプラスである。 
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・企業にとって現在の税制はリカレント教育の推進には十分とは言えない。会社として

はリカレント教育の費用を従業員に拠出したいが、現行では、専門性が認められない

場合、もしくは個人に学位や資格が紐づく場合は経費として処理できないケースがあ

り、その費用が給料として支給される。給料だと、従業員の所得が増え、社会保険料

も増える。社会保険料が増えると、企業も従業員も負担が増えてしまう。リカレント

教育を推進するのであれば、税制でブレーキをかけないほうがよい。 

 

［専門学校・スクールからのキャリアチェンジ］ 

○北名章悟（三宅由佳税理士事務所 税理士、大原簿記専門学校） 

・大学を卒業後に専門商社と税理士事務所で働いた。その後、関西学院大学大学院に入

学し、修了後に会計事務所に入社し、働きながら税理士資格を取得。現在は別の大学

院で MBA取得を目指し学んでいる。社会人として実践の場と学びをリンクさせること

ができ理解が深まる。教育訓練給付金の制度があり助かっている。 

○藤木朋代（株式会社ネクストページ サブリーダー、資格とキャリアのスクール noa） 

・商社で経理を勤める中、習い事感覚でデザインを勉強し始めた。通っているうちにデ

ザインに本腰を入れ始めそのまま転職した。スクールに通っていた当時は独身で障壁

はなかったが、結婚・出産した今では家族の理解・協力の重要性を感じる。給付金に

ついて事前に知っていれば、後押しになるのではないか。 

○山﨑賢二（社会福祉法人すいせいワークス垂水精神保健福祉士、神戸医療福祉専門学校） 

・商社を退職後、神戸医療福祉専門学校に進学し精神保健福祉士を取得。キャリアチェ

ンジするための進学でもあるので、出口の明確さが重要であった。出口が見えないま

までは踏み出せない。学んだ「その先」を明確に見ることができると、リカレント教

育の後押しにもなるのではないか。就職や転職を位置づけられることが大事だ。 

 

【第３部 まとめ】 

○伊藤明子（文部科学省 総合教育政策局生涯学習推進課 教育企画調整官） 

・文部科学省としてもリカレント教育はまだ取組が始まったばかり。リカレント教育を

周知啓発するため、講座を検索できるホームページ（マナパス）もオープンしたとこ

ろ。今後は地方の実情に合ったリカレント推進施策を各自治体で知恵を絞って出して

いただき、文科省もそれを応援していきたい。 

○服部泰宏（神戸大学 大学院経営学研究科 准教授） 

・リカレント教育には大きく 3つのポイントがある。第 1に、リカレント教育をスター

トする時の課題（お金や時間など）で、給付金の整備やその啓発が重要。第 2に学び

を継続するためのモチベーション・環境などで、教育を一緒に受ける仲間の存在、家

族や会社の理解などが必要。第 3にリカレントを活用したキャリア形成（転職など）・
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出口支援で、これまで地方自治体が実施してきた既存の就労支援などの取り組みをう

まく結びつけることができないか。 

・もう一点重要な点が、場所の問題。社会人が働きながら学ぶための環境は、リカレン

ト教育がどの場所で提供されるのかに左右される。兵庫県だと三宮駅近く、大阪府だ

と大阪駅近くなど、しごとの帰りに通うことができるメリットは非常に大きい。この

ように、これらの実態に即した対策が今後求められるだろう。 

 

【主なアンケート結果】 

○リカレント教育をスタートする時の課題 

会社勤めの場合、時間が取りにくい。学べる機会に出会う際、自分から必死に探さな

いといけない（サイトにまとまっていればいい）(NPO、20代、男性) 

○学びを継続する環境 

仕事、家庭、勉強をすべて両立するには、どれだけ職場や家庭に理解、協力してもら

えるか。でも、まずは一歩踏み出す勇気かと(会社員、40代、女性) 

○出口支援 

会社や職場、家庭の理解がないと踏み切れないのではないか。教育を受けたあとにど

う活かすのかの出口を様々な選択肢として示すことも重要(学校、50代、男性) 

○アクセス 

今は大阪梅田キャンパスに通学していますが、三宮付近でキャンパスが少ないのでは

ないかと思います。来年兵庫に移住する予定ですが、リカレント教育の機会が住民に

見える化していれば良いのではないかと思います(会社員、40代、男性) 

 

今後の課題 

○年代別に異なるリカレント教育の提供 

次の通り、リカレント教育は年代別に必要とする内容が異なる。 

20代：業務においてこれまでの教育では不足する内容を補完する。 

40～50代：組織のマネジメントを担うための教育を必要とする。 

60代：従来の生涯学習の充実を希望する。 

○女性のリカレント教育への参加促進 

子育てから仕事に復帰する際に、実践的な教育を手軽に受けられる環境整備が必要。 

○都市部以外の地域における環境づくり 

神戸市などの都市部以外の地域でも学べる環境が必要。 

○キャリアチェンジを目指すひとの出口支援 

リカレント教育を通じてキャリアチェンジを目指す人向けに出口支援を提供するため、

地方自治体の他の施策と連携させることで、効果的に支援できる可能性がある。 
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2. 開催報告 

