
「第１期高松市ＩＣＴ教育推進計画（令和２年度改定版）」案に対するパブリックコメント実施結果 

  

本市では、令和２年１２月２５日から令和３年１月２２日までの期間、「第１期高松市ＩＣＴ教育推進計画（令和２年度改定版）」案に

ついてパブリックコメントを実施しました。 

 いただきました御意見の要旨及びそれに対する本市の考え方を、次のとおりとりまとめましたので、公表いたします。 

 

１ 意見総数 ３７件（１８人） 

２ いただいた御意見の要旨及びそれに対する本市の考え 

※ 提出いただいた御意見は、趣旨を変えない範囲で、簡素化又は文言等の調整をしています。 

No。 御意見（要旨） 本市の考え方 

「目的」や「目標」について 

1 目的や方法については、特に述べるところはありません（こ

の方向性で良いと考えられます）。 

 本計画の目的である「ICT を主体的に活用することを通し

て、社会を豊かにできる人間を育てる」に向けて引き続き取り

組んでまいります。 

2 高松市 ICT 教育推進計画の目的 

 「ICT を主体的に活用することを通して、社会を豊かにでき

る人間を育てる」とあるが、社会を豊かにできる人間を育てる

ことが、ICT 教育の目的なのか？社会のための教育なのか？疑

問を感じる。まず基盤となるべきは、個々の人間の人格の形成

であろう。その基盤があって、さらによりよい生活を求めてい

くために、批判的に自己の共同体に目を向け、その共同体自体

を改善、革新していくというのが、デジタル・シチズンシップ

御意見ありがとうございます。本計画は、平成３０年度から

令和５年度までを計画期間とし、その中間見直しとして改定版

を策定するものです。 

中間見直しであることを踏まえ、今回の改訂に当たっては、

近年の社会状況の変化を反映させながら、当初掲げた目的の達

成に向けて、方策や具体的取組を見直すことを趣旨としており

ます。 

また、目標を「ＩＣＴを活用した新しい時代に必要な資質・



No。 御意見（要旨） 本市の考え方 

であろう。そのため、目的の文言の修正が必要だろう。 能力の育成」とし、その中の核となるものとして、児童生徒の

情報活用能力の育成を目指しています。 

個々の児童生徒の資質・能力に育成を通して、社会を豊かに

できる人間を育てることを目指してまいりたいと存じます。 

3  ICT の教育への導入は必要だと思っています。 

 スマートフォンなどのインターネットに接続できる機器が、

生活していく上でかなり必要なものになっているためです。 

本計画の目的である「ICT を主体的に活用することを通し

て、社会を豊かにできる人間を育てる」に向けて、引き続き取

り組んでまいります。 

「方策１ 児童生徒の情報活用能力の育成」について 

4  児童１人ひとりに端末を１台ずつ持たせるのは ICT 教育を

推進するためには欠かせない手法だが、児童全員が必ず ICT

機器を使用できるほどの能力を持っているとは限らないため、

強制は出来ないのではないかと考えた。また、ICT 機器を持た

せることによって児童がネットに関心を持つ可能性があるた

め、ネット依存問題を解決するためには、ICT を教育の手段と

してのみに使用できるような施策が必要だと考えられる。 

本計画における目標の実現に向けた方策として、「児童生徒

の情報活用能力の育成」に取り組むこととしており、その取組

として、発達段階に応じた ICT の効果的な活用を図るととも

に、適切な使い方についても指導してまいりたいと存じます。 

5  これからの時代、ICT を使う必要のある機会は確実に増える

と思われるため、小学生のうちから慣れ親しんでおくことは必

要なことだと思います。AI やリモートワークなどの IT を使う

ことはより増え、日常生活においてもスマホをだれもが持ち歩

くようになっているためそれらを幼少期から使いこなせるよう

になることで、将来も自ら情報を集めて課題解決できる能力が

高まります。 

 しかしネット上には様々な情報や怪しいサイトなどがあり、

それらを判断することは小学生では少し難しいのではないかと

思います。ネットの情報を扱ううえでの倫理やマナーを理解し

本計画における目標の実現に向けた方策として、「児童生徒

の情報活用能力の育成」に取り組むこととしており、その取組

として、発達段階に応じたＩＣＴの効果的な活用を図るととも

に、マナーやルールについても適切に指導してまいりたいと存

じます。 



No。 御意見（要旨） 本市の考え方 

ていなければ間違った情報に騙されたり何かの事件にあってし

まったりする可能性があり、小学生ではそのような問題に対処

するのは少し難しいと思います。 

6  今回、高松市の ICT 教育推進計画ということで、読ませて

もらいましたが、児童生徒の情報活用能力を育成し、日常的に

情報機器を扱うようにとあるが、香川県ではネット・ゲーム依

存対策条例が施行されており、もちろん一人 1 台配布される端

末は学習用であるが、児童生徒の中には遊びに利用する者も出

てくることが考えられ、高松市としてはそれらについてどのよ

うに対応するのか。また、教員自身が IＣT の活用ができると

ともに、保護者にも ICT 教育に関する一定の理解を深めても

らうことも必要だと思い、計画書内にもある情報モラル等支援

事業、ノーメディア事業と言った施策も精力的に行う必要があ

ると感じた。 

御指摘のとおり、ＩＣＴの活用に当たっては保護者の理解を

得ることが重要です。 

そのため、本計画の推進に当たりましては、目標の実現に向

けた方策として、「児童生徒の情報活用能力の育成」に取り組

んでおり、保護者対象の出前講座など、情報モラルにかかる各

種事業を実施しているところです。 

学校での日常的なＩＣＴ活用を図りつつ、家庭への情報発信

にも努め、理解と協力を得ながら、情報モラル等の育成を図

り、適切に活用できる力を育んでまいりたいと存じます。 

7 方策１、（２）具体的取組、②情報活用能力の年間指導計画の

作成 

 教育推進計画でも何度も言及されているように、情報活用能

力は、学校教育全体を通じて育成され得ていくべきものであ

る。そのため、各教科、領域の年間指導計画の中に、情報活用

能力の育成を担う単元、学習内容が埋め込まれているべきであ

る。情報活用能力の年間指導計画は、その集合体として出来上

がるべきものであろう。そのため、情報活用能力の育成のため

の年間指導計画を作成するというよりも、各教科、領域での情

報活用能力に関する指導内容の洗い出しとその体系化が、情報

活用能力の年間指導計画作成の大きな仕事となるであろう。な

本計画の推進に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「児童生徒の情報活用能力の育成」に取り組んでおり、

