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森田俊和

日本の成長は教育にあり！

《経験したことのない状況》

私たちは既に２年以上コロナ禍への対応に追われ、そして今年に
入ってからはウクライナ危機に直面しました。歴史上の出来事と思っ
ていたような軍事侵攻が隣国ロシアによって引き起こされたことで、
私たちは、歴史は繰り返され、安心安全は絶え間ない調整と努力
によってのみ得られる、という厳しい現実に向き合
うこととなりました。近年、日本は少子高齢化や
経済成長の低迷という大きな課題を抱えているとこ
ろに、このような大きな出来事が重なりました。戦
後経験したことのない状況の中、一体私たちはど
こに向かえば良いのでしょうか。

《生産性の低さの原因》

日本の生産性が 低いと指摘されてきました。
OECD38 ヶ国中、日本の生産性は28位。24位の
韓国よりも低い数値となっています。どうすれば生
産性が上がるか。その一つの答えは「主体的に考
え、行動する人を増やす」
ことです。
日本、インド、インドネシア、韓国、ベトナム、中国、
イギリス、アメリカ、ドイツの９ヶ国の１８歳を対象
とした意識調査（令和２年、日本財団）は、日本の
現状を映し出しています。
「責任ある社会の一員と
思うか」
、
「将来の夢を持っているか」
、
「自分で国
や社会を変えられると思うか」という問いに対して
「思う」
、
「ある」と答えた若者の割合はいずれも最
下位。日本の若者の４割は夢を持たず、世の中を
変えられると思っている人の割合は２割に満たない
という結果となりました。これは決して若者に限っ
たことでなく、こうした思いを持った若者が大人になり、夢や希望
を持てない人が多くなってしまったのです。

《自分たちで考えて行動する教育を》

千代田区立麹町中学校で校長を務め、その特色ある教育で同中学
を全国的に有名にした工藤勇一先生
（現・横浜創英中学・高等学校長）
は、
「日本の生産性が低い原因は学校教育にある」
と断言します。

森田としかず

検索

勉強にしてもスポーツにしても、日本の子どもたちは世界的にみると
上位に位置します。数学、科学といった分野は世界で1、2位です。
しかし大人になると、生産性が低くなってしまうのはなぜか…。私た
ちが良かれと思ってやっていることなのですが、大人が教えすぎる、
カリキュラムを用意しすぎることが原因だと工藤先生は説明します。
問題が設定され、解法が教えられ、それに沿った
解答ができるように教える。大人が求める通りにや
れる子どもたちは、言われる通りに頑張れば、ある
程度までは力をつけることができます。しかし、学
校を離れた後、言われたようにしか動かない人になっ
てしまうおそれが高くなります。また、言われた通
りにできない子どもたちは大変です。不登校が20
万人、自殺する子どもが500人、精神的幸福度が先
進国最低レベルの37位という数字からは、型にはめ
ようとする教育から逃れ、また生きづらさを感じる
子どもたちの姿が見て取れます。
一方、世の中に出て必要なのは、自分で課題を
設定し、それに必要な解決策を見出し、その方針
に従って自ら努力していくということです。特に、
今のような答えのない時代には、例えば全く新しい
機能の製品を研究開発するというようなことを考え
れば、新しい発想、前例にとらわれない思考力が
求められます。
私たちが目指すべきは、自律型の教育です。
「A
＋B＝〇」
というような、既存の問いに対する解法を
覚えるのでなく、
「○＋○＝○」という、課題を自
ら設定し、そしてその答えも自ら見つけていく、
という教育が求められます。こうした考え方、制度の切り替えはす
ぐにできるものではありません。まさに国家百年の計、今から動き
始めて、子どもたち、孫たちに、皆が生き生きと幸せに暮らし、
輝かしく発展する日本を残していきましょう！

衆議院議員

皆様のお声を受け、

大臣へ
直接要望！
1

お陰様で国会において２期目の活動をスタートさせていただきました。
内閣委員会で
は次席理事として、
各会派の質疑や法案への賛否、
附帯決議の調整を担っております。
また、
法案質疑や一般質疑等で、
１期目から通算で７６回登壇
（本会議４回、
委員会７２
回、
５月１３日現在）
し、
皆様からいただきましたご意見、
ご要望を直接関係閣僚にお伝
えしてまいりました。
以下、
その一端をご報告いたします。
なお、
質問の様子は下記、
衆議院のホームページからご覧いただけます。