第 1部 基調講演「リカレント教育に対する国の取り組み」 

伊藤明子（文部科学省 総合教育政策局生涯学習推進課 教育企画調整官） 

2001年文部科学省入省。青少年教育や若者自立支援、大学事務局（国際交流）等の業務を

経験し、2016年文部科学省生涯学習政策局政策課課長補佐、2018年 1月同局社会教育官を

経て、2018年 10月より現職。 

  

 これまでも非常に多くの方が生涯学習を受講してきた。提供主体はさまざまであり、行

政、学校、民間などの取り組みがある。今回述べるリカレント教育は、その中でも大学・

専門学校等の社会人受講者を指す。2015年時点では約 50万人だと言われている。 

多くの研究やメディアで言及されているとおり、人生 100年時代の到来とともに IoTや

AIなどを中心とした技術革新により働き方はこれから大きく変わっていくだろう。そのよ

うな時代においては直線的な人生モデルから、マルチステージのモデルに変わっていき、

社会人の学び直し、つまりリカレント教育が一層重要になる。 

 リカレント教育の主体は、社会人、大学等教育機関、企業の３者であるが、それぞれ課

題がある。第一に、社会人は費用や時間の捻出、役立つプログラム、企業の理解などが原

因でリカレント講座の受講者が少ないことである。第二に、大学等の教育機関については、

社会人受講者の入学が見込めないことにより、リカレント講座の数が少ないことである。

第三に、企業については、人材育成等において大学等が提供するリカレント教育への関心

や理解が低いことである。企業の 8割が民間の教育訓練機関を活用しており、大学等の教

育機関を使っていない。また、アンケートでも大学等を活用するという発想がなかったと

いう回答が最も多い。これらの課題を勘案すると、各主体の課題を解決し、社会全体で社

会人の学びを支えるための環境整備が必要であるとわかる。 

 国の取り組みとしては、経済財政運営と改革の基本方針 2018・2019、未来投資戦略 2018

などでリカレント教育が言及され、その支援策や具体的な目標が掲げられた。社会人の学

習支援・学習意欲の向上、大学等における実践的なリカレントプログラムの充実、企業に



7 

 

おけるリカレント教育への理解・評価の向上が施策の方針として考えられている。それら

の施策の推進に伴う予算の確保にも努めているところである。また、文部科学省は、実践

的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム」として 261課程を認定している。

女性の復職・就職支援を目的としたもの、地方自治体や地元企業との連携などの事例があ

る。 

 これらの取り組みを生かしながら、各主体の課題を解決し、社会人、大学等、企業が学

びを支える好循環を生み出していきたい。 
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スライド（一部抜粋） 
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第 1部 基調講演「リカレント教育と企業等における人材育成」 

服部泰宏（神戸大学 大学院経営学研究科 准教授） 

滋賀大学准教授、横浜国立大学准教授を経て現職。日米独企業の人事管理、高い成果をあ

げるスター社員、組織の中の特別扱いなどの研究に従事。組織学会賞、人材育成学会賞、

日本の人事部 HRアワードを受賞。 

  

 ビジネスパーソンの学びに焦点を合わせた調査研究を過去に実施したことがあるので、

その調査を概観しながら、企業の人材育成とリカレント教育について考えたい。1つ目の

調査は、1,489人のビジネスパーソンを調査したものだ（以下、BP調査）。2つ目は製薬

関連 Z社の全社員を調査したものである（以下、Z社調査）。 

 BP調査では、ビジネスパーソンが、月あたりのビジネス書、教養書、雑誌の読書数、社

内外の研修・勉強会の参加数について統計調査を行った。ビジネス書の平均値は 0.40、中

央値は 0である。一方、製薬業界では人材育成に積極的と言われている Z社調査において

も、月あたりの自己啓発時間は平均値が 9.23、中央値が 5.00である。 

 Z社の社内の「手あげ式集合研修受講経験」と「社内の非集合型自己啓発」をクロス集

計すると、どちらとも「なし」を答えた人数が 1,545人（40.1%）となる。その一方で、ど

ちらも「あり」と回答したひとの参加回数は 2.04にもなる（どちらも「ない」は 0.76回）。

つまり、この結果は、どちらも参加する積極的な社員と、そうでない社員の二極が存在す

るということである。また、どちらも「あり」と答えた社員は、キャリアに対するモチベ

ーションが高いことも明らかになっている。 

 このような学びにおいては、複数の要因や結果がある。学習を促進・阻害する要因とし

て、知識の普及チャネルとしてマスメディア、公式コミュニケーション（社内外の研修な

ど）、非公式コミュニケーション（会話など）がある。また、個人の信念（サイエンス、

または経験重視）、キャリアの成熟度も関係する。それらが、ビジネスの知識や理解度に

影響をもたらし、年収や昇進につながるといえる。これらの要因や結果を統計分析からよ

り詳細に見ると、知識の普及チャネルはマスメディアの影響が強く、個人の信念にはあま

り関連がなく、キャリアの危機感が強いひとが学びに積極的であるとわかる。 
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 これらの議論をまとめると、総じて、ビジネスパーソンは、学びに時間を割くことがで