現在、情報活用能力の一部であるプログラミング的思考や情報

モラルに関わる内容等、各学校で検討され、教育計画に位置付

けられているところでございます。今後、研修会などを通じ、

各学校の取り組みを共有するとともに、今後もよりよい計画に

なるように努めていきたいと存じます。 



No。 御意見（要旨） 本市の考え方 

お情報モラル等の一部は、情報活用能力育成のための独自の内

容があってもよいだろう。 

 香小研・香中研のメディア教育部会での調査研究も、上記の

年間指導計画作成と同様に、他教科と合同で研究実践や調査を

行っていくべきであろう。 

8 成果指標 

 3 項目が挙げられているが、単なる調べ学習の発表に終始し

ている。児童生徒の情報活用能力の育成は、子どもたちの資

質・能力育成という目標のための手立てであり、社会を豊かに

できる人間を育てるという目的のための手立てであると考える

と、調べ学習の発表では、成果指標と目的・目標がずれてい

る。 

 デジタル・シチズンシップの概念を目的・目標に盛り込むの

ならば、成果指標にも当然、その指標が盛り込まれるべきであ

ろう。例えば、情報モラルは小中学生に必要であろう。また、

ICT を活用した批判的思考などは中学生には必要であろう。 

成果指標につきましては、本計画の中間見直しであることを

踏まえ、継続できるものは残し、新たに必要なものは追加して

おります。 

本計画の目標は、資質・能力の育成であり、その具体的な場

面として調べ学習を成果指標にしております。 

また、情報モラルについては、これまで成果指標にはなかっ

たため、まず、方策２の教員についての成果指標に新たに盛り

込むことにしております。 

9  「児童生徒の情報活用能力に係る調査集計結果より」に表が

ありますが、その下で、調査数値により「課題が見られる」と

評価されています。このような場合には表をグラフ化しておい

た方が一目で定性的な評価が行えますので、読む人が分かり易

くなるかと思います。 

御意見ありがとうございます。調査項目が４項目のみである

ことから、数値の推移を表で記載しています。 

10  ｛三つの観点「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力

等」、「学びに向かう力・人間性等」※７を踏まえて到達目標を

整理し、各教科等を通じて情報活用能力の育成に取り組みま

す。｝の記載がありますが、この表記では「教科内容→情報活

※７を踏まえた情報活用能力観点別到達目標（資料２）は、

三つの観点に基づいて整理したもので、情報活用能力は、各教

科等の学習の中で、横断的に育むものであり、相互に深め合う

ものであると存じます。 



No。 御意見（要旨） 本市の考え方 

用能力の育成を行う」というように見えます。 

 これ以外に「情報活用能力を生かした教科内容のより深い充

実化」という表記も出来ますが、本来は｛を踏まえて到達目標

を整理し、各教科等を通じて「情報活用能力」と「教科内容の

理解」が相互に深め合う能力育成に取り組みます。｝のような

表記も考えられますが、如何でしょうか。 

11  成果指標がありますが、2021 年、2023 年の成果数値の裏

付けの記載はありますでしょうか。通常、現状より数値目標が

高まる場合、「***を行う事によりこの数値目標が達成でき

る」と記述するかと思います。 

 この場合にはスケジュールに記載されているように 2021 年

度は「パイロット事業等における研究のまとめ、発信等」、

2023 年度は「ＩＣＴ教育推進委員を中心に、実践事例を集

約・整理し、実践事例集を発行等」の実施により成果指標の達

成が実現出来る。 というような記載の追加も考えられます