ひき逃げは危険運転として捜査すべきでは？

二之湯国家公安委員長（令和４年４月１5日 内閣委員会）
ひき逃げの場合、事故の様態が直ちに明らかにならないこ
とから、過失運転、危険運転双方を視野に入れて捜査を行っ
ている。厳正、適切な捜査を行うよう警察を指導していく。

森田はこう動く！
平成21年9月に熊谷で起きた小関孝徳君のひき逃げ事件は、過失運
転から危険運転への罪名変更で時効が延長になりました。逃げ得を
許さない道路法制を目指します。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php

2

「こども真ん中」を目指す中、どのように乳幼児の声を聞くか？

野田大臣（令和４年５月１１日 内閣委員会）
具体的な手法については今後調査研究していくが、乳幼児
は泣くことがコミュニケーションであり、そこから何を大人が
感じ取るかということに焦点を当てていく。

森田はこう動く！
保護者の皆様に加え、乳幼児に近い現場にいる保育士さんや主任さ
ん、園長さんなど、
こどもたちの声をふだんから聞いている方の声を
聞き政策に反映させていきます。

2022.6

vol.65

埼玉12区（熊谷・行田・羽生・加須・川里）の動き

国の基本は地域です。地域が充実発展することで、国全体も充実発展していきます。地域を歩き、地域を知る。
これからも皆様の元へお邪魔します！

地域の歴史にふれる

小学校閉校

秩父鉄道、待望のICカード導入！

北大竹遺跡
（行田市若小玉）

少子化の影響で、行田市の５校が
閉校となりました。多くの卒業生の
皆さんの母校であり、
また地域の
拠点でもあった各校は、私たちの
記憶として永遠に生き続けます。

私もこれまで何度も国会にて、国交省に対して導
入への支援を訴えてきました。
また一人の秩父鉄
道ファンとしても、ぜひとも導入したいと願って
おりました。首都圏のみならず、全国からの利用
者の皆様が、円滑に乗り降りでき、沿線の観光振
興にも一役買ってくれるものと期待しています！