きていない。しかし、一部の学ぶひとは、研修や読書など複数のチャネルを持っており、

あまり学ばないひとと二極化している。さらに、学ぶひとの主要な摂取ルートは書籍や雑

誌などのマスメディアであり、個人に閉じたものであることから、学ぶひとから学ばざる

ひとへ知識がスピルオーバーすることはあまり期待できない。さらに、学ぶ動機はキャリ

アへの問題意識や危機感が関わっている。つまり、「問題意識」→「学び」→「さらなる

（おそらくより高度な）問題意識」→「より高度な学び」というスパイラルが起こってお

り、このスパイラルがまた二極化を拡大させる可能性がある。 
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スライド（一部抜粋） 
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第 2部 分科会「大学院で社会人の学び直し」 

佐藤壮（NPO法人二求の塾 代表理事、兵庫教育大学大学院 人間発達教育専攻） 

中学 2年生のときにいじめがきっかけに不登校。師友塾の大越塾長と出会い、不登校やひ

きこもりで悩む若者が元気を取り戻す手伝いをしたいと決意。アメリカの大学を卒業後、

通信制高校の設立に携わり、2015年 9月に二求の塾を設立。 

佐野理恵（公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課 主任、関西学院大学大学院 経

営戦略研究科） 

神戸商科大学（現 兵庫県立大学）を卒業後、サービス業を経て尼崎地域産業活性化機構に

入社。主に、創業支援のシェアオフィス運営、相談業務を担う。大学時代の恩師の誘いを

きっかけに 2018年 4月関西学院大学大学院に入学。 

橋本真澄（日本生命保険相互会社 近畿代理店第一部京都中央代理店営業支所 営業課長

補佐、兵庫県立大学大学院・経営研究科 地域イノベーションコース） 

1977年生まれ。短大卒業後、銀行に 3年間勤務し出産・育児のため退職。2年後、証券会

社に入社し約 10年勤務する中で経済知識修得のため、通信制大学に入学。卒業後、現職に

就き、経営知識の必要性を感じ MBAに入学。 

唐津周平（NPO法人しゃらく 神戸ソーシャルキャンパス コーディネーター、神戸大学大

学院 経済学研究科） 分科会司会 

甲南大学卒業後、人材コンサルティング会社に勤務。その後、修行のためベトナムへ移住。

帰国後、東京で官公庁が行う国際協力・海外留学促進プロジェクト等にも携わる。2017年

から神戸大学大学院経済学研究科へ入学。 

  

佐藤壮： 

これまで教育に関しては独学でやってきたので、改めて教育に関する基礎や理論を学び

直したいと考えた。1年で終わるプログラムよりは、もう少し腰を据えて学ぶものがよか

ったので、兵庫教育大学大学院を選んだ。JR神戸駅最寄りで平日夜に開講されるのもあり

がたい。 
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入試は外部からの入学であり、兵庫教育大学の知り合いは誰もいなかったので、大学窓

口で自分の経歴や学びたいテーマを相談すると、今の指導教員を紹介してくれた。その教

員から試験対策に関するアドバイスももらうことができた。 

ほかの院生は現役の先生や校長だった方などさまざまな経歴を持っている方々なので、

とても刺激的だ。さらに講義についても、教育の土台となる知識などを丁寧に教えてくれ

るので、今まで独学で教育に携わってきた自分にはとてもよい環境だと感じる。 

社会人が大学院に通う上で、いくつか課題に感じることもある。例えば、奨学金などは

もっと充実してもよいのではないかと思う。また、講義のスケジュールをもう少し早めに

知らせてほしい。4月に入ってから、大学院の前期のスケジュールを知らされるので。教

員への不満なども特に今はない。授業のアンケート評価なども実施されているので、評価

が低い教員をこちらの担当にさせるようなことがないのでは。 

佐野理恵： 

しごとで創業・起業相談などを担当することになり、新しく知識を取り入れたいと思っ

ていた。大学時代の恩師が関西学院大学に異動になり、誘っていただいたこともあり、タ

イミングがよかったのだと思う。大学院が梅田にあることはありがたい。社会人はしごと

終わってから、大学院に向かうことも多いので、アクセスのよい立地は重要ではないか。 

大学院では、英語や統計学などは必須で履修する必要があり、特に英語は苦労した。ま

た、修士論文を執筆するにあたって、テーマの範囲やどのような理論・方法を用いて論文

にまとめ上げるかについてまだ決められていない。それが難しい。 

入学は、専門実践教育訓練給付金を活用した。また、いまの職場では、大学院を卒業し

たからといって、何か具体的に評価されるわけでもない。しかし、職場はこのような学び

に理解があるので、業務に支障はない。 

橋本真澄： 

プロフィールに記載しているとおり、経営知識の必要性を感じて兵庫県立大学の MBAへ

入学した。しごとや家族のこともあるので、車で通える範囲のところで探した。 

財務諸表を読む授業は当初さっぱりわからなかったが、今では理解も進んだ。経営戦略

に関する授業などは、新たな発見が多かった。また、当初はあまり関心がなかったテーマ

であっても、自社の戦略などについても重ね合わせることができた。 

兵庫県立大学の MBAは、土曜の朝から夕方まで詰め込むスケジュールで行われる。平日

はしごとも家庭もあるので、時間が工面できず、結果的に病院などに行くことができない。

また、大学院に通っているからという理由で、業績が落ちるといったことは絶対に避けた

かったので、それらを両立させるためのスケジュールは厳しかった。卒業してから疲れが

どっと出て、体調を崩したりもした。 

当社には、新卒で入社した社員には社内留学制度があり、MBAに社費で行けるという制

度がある。しかし、中途入社にはそれが適用されない。中途入社の社員にも学びを支援す
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る制度があればよいとは思う。今年になってから、ボランティアや学び直しなどで有給を