が、如何でしょうか。 

本計画に記載しております具体的取組により、目標達成を目

指すものです。 

12  まず、ICT の教育分野への導入・活用については必要であ

り、急務であると考えています。時代の流れとともに、スマー

トフォンを始めとする情報端末が一般的になり幼少期から情報

端末に触れるような環境が当たり前のことになってきており、

ユーザ個人が一定のリテラシーをできるだけ早い段階で持ち合

わせることが、求められると感じているからです。学習者の学

習状況が非同期に確認でき、また個人の家庭で利用できる点に

ついて、昨今の情勢に合った要素であり、ICT を活用した実践

例であることから、利用者にとっても利点を体感しやすいと感

本計画の推進に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「児童生徒の情報活用能力の育成」に取り組んでおり、

保護者対象の出前講座など、情報モラルにかかる各種事業を実

施しているところです。 

１人１台端末の運用においては、家庭への持ち帰りも想定し

ておりますことから、保護者の理解と協力は欠かせないことか

ら、まずは、各学校でのＩＣＴ活用を進めながら、その情報を

保護者の方々にも積極的にお伝えし、その理解が図れるように

努めてまいります。 



No。 御意見（要旨） 本市の考え方 

じています。ICT に対する理解を深めるための取り組みとし

て、学習者本人と保護者で別々の取り組みを行うように感じま

したが、学習者本人と保護者の間で理解に大きな齟齬が生じた

場合に、家庭等での学習活動に支障をきたす可能性があるよう

に感じました。理解の齟齬をある程度無くすためにも、学習者

と保護者の両方を交えたセミナー等の取り組みを行う方が良い

と思います。 

「方策２ 教員のＩＣＴ活用能力の育成」について 

13  来年度、新しく教員になる人へ電子黒板の指導を行っていた

だければ、教員全体の電子黒板の活用が進むと思いました。 

 私が電子黒板の存在を知ったのは大学生になってからでし

た。 

 電子黒板について学びたいと思っていましたが、教育学部全

体へ向けた電子黒板の使用方法や活用事例などの授業は行われ

ませんでした。 

 そのため、2021 年度に新しく先生になられる方の中には、

電子黒板というものを聞いたことはあるけど、一度も触ったこ

とがないという人がある程度可能性があります。 

 そのため、2021 年度の電子黒板の活用率 90％という目標

を達成するためには、事前の研修等で電子黒板に触れる機会を

設けることが必要だと思いました。 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「教員の ICT 活用能力の育成」に取り組むこととしてお

ります。 

学生時代から電子黒板を体験したり学んだりする機会をつく

ることは重要であると認識しているところであり、本市教育委

員会としましては、市内の大学と連携し、３年前より希望者に

は電子黒板を中心とした ICT 活用の研修を実施しているとこ

ろです。 

今後も大学と連携し、より一層の充実を図っていきたいと存

じます。 

14 ・教員の ICT 日常化が本当に行われるのか？ 本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「教員の ICT 活用能力の育成」に取り組むこととしてお

り、その具体的な取組として、「実践事例の集約・整理・普

及」を行うこととしております。 
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教員が授業に限らず学校生活全体の中で ICT を活用する機