工業団地予定地にて、
古墳時
代の祭事に使われたであろう
勾玉や土器が多数出土し、熊
谷市にある県の文化財収蔵
施設で展示されました。

■ 荒木小＋須加小
➡新設・見沼小へ（荒木小の場所）

池上遺跡
（熊谷市池上）

道の駅予定地にて発掘が行わ
れ、
現地にて見学会が開催され
ました。弥生、古墳時代の生活
の跡を見ることができました。
熊谷

■ 中央小＋星宮小
➡新設・忍小へ（中央小の場所）
■ 北河原小
➡南河原小へ編入
熊谷

JA直売所妻沼店オープン！

（熊谷市弥藤吾）

（熊谷市西城）

道の駅にある直売
所が新築オープン
となりました。売り
場も広くなり、品揃
えも増え、連日多く
の お 客 様 で にぎ
わっています！
熊谷

妻沼線跡地、市道として開通！

羽生

（熊谷市柿沼〜中奈良）

青縞の市開催！（スカイスポーツ公園）
地元の産業である藍染の体
験や音楽、飲食販売など、伝
統文化と地域の皆さんとがふ
れあうイベントとなりました！
羽生

「薬師如来」が36年ぶりにご開
扉されました。
お稚児行列も行わ
れ、市内外から大勢の皆様がご
参拝されました！

サイクリング＆
竹の子堀り開催！

鉄道

熊谷駅
荒川

忍城
国
道1 新幹
7号 線

熊谷市

第10回和ンダーランド埼玉
開催！（牧禎舎）

着 物や 小 物 の 販 売 だけでな
く、子ども達が和の手作業を体
験でき、交流の輪が広がるイ
ベントでした！

水郷公園

羽生駅

行田市
125

羽生市
号バイ

パス

古代蓮の里

旧川里町
鴻巣

加須 IC

オープンガーデン開催！

さすが「花のまち」鴻巣、手間暇
をかけた各家庭のお庭にはバラ
をはじめ多くの花が咲き、
訪れる
皆さんを楽しませてくれました！

「住宅ローン、
見直すべき？」
（講師：新井智子氏）

これから日本の金利も上がるかも？！特に変動金利で
住宅ローンを組んである方、今後の対策を一緒に考えましょう！
（食事を
するだけでも参加大歓迎です！）

東武

線

加須

加須

済生会加須病院オープンへ！

加須市
地域の皆様の念願であった総合病院が落成しました。重篤患
者を受け入れる３次救急を担い、
また、救急隊が常駐する「救
急ワークステーション」も併設されます。周辺道路も整備さ
れ、加須市だけでなく周辺市町含めた医療の拠点となります！

加須駅

（市内各所）

座談会のご案内

羽生 IC

線

市内各所の足袋蔵をめぐ
るスタンプラリーが開催、
人形作家の木暮照子様の
展覧会も開かれ、
多くの方
が街なかを散策しました！

ものづくり大学との共
同 プロジェクトによ
り、卒業制作として子
どもたちの遊び場が
完成しました！

武

行田

ス

忍川

NPO法人エコネットくまがや主催
で、
レンタルの電動アシスト自転車を
使ってのイベントでした。
こぎ出しが
軽くて快適です！

イパ

利根川

道
車
動
自
北
東

秩父

熊谷スポーツ
文化公園

号バ

純真短大「キッズハウス」完成！

（羽生市下岩瀬）

東

17

蔵めぐりまちあるき
開催！（市街地各所）

廃線跡2.5ｋｍが市道として開通しま
した。国道407号や妻沼県道と併せ
て南北方向の利便性が高まります！

聖天山

（熊谷市江南地区）

行田

熊谷

長慶寺の秘仏ご開扉！

騎西藤まつり開催！（玉敷公園）

内容を縮小しての開催とはなり
ましたが、多くの方が藤の花を楽
しみました。
また３名の新しい藤
むすめのお披露目もありました！

加須

ジャンボこいのぼり遊泳！

市民平和祭において、
３年ぶりに悠々と
泳いだジャンボこいのぼりが、会場周辺
に集まった多くの皆さんを魅了しました！

皆様と共に行動し
汗をかく…！

新型コロナウイルスの影響も少しずつ収まる中、
各地で地域
の行事や、
文化活動が感染に気をつけながら行われています。
皆様と一緒に活動させていただいております。
何かお手伝い
できることがありましたら、
お気軽に声をかけてください！
！

編集後記

森田としかずのプロフィール

最近、自転車のカゴを交換し
ました！カバンを入れると若干
四 隅がひっかかっていたの
が、すっぽり
入る形になり
ました。快適
です！

昭和49年9月熊谷市久保島生まれ
広瀬保育園、
、熊谷市立玉井小･中学校、熊谷高校、早稲田大学政経学部、カナダ･マ
ギール大学留学、早稲田大学大学院博士課程を経て、28歳で県議選初挑戦（23票
差で次点）、県議2期を務めた後、
平成24年衆院選（55,663票で次点）
平成26年衆院選（57,299票で次点）
平成29年衆院選（86,007票で初当選）
令和３年衆院選（102,627票にて2期目当選)
立憲民主党所属、介護施設代表 【趣味】
鉄道、旅行、茶道、ものまね、カラオケ
【現在】
【日課】歩き、自転車、洗濯、お風呂掃除 【家族】妻、3人娘、ネコ2匹

6月18日
（土）12：00 〜
カーザミーアにて 羽生市南羽生１丁目１６−２

（事前に右のQRコード、
またはお電話等でお申し込みをお願いします）

参加費：2,０００円

食事代（ドリンク、デザート付）
として

※お店の感染対策に沿った対応をさせていただきます。

メールマガジン

発行中!

◀お申し込みはこちらからお願いします

国政や地元の話題などについて、
皆様に情報をお届けいたします。
お申し込みをお待ちしております！

国会見学、ご相談ください

現在国会見学は、
人数制限をしながら受け入れをさせ
ていただいております。現地でのご案内は、
できる限
り森田本人が対応させていただきます。
人数や行程な
ど、
ご相談させていただきながらすすめさせていただ
きますので、
お気軽に事務所までご一報ください！