取得できる制度ができた。それがあれば、しごとを休んで病院などに行くこともできたの

で、制度をもっと早く作ってほしかった。 
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第 2部 分科会「企業の制度を用いての社会活動」 

岡部亮司（日本イーライリリー株式会社 IT Manager、TEDxKobe・Funtest） 

日本イーライリリーの IT部門に所属しながら、TEDxKobe事務局長や Funtestの代表を務

め、地域貢献活動にも力を注いでいる。激務を極めた前職での経験を糧に、ライフとワー

クをバランスさせる方法を模索してきた。 

永井友理（株式会社フェリシモ WEBコンテンツ制作・編集グループ グループリーダー 

上席係長、フェリシモ女子 DIY部） 

京都府舞鶴市出身。富山大学マルチメディア芸術専攻を卒業後、大阪の Webベンチャー企

業を経て、2008年より株式会社フェリシモにて自社サイト全体のデザインディレクショ

ン、サイト運用マネジメントを担当。 

本丸勝也（兵庫ベンダ工業株式会社 取締役、078など多数） 

リーマンショックを機に後継として、兵庫県に Uターン。近年は、自動運転に関する技術

研究を主としつつ、技術顧問、教員、学生などパラレルワーク・パラレルキャリア、リカ

レントエデュケーションを実践している。 

鈴木七重（認定 NPO法人サービスグラント 事務局、プロボノ） 分科会司会 

機密情報管理を行う企業にて新卒採用・人材開発など人事業務を 11年経験。2018年より

企業人等の経験・スキルを活かした社会貢献「プロボノ」を運営するサービスグラントに

て、行政との協働プログラムの運営・イベント企画を行う。 

  

岡部亮司： 

現在は 2つの社外活動を行っている。1つ目が TEDxKobeであり、2つ目が FUNTESTだ。

TEDxKobeでは、事務局長の役割を担っている。そのきっかけは、TEDxKobeの事務局のひと

と飲み会で出会い、誘われたからだ。そのときに、面白そうだと思ったことが大きい。 

TEDxKobeは TED Conferencesから正式なライセンスを受け、神戸から独自の価値あるア

イディアを発信し、世の中をよりよく変えていきたいという有志が結成したものだ。また、

TEDは TEDというブランドを使用するにあたり、本部から縛りがあり、融通がきかないこ
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とがある。そこで、もっと自由にやりたいと思って立ち上げた団体が FUNTESTだ。コンセ

プトは「遊ぶをまじめに」ということでやっている。例えば、商店街で開催するスリッパ

卓球などだ。 

前職の総合研究所は激務だった。そのため、時間に余裕がなかったので社外活動はやっ

ていなかった。現在の会社は兼業禁止であるが、外資系製薬会社であることからか、社外

活動には寛容である。また、フレックス制度などで勤務形態も柔軟であるため、社外活動

をやりやすい環境にあるのだろう。リカレント教育については、そもそも興味あることが

あって、それを実行するために「学ぶ」のであり、「学び」が先ではない。 

（分科会の 3名とも共通して）このような社外活動で得たものはネットワークである。

また、時間やお金は失ったとも言えるが、そうは思っていない。 

永井友理： 

 フェリシモという通販会社に勤めている。女子 DIY部は名前こそ女子とついているが、

部員 10名うち男性が 2名いる。女性がどういうふうに DIYを捉えているのか、マーケティ

ングに活かしたいと思って入ってきたようだ。 

部が始まったきっかけは、男性の社員が妻に頼まれて、自宅で DIYで作ったものが「部

屋の雰囲気と合わない」と叱られたことから、DIYに女性の目線を取り入れたいと考えた

ことからだ。2011年に結成された。部は、DIY初心者、不器用でもできる DIY、失敗あり

笑いあり、仕上がり素敵なら OK、をテーマに活動している。DIYは男性と女性の視点が異

なる。男性は工程にこだわるが、女性は出来上がったものをどう使うかにこだわる。 

会社としては、新しい事業開発につなげるためという目的もあり、部活動を奨励してい

る。趣味を同じくするひとが集まるので、部署も異なっている。水曜日の午前中は部活の

時間に充ててよい。また、社内で 5人以上がやりたいと言えば、部活として認められる。 

部活は 20以上あり、ほかにも猫部や森活部などがある。フェリシモの部活として一番有

名な猫部では「ビジネスを通じて猫の殺処分を解決したい」と考え、商品の販売価格の一

部を「フェリシモの猫基金」として運用している。また、森活部が活動することで、イン

ドの砂漠を緑化しゾウが戻ってきたという例もあると聞いた。 

本丸勝也： 

 名古屋大学の未来社会創造機構で教員をしており、早稲田大学大学院の学生でもあり、

また経営者（兵庫ベンダ工業）でもある。兵庫ベンダ工業は、トンネルの土台となるアー

チ・エスカレーター、骨組み、大型鉄鋼、非鉄金属製品の製造・加工業などをやっている。

ほかにもワカモノやベンチャー支援などをしていたり、クロスメディアイベントの

078Kobeの運営もしている。 

会社の従業員は 10代から 20代が多い。従業員のモチベーションアップの施策として、

子育て支援や在宅勤務、育児教育手当（従業員の子どもの習い事の月謝負担）などの働き

やすい環境をつくっている。また、さまざまな社外活動をしているが、企業の経営側とし

ては、こういった社会活動が企業活動に利益があると考えている。中小企業にとっては採
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用が非常に重要だ。当社では、一芸採用・コネ・飲み会採用（一芸披露や飲み会に参加し