会を増やすことで、日常化を図ってまいりたいと存じます。 

15 方策２（２）具体的取組 

 A、B、C、D の ICT 活用場面が提示されている。A は教員

の ICT 活用において必ず 100％を目指すべき内容であり、従

来の ICT 活用の内容である。しかし、B、C、D に関しては、

今回の ICT 活用は、従来と大きく異なると考えられる。それ

は AI ドリルの活用があるからである。高松市内小中学校全校

で AI ドリルが導入されたことは非常によいことであろう。個

別最適な学習を一人一人の子どもに実現する可能性が大きく開

かれている。しかしそのことによって生じる問題点に対しての

計画が本 ICT 教育推進計画には言及がない。そのため、早急

に以下に述べる 3 点に関しての具体的な取り組み案を策定する

必要があると思われる。 

  １：AI ドリルを用いた通常の授業の在り方の授業研究（≒

習得型の授業） 

  ２：AI ドリルを用いない通常の授業の在り方の授業研究

（≒探究型の授業） 

  ３：AI ドリル使用に伴って変化する教師の在り方の研究 

 AI ドリルを用いた通常の授業の在り方については、導入時

のみ使用する、終末時のみに使用する、1 時間すべて使用する

など、いろいろな使用方法が考えられる。それらの使用方法を

授業研究として提示する研修会が市内全域で何度も行われる必

要があるだろう。若しくはオンデマンド形式での研修会でもよ

いかもしれない。AI ドリルは、苦手な部分を突き止めその復

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしており、

その具体的な取組として、「１人１台端末と電子黒板等の運

用」においては、学習支援ツールや AI 型ドリル教材等を活用

できる状況をつくることとしております。 

AI 型ドリルは、個別学習だけにとどまらず、授業の振り返

りや定着、家庭学習など様々な場所で活用することができると

考えております。効果的な活用が図れるよう、教員研修を充実

してまいりたいと存じます。 
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習をし、未習の部分についての理解を促してくれる。このよう

な AI ドリルを用いた学習は、若手教員よりも学級内のすべて

の子どもに対応し、理解度を挙げることに効果があるであろ

う。そうなってくると、教育の在り方自体が問われてくる。教

員とは何か？学習とは何か？授業とは何か？というような問題

である。このような問題に対して、高松市内のすべての教員が

それぞれの答えを持つ必要がある。 

 また、AI ドリルを用いない通常の授業では、単なる知識習

得の授業は必要なくなってくるだろう。つまり探究型の授業が

必要となってくる。探究型の授業では高い教師の専門性が必要

とされる。そのため、そのような探求型の授業の授業研究の研

修会が何度も市内で行われる必要があるだろう。 

 教師の在り方についての研究は、上記の 2 つの授業研修会の

中で、セットで行うと効果的であろう。 

16  表記の問題ですが、この表記では図が A から D まで連続し

ているので、高松市独自で D を独自に提案した事が分かりに

くくなっております。よってここでは、D を強調するために 

 

②実践事例の集約・整理・普及 

調査・研究を通して実践事例を集約・整理し、---Ａ～ＣのＩ

ＣＴ活用学習場面を参考にしながら、実践事例集としてまと

め、ホームページ等に掲載し、各校での実践を促進します。 

「A-C の説明及び図の表記」 

また、ＩＣＴ活用能力を高めるには、授業に限らず、ＩＣＴ活

用の日常化が重要となります。そこで、高松市では新しく「Ｄ

これまでの違いと、今後重視したいことがわかるようになる

よう、御意見を反映させてまいります。 
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授業以外のＩＣＴ活用」を設定し、運用面を含めた授業以外の

ＩＣＴ活用の事例等を集約し、日常的な活用を促進します。 

 

の表記とした方が、高松市の ICT に対する取組の独自性を強

調出来ると思いますが、如何でしょうか。 

17  ICT 教育を行う上で教員が研修をする必要はあると思います

が、教員の負担が大きくならないかが不安に感じました。 

 パソコン係とかパソコン委員みたいな、学生間で解決できそ

うなものは解決してもらうようにしたら、調べて解決するとい

うのもできそうだと思いました。 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「教員の ICT 活用能力の育成」に取り組むこととしてお

ります。 

研修の充実を図るとともに、教員も児童生徒と一緒になって

ＩＣＴを活用していく中で、教員も学びながら、スキルアップ

が図れる環境をつくってまいりたいと存じます。 

「方策３ ICT 環境の整備と運用」について 

18 １。意見 

 学び・子育て部門で（GIGA スクール構想）は、１人１台端

末が配備された場合の有効活用として小学生４年以上を対象

に、校外学習をオンラインでする。 

２。理由 

 障がい者を含む誰もが快適に学習が出来る受入環境づくりの

ため。 

３。例えば 

 語り部やボランティアガイドクラブと連携すると、さらに地

域の地元の歴史・文化・構造物などの紹介だけでなく、同行サ

ポートすることで、ユニバーサルツーリズム効果も狙える。 

御意見のとおり、遠隔会議システムを活用することで擬似的

な校外学習を実現することが可能となります。 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしており、

その具体的な取組として、「遠隔会議システムを活用したオン

ラインによる支援」を行うこととしております。 

オンラインで地域の人や専門家などとつながり、学級の中だ

けに限定されないより豊かな学びを推進してまいりたいと存じ

ます。 

19  ICT の導入を進めていただければといつも思っております。

ICT 教育中で、個別、協働、余暇など活用にできる場面がたく

本市教育委員会では、オンライン受講での出席の取扱いにつ

いては、令和元年１０月に文部科学省から通知された「不登校
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さんあるということが利点であると思いますし、調べ学習等に

も使うことができるので、現場に早く ICT の導入をいただけ

ればと思います。 

 またこの中で、オンラインでの受講等の記載がなかったかと

思いますが、私は、オンラインでの受講も出席にしていただけ

る教育システムの構築が必要であると思います。 

 集団が苦手な子や不登校の子、病気で学校に行くことができ

ない子たちにとっては、オンラインで授業を受けることができ

るのは、必要なことであらと思います。またコロナ禍の中で、

そのようなシステムの構築は、必要です。 

 ICT を導入するので有れば、そのようなオンラインでの受講

を希望している子たちにも教育を受ける機会を用意するように

していただきたいと思います。実際に不登校児の家庭教師をし

ていて、とても思うことです。学ぶという点では、本質的にズ

レておりませんし、社会に出てから実際に現場に行かなければ

ならないということは、必ずではないです。どうかオンライン

配信、オンライン受講での出席を実現して頂きたいです。よろ

しくお願い致します。 

児童生徒への支援の在り方について」に基づき、訪問等による

対面指導と組み合わせ、保護者と連携、協力関係の保持などの

要件を満たす場合、校長の判断で指導要録上の出席扱いにでき

ることとしています。 

 本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしており、

その具体的な取組として、「遠隔会議システムを活用したオン

ラインによる支援」を行うこととしております。 

本市教育委員会といたしましては、ＩＣＴを活用した学習支

援システムやビデオ会議システム、ＡＩ型ドリルによる学習を

行った場合には、文部科学省の通知に基づき、指導要録上の出

席扱いとなるように、各学校を指導してまいりたいと存じま

す。 

20 ・クラウドのアカウントの管理方法 

 セキュリティ的に甘くなりがちなものをどう対処するのか 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしており、

その具体的な取組として、「高松市立学校情報セキュリティポ

リシーの管理・運用」を行うこととしております。 

「クラウドサービスの活用と１人１アカウントの運用」に当

たりましては、「高松市情報セキュリティ対策基準」に則って

セキュリティ対策の周知徹底を図るとともに、「ICT 環境の整



No。 御意見（要旨） 本市の考え方 

備と運用」をしていく中で課題となることを素早く共有し、対

応できるようにしていきたいと存じます。 

21 方策３（２）具体的取組 

 タブレット端末は、積極的に家庭に持ち帰らせるようなルー

ル作りを行うべきであろう。そして、通常の宿題も部分的には

タブレット端末で行わせるような形がよいだろう。そして宿題

の提出もタブレット端末経由がよいだろう。また、家庭への連

絡もタブレット端末経由であれば、保護者も子どもの学習状況

をチェックできてよいだろう。中学校の場合は、また別の対策

が必要かもしれない。タブレット端末は、学年ごとに交換より

も、ハードウェア的に大丈夫ならば複数年（例えば 3 年間）で

の交換、というような形がよいだろう。毎年、進級事務等があ

ると、各校の担当者の負担が大きすぎるだろう。 

 子ども用のタブレット端末には、学習者用デジタル教科書を

組み込むことも視野に入れておくとよいだろう。各教科書会社

が次回改訂教科書では（小学校ならば R5 年度改訂か？）、大

きく学習用デジタル教科書を開発してくる見込みである。その

際に組み込んでいくことも考えておきたい。 

 教員用の端末にインストールしている、協働学習支援用アプ

リの授業研究の研修会をしないで何度も行う必要があるだろ

う。習得の授業で用いるのではなく、探究の授業で用いる協働

学習支援用アプリの効果的な使用方法についての研修会であ

る。 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしておりま

す。 

その具体的な取組として、「１人１台端末と電子黒板等の運

用」では、家庭への持ち帰りも想定しておりますことから、御

意見も踏まえて、効果的な活用について検討し、運用してまい

りたいと存じます。 
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22 方策３（３）評価指標 

 評価指標を方策３「ICT 環境の整備と運用」という手だてと

対応させていく必要があるだろう。現状の指標は、単なる ICT

環境整備率と、非常に基礎的な使い方の割合のみである。もっ

と効果的な使用方法をしている割合を示すべきだろう。例え

ば、AI ドリル導入前後での、子どもの知識の定着率の変動、

１人１台タブレット導入による探究型の協働学習の実施率など

である。 

今回は中間見直しでありますことから、第 1 期においては日

常的な活用を目指した指標にしており、まず、使うところから

の目標設定にしておりますが、御指摘いただいたことについて

も、意識しながら有効に活用してまいりたいと存じます。 

 