てもらって面接に代える）をしているが、これまでよい人材が採れている。このような採

用活動に際し、社会活動を行っていることは広報的にもプラスである。 

リカレント教育を受けている側としてひとつ提案がある。企業にとって現在の税制は、

リカレント教育の推進には十分とは言えない。例えば、会社としてはリカレント教育の費

用（大学院など）を従業員に拠出したいが、現行では、専門性が認められない場合、もし

くは個人に学位や資格が紐づく場合は経費として処理できないケースがあり、その費用が

給料として支給される。給料だと、従業員の所得が増え、社会保険料も増える。社会保険

料が増えると、企業も従業員も負担が増えてしまう。リカレント教育を推進するのであれ

ば、税制でブレーキをかけないほうがよい。 
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第 2部 分科会「専門学校・スクールからのキャリアチェンジ」 

北名章悟（三宅由佳税理士事務所 税理士、大原簿記専門学校） 

大学卒業後、東大阪の専門商社で約 2年間経理業務に携わったのち、税理士事務所でキャ

リアを開始。平日夜や土日に専門学校に通いながら、途中は一旦退職し、昼間の大学院に

2年通い、税理士資格を取得。現在は税理士として企業の支援に携わる。 

藤木朋代（株式会社ネクストページ サブリーダー、資格とキャリアのスクール noa） 

大阪府豊中市出身。大学卒業後、大阪の専門商社で約 4年勤務。働きながら平日夜や土日

にスクールに通い、退社後 2012年に Web制作会社 ネクストページに入社。ディレクター

として、企画提案から制作のマネジメントを行っている。 

山﨑賢二（社会福祉法人すいせい ワークス垂水 精神保健福祉士、神戸医療福祉専門学

校） 

1989年生まれ。兵庫県出身。流通科学大学卒業後、食品卸売会社へ勤務。その後、神戸医

療福祉専門学校精神保健福祉士科へ入学。卒業後、社会福祉法人すいせいにて 2017年 4

月より、生活支援員として約 2年半勤務。 

和田武大（株式会社デザインヒーロー 代表取締役／デザイナー、大阪デザイナー専門学

校 非常勤講師） 分科会司会 

1982年神戸生まれ。専門学校卒業後、デザイン会社を経て、2014年 7月独立。デザイン制

作だけでなく、イベント企画や教育現場などに活動を広げ、社会的なプロジェクトにも関

わる。デザインを広く見つめ直し、取り組み中。 

  

北名章悟： 

 経歴が若干複雑だ。大学を卒業後に専門商社と税理士事務所で働いた。税理士事務所時

代から、大原簿記専門学校に通い始めた。その後、関西学院大学大学院に入学し、修了後

に会計事務所に入社し、働きながら税理士資格を取得した。現在は、独身であることもあ

り、別の大学院で MBA取得を目指し、学んでいる。社会人として実践の場と学びをリンク
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させることができ、理解が深まる。また、条件付であるが、教育訓練給付金の制度があり

助かっている。 

大原簿記および職場では同じ道を志す仲間がいたので、心強かった。業界として通例で

もある部分もあるので、切磋琢磨できる環境でもあった。 

藤木朋代： 

商社で経理を勤める中、習い事感覚でデザインを勉強し始めた。転職などを意識してい

たわけではない。周りの知人は、ブームであったヨガなどの習い事をしていたが、それら

には興味が沸かなかったので、元々関心があったデザイン方面で始めた。そのときに選ん

だのが、資格とキャリアのスクール noaだ。通っているうちにデザインに本腰を入れ始め、

そのまま転職した。元々は習い事感覚で始めたので、スクールのクラスのランクを、もっ

と上のクラスにしておけばよかったとのちに思った。 

スクールに通っていた当時は独身であり、身軽であったため、障壁はなかったが、現在

は結婚・出産した。具体的に何をということはないが、家族の理解・協力もあれば、再度

学びたいという意欲がある。 

給付金については、たまたま知ることができたが、知る術がなかった。もし事前に知っ

ていれば、後押しになるのではないか。また、自分ひとりでは決断できない状況の場合は

周りの協力が必要で、その協力を得るためには、リカレント教育への理解や説明が必要だ。 

山﨑賢二： 

 商社を退職後、消防士を目指すも合格は叶わず、その後家族の状況も影響し、医療福祉

の方面を選んだ。自分ごととして向き合うこと、家族からの理解もあり、神戸医療福祉専

門学校に進学した。精神保健福祉士を取得し、いまの団体に入職した。 

給付金の制度があることは知っていたが、条件的に自分は該当しなかった。そのことが

自分の覚悟を決めることにつながったということはある。また、キャリアチェンジするた

めの進学でもあるので、出口の明確さが重要であった。出口が見えないままでは踏み出せ

ない。学んだ「その先」を明確に見ることができると、リカレント教育の後押しにもなる

のではないか。それは、資格の取得などだけでなく、就職や転職を位置づけられることが

大事だ。 
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第 3部 まとめ 

伊藤明子（文部科学省 総合教育政策局生涯学習推進課 教育企画調整官） 

服部泰宏（神戸大学 大学院経営学研究科 准教授） 

  

伊藤明子： 

 分科会を通じて実際に学びを行っている人たちの意見を聞くことができ、有用な機会で

あった。文部科学省としても、リカレント教育はまだ始まったばかりであり様々な施策を

進めているところである。リカレント教育を周知啓発し、検索できるホームページ（マナ

パス）もオープンしたところである。今後は、地方の実情に合ったリカレント推進施策を

各自治体で知恵を絞って出していただき、文科省もそれを応援していきたい。 

服部泰宏： 

 リカレント教育には大きく 3つのポイントがあると感じた。第 1に、リカレント教育を

スタートする時の課題（お金や時間など）である。これには、給付金の整備やその啓発が

重要であろう。第 2に、学びを継続するためのモチベーション・環境などである。分科会

でも議論になっていたとおり、リカレント教育を一緒に受ける仲間の存在、家族や会社の

理解などが必要である。第 3に、リカレントを活用したキャリア形成（転職など）、つま

り出口支援である。リカレント教育はキャリアチェンジやキャリアアップにつながること

もあるが、リカレント教育の提供機関が出口支援をすべて行うことができるのかについて

は疑問が残る。それには、これまで地方自治体が実施してきた既存の就労支援などの取り

組みをうまく結びつけることができるのではないか。 

 さらに、今回のフォーラムでは、もう一点重要な点が指摘された。それは、場所の問題

である。社会人が働きながら学ぶための環境は、リカレント教育がどの場所で提供される

のかに左右される。兵庫県だと三宮駅近く、大阪府だと大阪駅近くなど、しごとの帰りに

通うことができるメリットは非常に大きい。 

このように、これらの実態に即した対策が今後求められるだろう。 
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3. アンケート結果 

  

兵庫県内からの参加が最も多かったが、一部は大阪府、京都府、東京都からの参加もあ

り、リカレント教育に対する関心の広さを窺えた。また、参加者をそれぞれの市町村で分

類した。神戸市が最も多く、次に会場に比較的近く、人口が多い市からの参加者が続いた。

「その他」には、兵庫県外からの参加者も含んでいる。 

 

  

 参加者の所属と年齢を集計した。リカレント教育はキャリアに大きく影響するテーマで

あるため、会社員や公務員などが最も多い。また、40代や 50代の参加が最も多かった。 

87% 

7% 

4% 
1% 1% 

都道府県 n=84 

兵庫 大阪 京都 東京 未記入 

39% 

8% 
6% 6% 

5% 

5% 

30% 

1% 

市区町村 n=83 

神戸 西宮 尼崎 加古川 

明石 宝塚 その他 未記入 

28 

8 

23 

7 

4 

2 

1 

3 

7 

1 

会社員 

自営業 

公務員 

NPO(社福なども) 

学校 

研究者 

学生 

主婦(夫) 

その他 

未記入 

所属 

9 

16 

21 

24 

9 

4 

1 

20代 

30代 

40代 

50代 

60代 

70代～ 

未記入 

年齢 
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 参加者は 6割以上が男性だった。リカレント教育は子育てが一段落し、職場に復帰する

女性も潜在的な対象者ではあるが、日曜日に開催したことやリカレント教育がまだ知られ

ない可能性がある。 

 

 

 リカレント教育に対する動機や目的は大きく 2つに分かれると言えるだろう。第 1に、

キャリアに関するものである。現在、または新しい仕事において学び直しを必要とする場

合である。第 2に、自らの地域活動や社会活動、教養などの仕事外での必要性から生じる

ものである。それぞれに共通する動機や目的として、リカレント教育を通じて得られる友

人や仲間の存在、そしてそのことが人生を豊かにするという考えである。 

64% 

30% 

6% 

性別 n=81 

男性 女性 未記入 

32 

16 

11 

32 

10 

2 

18 

39 

35 

13 

現在の仕事での必要性 

新しい仕事での必要性 

勤務先からの勧め 

地域活動・社会活動 

家庭や日常生活 

健康維持増進 

親睦・友人づくり 

人生を豊かにする 

教養 

その他 

リカレント教育に関心を持つ 動機や目的 
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その他（主だった意見を抜粋） 

  県ビジョン委員（地域 ICTクラブ）などの活動中。また、地域の子どもたちに AI、ロ

ボット、プログラなどをフリーの塾で進めている。その参考に。 

  リカレント教育の社会的広がりをすすめたい 

  職務上、新しい施策として検討中 

  子どもへのアドバイス 

  職員の学び直しを促進する仕事をしているので 

  教育機関として指針の充実、カリキュラム等に活かしたい 

  教育に関わる仕事をしたい 

  自身がパラレルキャリアの活動をしているため 

  自分の知識が古くなっていくことに危機感を感じているため 

  子どもたちの未来をより良くするため 

 

 

20代は「新しい仕事での必要性」が高い。また、50代では「現在の仕事での必要性」が

高い。「地域活動・社会活動」は 40代以降から高くなる傾向がある。「人生を豊かにする」

は、30代、60代以降が高い。 
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年代別のリカレント教育への関心 