23  「特に中学校教員の大幅な上昇が見られます。これは、中学

校の全て普通教室へ電子黒板導入影響が考えられます。」と記

載がありますが、この記述では、導入しただけで授業使用率の

向上が見られたとなってしまいます。 

 実際には、使用率向上のために、機器の導入だけでなく、使

用方法の説明、授業への展開例、利用相談等のセンターの指導

努力があって達成したものと考えます。よってここでは「これ

は、中学校の全て普通教室へ電子黒板導入し、同時に授業での

運用のための実践事例の共有等のサポートを行った成果が表れ

たと考えられます。」というような記載も考えられますが、如

何でしょうか。 

御意見のとおり、電子黒板の導入に加え、様々な研修を行っ

てまいりました。小・中学校における電子黒板の導入が大きな

きっかけとなり、授業においてＩＣＴ活用が進んだものと考え

ております。 

24  クラウドサービスの 活用と １人１アカウントの運用 のお

話があります。ここではクラウドサービスの活用に対して「ID

やパスワードの管理等」のお話はりますが、家庭内に PC を持

ち帰りさせた場合、どのネットワークに接続するかによってセ

キュリティへの対応が大きく変わってきます。（例：パスワー

ドがかかっていないフリーwi-fi やネットカフェからのアクセ

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしておりま

す。 

児童生徒の端末にはフィルタリング機能を搭載しており、そ

のことが分かるよう、御意見を反映させてまいります。また、

家庭に持ち帰っても、安全に利用できるように、人的、物理
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ス）。 

 ネットワークの運用においては、ユーザのモラルと同時にソ

フトウェアやハードウェアの対策も必要不可欠ですので、よ

「ID やパスワードの管理等に加えてフィルタリングソフトの

運用により児童・生徒が安心してクラウドサービスは活用でき

る環境の構築を目指します。」 

 

という表記も考えられますが、如何でしょうか。 

的、技術的側面からセキュリティを高め、運用してまいりたい

と存じます。 

25  ③遠隔会議システムを活用したオンラインによる支援の記載

がありますが、遠隔会議システムを用いると電子黒板と同様な

協同学習も可能になります。勿論、電子黒板と遠隔会議による

協同学習は、それぞれのメリットが異なるので、どちらが優れ

ているとは評価出来ませんが、電子黒板が、これからも長いス

パンで教育現場に利用されていくかという見通しはございます

でしょうか。 

 電子黒板の導入時には、現在のような GIGA スクール構想が

次年度から現場で実現可能になるとは想定されていない状態で

構想されました。これが今のように全教室に高速ネットワーク

および 1 人 1 台の PC の環境が実現された場合にも今後も利用

されていくものでしょうか。 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしており、

その具体的な取組として、「１人１台端末と電子黒板等の運

用」を行うこととしており、１人１台端末を活用することで、

手元を拡大して細部まで確認したり、自分の考えをまとめ、学

習の成果物を共有したりすることが可能となります。 

一方、学級全体で一人一人の考えを共有したり、教師が大き

く映して焦点化しながら説明したりする場面もあることから、

大型提示装置は必要だと考えています。今後も効果的に活用し

てまいりたいと存じます。 

26  クラウドの活用と１人１アカウントの運用は特に良いと思っ

た。理由は家庭にインタ―ネット環境があれば、教材の持ち運

びの量の減少、家庭学習の促進につながると思う。 

 小さなころから、長時間近い場所で発行するディスプレイを

見続ける事は視力低下の原因となるため、長時間使うことにな

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしており、

その具体的な取組として、「クラウドサービスの活用と１人１

アカウントの運用」を行うこととしております。 

クラウドサービスの活用により、「いつでも」「どこでも」利
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らないように管理する。タブレットやパソコンを使うときは、

目をできる限り話して使うことをしっかり教育する。画面の輝

度を下げて使う。（医学的根拠はないが、ブルーライトカット

眼鏡などを利用する） 

用することが可能になりますが、健康面にも留意し、活用して

まいります。 

27  これから様々な場面に ICT 技術が導入される中、義務教育

課程においてその技術に触れる機会を設けるのはとてもいいこ

とだと思う。成長していく中で ICT 技術に対する興味・関心

を育てることで、自然と技術の進展の動向を学ぶ動機にもなる

と思う。 

 ただ、小学生から中学生までは多感な時期であるので、端末

などを通じて子どもたちが危険にさらされる危険を少なくして

ほしいと思った。例えば、小学生が持つ端末には中学生のもの

よりも機能制限を多めに設けたりするなどがあると思った。 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしておりま

す。 

１人１台端末に導入するフィルタリングソフトを適切に運用

し、発達段階に応じて、フィルタリング機能の使い分けを検討

しているところです。 

 

28  体調管理や保護者へのアンケートが自動的に集計され、後か

ら視覚的に見返すことができるというのは、情報共有や改善が

早くなるなどの ICT の強みだと思います。 

 デジタルで情報を共有することで学校と保護者の距離が縮ま

り、協力して学生を育てていくことが期待できそうだと思いま

した。 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしておりま

す。 

今後も、デジタルの強みを生かした活用方法を研究し、家庭

との連携も大切した運用を検討してまいります。 

29  個人的には、テストの結果や勉強時間をあとから見返すこと

ができると、学生が自分の現状把握ができて便利だと思いまし

た。 

 データを蓄積して改善に使ったりする、というのも慣れてい

くと強いと思います。 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしており、

その具体的な取組として、「１人１台端末と電子黒板等の運

用」においては、学習支援ツールや AI 型ドリル教材等を活用

できる状況をつくることとしております。 

AI 型ドリルは、学習の結果や学習時間なども確認できます
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ので、１人１台端末の効果的な活用方法の一つとして、研究し

てまいります。 

30  現在の問題として、ネットリテラシーやセキュリティがよく

上げられます。 

 何が良くないとか、危ないとかが、よくわかっていない可能

性が高いため、学生に任せてしまうのは難しいと感じます。 

 デバイス管理ツールなどもあるので、学校側である程度管理

をする必要があると思います。 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしておりま

す。 

教員と児童生徒の利用権限を設定し、利用できる範囲等を制

御しながら、安全に利用できるようにしてまいります。 

31  家庭への持ち帰り運用も想定され、1 人 1 台の端末を授業時

間外も利用でき、家庭での主体的かつ日常的な学びへの活用で

きる計画と思われます。その中で、「計画の背景と趣旨」で述

べられているような「学校よりも家庭が先行し、「学び」では

なく「遊び」の道具として使用されている傾向が明らかになり

ました」と課題が書かれている通り、家庭での活用が鍵になる

と思われます。方策２の「授業以外の ICT 活用の例」では、

授業以外の"家庭"での"学び"については、例として直接言及さ

れておりませんが、家庭での学びの中で、教員の効果的な活用

検討が期待されます。具体的には、方策２の「今後の主なスケ

ジュール」の中で、「オンライン（同期型・非同期型）」のう

ち、非同期型が大変注目されます。特に家庭での非同期学習

は、「②1 人 1 台端末と電子黒板等の運用」で述べられる AI ド

リル教材等が、家庭での活用に積極的に取り入れられ、学生の

個別・全体的な活用状況（学びのエビデンス）が教員・家庭・

学生本人側で学習履歴や傾向で確かめられ、主体的な学びの姿

勢の指導に役立てられる点等が期待されます。一方、オンライ

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしており、

その具体的な取組として、「１人１台端末と電子黒板等の運

用」においては、学習支援ツールや AI 型ドリル教材等を活用

できる状況をつくることとしております。 

家庭におけるオンライン学習については、ＡＩ型ドリルのほ

か、パブリッククラウドを通じた教材等の提供や同時双方向の

オンラインによる支援を効果的に組み合わせてまいります。 

また、ＡＩ型ドリルは自動的に採点し、一人一人の理解に応

じた問題が出題されますことから、教員の負担も軽減されると

考えております。 
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ン学習環境自体は、教員にとって新たな負担増であり、自動採

点集計機能、採点結果に基づくアドバイス表示機能等によっ

て、教員の採点・指導負荷軽減の視点も取り入れることも重要

と考えられます。 

32  「第１期 高松市ＩＣＴ教育推進計画（令和２年度改定

版）」案についての意見を下記に整理し、記入いたしました。 

「家庭におけるオンライン教育環境の拡充」 

 新型コロナウイルス感染防止対策として、2020 年 3 月以降

に全国の小中学校が臨時休校を実施しました。臨時休校に対し

十分な準備が整わなかった学校も多く、プリント配布などによ

る家庭学習が中心でした。その結果、児童生徒の学習時間の減

少や集中力やモチベーションの低下など様々な問題が挙げられ

ています。 

 ICT を活用したオンライン教育は、児童生徒同士の協働学習

や教員と児童生徒間のコミュニケーション等といった、プリン

ト配布などの家庭学習とは異なる様々な能力の育成が可能とな

ります。 

 今後、新型コロナウイルスに限らず、再び臨時休校になる可

能性はぬぐいきれません。そのため、学校は勿論、家庭におけ

る ICT を活用したオンライン教育環境の整備をより意識した

ICT 教育計画を立てることが重要だと感じました。 

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしており、

その具体的な取組として、「１人１台端末と電子黒板等の運

用」においては、学習支援ツールや AI 型ドリル教材等を活用

できる状況をつくることとしております。 

家庭におけるオンライン学習は、ＡＩ型ドリル、パブリック

クラウドを通じた教材等の提供や同時双方向のオンラインによ

る支援を効果的に組み合わせてまいります。 

新型コロナウイルス感染症などにより、臨時休業になった場

合は、個々の状況を踏まえながらオンライン等によって児童生

徒の学びを保障してまいります。 

33  新型コロナウイルス感染症でオンラインの授業が増えてきて

ICT を早い段階から学ことは非常に重要であると考える。 

 しかしながら２計画の基本的な考え方の(１)方針と位置付け

として対象が小・中学生というのはリスクが大きいように感じ

本計画の改定に当たりましては、目標の実現に向けた方策と

して、「ICT 環境の整備と運用」に取り組むこととしておりま

す。 

まずは、教師と子どもが学校で活用しながら、発達段階に応
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る。 