現在の仕事での必要性 新しい仕事での必要性 

地域活動・社会活動 人生を豊かにする 
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 「リカレント教育への関心」では、男女別で比率的な差異はあまり見られなかった。「参

加者属性」からも明らかなように、女性の参加割合が低かったということは留意する必要

がある。 

リカレント教育を広げるための障壁や課題 

受けたい方、受けている方から抜粋 

教育機関（大学や専門学校等） 

  大学でのリカレント教育そのもののカリキュラムがないこと（某大学の社会人学生で

すが、一般教養的な内容の講義を受講するのみです）(会社員、60代、男性) 

  時間が資格によって取りにくい（会社勤めの場合）。学べる機会に出会う際、自分か

ら必死に探さないといけない（サイトにまとまっていれば）(NPO、20代、男性) 

  今は大阪梅田キャンパスに通学していますが、三宮付近でキャンパスが少ないのでは

ないかと思います。来年兵庫に移住する予定ですが、リカレント教育の機会が住民に

見える化していれば良いのではないかと思います(会社員、40代、男性) 

  場所：首都圏の大学でも大阪や神戸あたりでもっとやってほしい。時間：平日、土日、

いつ受ければよいのかわからないので不安。フレキシブルに対応してもらえるように

なれば嬉しい(公務員、20代、男性) 

  時間・経済面、改まった場で学ぶというより、テーマに沿っての短期講座が誰もが参

加しやすい時間に、参加しやすい講座料で開催されるとよいと思います。ポイントが

ずれますが、リカレントというものでなくてもいいのでは(主婦、60代、女性) 
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現在の仕事での必要性 

新しい仕事での必要性 

勤務先からの勧め 

地域活動・社会活動 

家庭や日常生活 

健康維持増進 

親睦・友人づくり 

人生を豊かにする 

教養 

男女別のリカレント教育への関心 

男性 女性 
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リカレント教育を受けるひとたちを取り巻く環境 

  職場の理解が得られないので、職場にバレないように始め、継続する必要があり、体

力だけで気疲れが大きい(会社員、40代) 

  仕事、家庭、勉強をすべて両立するには、どれだけ職場や家庭に理解、協力してもら

えるか。でも、まずは一歩踏み出す勇気かと(会社員、40代、女性) 

  個人の趣味的な活動として捉えられているのではないか。組織の中で研修などの位置

づけがされるだけで理解が進むのでは(公務員、30代、男性) 

  広げることが目的となっているが、個人ではなく、社会に対して自分の可能性、力を

どれだけ活かしてもらうかという思いを持たせる動機づけに目をつけるべきではない

かと思います(会社員、30代) 

  上司が心狭い。視野がまだ狭い。専門的な仕事のみを追求している。地域活動に非協

力、事なかれ主義がまかり通っている実情(公務員、40代、男性) 

  会社の理解（勤務時間の調整のしやすさ）。授業料の補助。教育を受けたひとの将来

の姿の PR（活躍している姿を見せる）(自営業、50代、男性) 

キャリア形成・リカレント教育に対する評価 

  仕事だけで精神的にアップアップになって、余裕がある人が少ないのではないか。自

分のキャリアを長期的に見直せるようなゆとりやきっかけがほしい(公務員、40代、

女性) 

  年齢がその後のキャリアチェンジなどの障害になると考えている。リカレント教育へ

の自己投資が明確なリターンを得られるキャリア形成が難しい。人生 100年といいな

がら、それに対応したキャリア形成が難しい(会社員、50代、男性) 

  費用対効果がわかりにくい。学んだあとに獲得できることと費やす時間とコストで、

民間の研修と教育機関で学べることで選択に迷う(会社員、40代、女性) 

  リカレント教育を受けてスキルアップをした際に給与への反映があること(公務員、50

代、女性) 

  修士、博士修了後のインセンティブ。授業料補助(自営業、60代、男性) 

  必要以上にハードルが高いものと感じているひとが多いのではないか。多少意欲があ

るびとが、ある種気軽に挑戦できるようになるとよい（事例紹介など）(その他、30

代、男性) 

  受けたいが 50歳のため、将来のために下降しているが、生活と脳の機能を考えたらお

カネをかけるべきか(会社員、50代、女性) 

  教育後の活用について、すぐに役立つ資格などに結びつくものが少ない(NPO、50代、

女性) 
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支援施策 

  時間の確保。資金面。補助金制度を知らないひとが多そう(会社員、30代、女性) 

  会社からの教育を受講するにあたり、体制と補助があればなおよい(会社員、40代、

男性) 

  リカレント教育を受ける社員への待遇改善にかかる経費への行政による補助(公務員、

50代、女性) 

  お金（生活がある中で多くのお金を出すことは難しい。教育訓練給付金が使えない場

合、受けたくても難しい）(公務員、40代、男性) 

  神戸市の生涯教育関係と連携を強めて、情報発信を多くしてほしい(自営業、60代、

男性) 

  宣伝不足。各企業（中小含む）への広報活動をすすめ、まず認知度を上げることが必

要。学びたいひとはたくさんいるはずです（私のように）。そしてハードルの低い教

育からスタートできる仕組みづくり(会社員、40代、女性) 

  車内広告で見かけないくらい、日常的に目にすることが大事だと思う。転職の広告は

よく目にするので(学校、20代、男性) 

  中小企業では、おそらくリカレント教育が広がっておらず、受ける機会を逃している

ように思う。内部の研修だけではなく、外部のひとと触れ合える機会を内部より広げ

ることが大切だと思う(その他、30代、女性) 

兵庫県の特徴 

  地方に住む者にも学ぶ機会を増やしてほしい(主婦、60代、女性) 

  もっとたくさんの場所で！兵庫は広いですが、姫路でも洲本でもできてほしい(会社員、

50代、男性) 

学校や企業で推進する方から抜粋 

プログラムの企画・運営 

  どのようなニーズがあるのか、調査等も難しく、プログラム企画・運営に苦心してい

る(会社員、40代、男性) 

  制度の設計。企業側の成果、貢献。賃金や身分保障の問題(会社員、50代、男性) 

  大学院で学び直しをするときの行政の支援は夜間が中心なので、昼間でも会社の休暇

等で学べる機会があればよいなと思います。(公務員、40代、女性) 

  「大学」「専門学校」での学び直しのみである限り、時間、費用等の面で推進には壁・

限界がある。(その他、50代、男性) 

  「大学のプログラムのバリエーション」を王道のみではなく、さまざまに作って増や

してほしい（内容面、金額、期間面とともに）。学習機関同士の連携をより密にして

ほしい。(会社員、50代、男性) 
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啓発・広報 

  リカレント教育という言葉そのものの難しさ。世の中に浸透していない。(公務員、50

代、女性) 

  広報に費用をかけることが難しい（マナパスのようなサイトがあっても知ってもらわ

ないと意味がない）。兵庫県内において、どの媒体が宣伝効果が高いかが見えない。(会

社員、30代、男性) 

  広報物や情報を発信することが難しい。企業や行政、大学ではないセクターの講座な

どの発信機会を増やしてほしい。(自営業、40代、男性) 

  現段階では、よほどの興味関心、動機が存在しないと実行に移せない。社会通念、制

度（カリキュラム、費用）に問題あり。もっと普通に大学に行き直す社会になる必要

がある。体系的な知識を正当に評価する風土が必要(公務員、50代、男性) 

  業界の意識としてキャリアチェンジの方を受け入れられるか。年齢としていくつくら

いまでなら？(学校、50代、男性) 

  企業側においても求人時に研修制度の充実を謳えば、優秀な人材が集まると思います

（加えて企業と行政の連携）(会社員、30代、男性) 

出口設計（就職・転職・キャリアアップ） 

  コストのかからない方法。（やりたい仕事など）明確な出口の設定（就職）(公務員、

40代、男性) 

  企業等での理解、待遇にバラツキがある（仕事との両立の難しさ）。金銭面のサポー

ト。人によって興味関心の度合いが大きく異なる（そもそもリカレント教育を知らな

い人も多そう）(公務員、20代、女性) 

  現在の仕事と直接関係事で学び直した成果を、雇う立場としてどう評価すべきなのか。

全くゼロでは誰も学ぼうとしないのでは。(公務員、50代、男性) 

  年齢により、出口（就職）部分に苦労する場合があり、課題かなと思う。キャリアチ

ェンジにリカレント教育は重要で、教育のやりがいがある。(学校、60代、男性) 

  キャリアにつながらないことが課題だと思います。税のシステムを作ること(研究者、

60代、男性) 

  会社や職場、家庭の理解がないと踏み切れないのではないか。教育を受けたあとにど

う活かすのかの出口を様々な選択肢として示すことも重要(学校、50代、男性) 

  復職後の支援。カウンセリング。NPOや自治体と大学の連携。(研究者、50代) 
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4. 今後の課題 

年代別に異なるリカレント教育の提供 

リカレント教育は年代別に必要とする内容が異なる。20代は、しごとをする上でこれま

での教育では足りなかったことをリカレント教育で補いたいと考える。一方、40代や 50

代は所属組織のマネジメントを担うための教育を必要とする。さらに、定年後の 60代は従

来の生涯学習の充実を希望する。 

女性のリカレント教育への参加促進 

生涯学習講座は女性の受講数が多いにも関わらず、当フォーラムには女性の参加が少な

かった。子育てが一段落してから、しごとに復帰する女性は非常に多いが、その知識や経

験をアップデートする必要があり、リカレント教育が果たせる役割は大きい。従来の生涯

学習講座に比べて、より実践的な教育を女性が手軽に受けられる環境を整備する必要があ

る。 

神戸市などの都市部以外の地域における環境づくり 

大学や専門学校以外でリカレント教育を受けることができる場所を整備することの重要

性が改めて認識された。しかし、兵庫県はとても広く、その場所を神戸市などの都市部の

みに整備しただけでは、多くの県民は学ぶことができない。都市部以外の地域でも、都市

部と同じように学べる環境が必要である。 

キャリアチェンジを目指すひとの出口支援 

リカレント教育に投資することで明確なリターンを得たいという意見は多くあった。リ

カレント教育を通じてキャリアチェンジを目指すひと向けに出口支援を提供することは大

事であるが、それを教育機関のみで対応することは難しい。希望者のカウンセリングから

転職支援などは、各地方自治体のほかの施策と連携させることで、効果的に支援できる可

能性がある。 

 