 まず、小学生に端末を持たせることの精神面での問題であ

る。 

 小学生はまだ情報のリテラシーや倫理観がうまく形成されて

いない。 

 そのような状態で端末を持たせると悪影響を及ぼす恐れがあ

ると考える。 

 次に、小学生の技術面での問題である。これは大人でも言え

ることなのだが、ICT では個々の能力に大きく差が出やすい。

以前は紙をめくるだけで次のページに進めたが、今はどのよう

に端末を操作すればページをめくれるのか分からないとなって

しまえば端末学習のメリットが生かしにくい。 

 小学生の期間に倫理的なことや技術的なことを学んでから中

学生・高校生から ICT 化でもよいのかもしれない。または、

きちんと大人がファイアーウォールなどのフィルターを設定す

る。操作は簡単に理解しやすいように端末をデザインするなど

の対策が必要であると考える。 

じた利用の在り方を研究してまいりたいと存じます。また、端

末には、フィルタリング機能を搭載しておりますので、便利さ

と安全性のバランスをとり、よりよい運用が図れるようにして

まいります。 

その他 

34 「さらに、令和 2 年 4 月には、・・・」の 2 が半角表示されて

いる。文書全体の統一から見ると、全角ではないか。 

御意見ありがとうございます。反映します。 

35  授業以外でも ICT 活用に取り組むという案は非常に良いと

思いました。コロナの流行から、健康状態の情報の共有はより

重症度を増す今日において、朝の会で体温を測りそのデータを

共有することで、担任の先生や教護教諭、親も容易に把握する

ことが可能となります。家庭などとの連絡・相談をデジタルで

本計画の推進に当たりましては、ＩＣＴを生活の様々な場面

で活用し、授業では学びの道具として効果的に活用することを

目指しています。 

保護者の理解と協力は欠かすことができないものですので、

家庭における活用は、デジタルの強みを生かして、児童生徒を
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行う事ができるようにすることで、メールだけで行うより連絡

しやすいと思います。先生と保護者との距離感を近くして、相

談しやすい関係を環境から構築することが必要だと考えます。 

 クラウドサービスの活用はすぐ実用化できると思います。 

 ノーメディアウィークの実施については、一週間メディア０

というのは実現が非常に難しいと思われます。家庭内ごとで親

と目標時間を決め、継続的な実施を試みる必要があると考えま

す。一日の終りに、保護者と子どもが一緒にメディアの利用時

間を振り返り、グラフなどで可視化することで意識的に利用時

間の削減に当たれるのではないかと思いました。 

守ることができるよう、家庭と連携してまいりたいと存じま

す。 

36  ICT を利用して教育を提供することで情報活用能力の育成を

図り、より個人に適した教育を行うということについては昨今

のコロナ禍や情報化社会に即した素晴らしい計画だと思いま

す。しかし、全体を通して情報化社会に追いつこうとし過ぎて

いるのではないかと感じました。ICT を用いた教育の受け手で

ある生徒の学力向上に効果的であるのか、ICT による教育の変

化に応じて保護者はどのような観点に注意しつつ子どもの学習

を見守り、サポートするべきなのかについて注意して実施して

いくべきではないかなと思います。 

 具体例として理科の実験や美術、音楽の授業は直接見て、触

って、試すような実体験を通して学習した方が理解しやすく、

生徒のモチベーションにもなるのではないかと思います。ま

た、保護者についてもスマートフォンの普及が進んだとはい

え、SNS の利用やネットサーフィンにおける危機管理につい

て理解が進んでいるとは考えづらく、適切な IT との向き合い

これまで築きあげてきた我が国の素晴らしい教育実践と、Ｉ

ＣＴを効果的に組み合わせることで、新しい時代に必要な資

質・能力を育成していくことで、本計画の目的である「ICT を

主体的に活用することを通して、社会を豊かにできる人間を育

てる」に向けて、引き続き取り組んでまいります。 
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方について知識が十分ではない可能性が大きいです。親子 2 世

代の指導を含めた計画を構想すれば教育にとどまらない、市全

体の IT リテラシーの向上に繋がると思います。 

37 ・ICT を使用した「遊び」と「学習」の区別の整合性について

どう考えるのか？ 

 例えば、漫画やイラストを多用しているクイズ形式のものを

「漫画を見て遊んでいる」と捉えるのか「もの」に対する理解

を増やしているのか、など 

「遊び」と「学習」の区別は、状況や文脈によって違ってく

ると思いますが、「学び」があるかないかが重要であると考え

ております。 

 ICT を積極的に活用することで、本計画の目的である「ICT

を主体的に活用することを通して、社会を豊かにできる人間を

育てる」に向けて、取り組んでまいります。 

 

 


