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高橋（稔）委員

　教育現場におけますＩＣＴ利活用の推進について何点か伺ってまいります。

　本年の電子化全開宣言の中の行動計画案が２月に提示されたわけでありますが、

これらについて何点か確認をさせていただきながら伺ってまいります。

　まず、本県の電子化全開宣言行動計画案の中にあります教育のスマート化につ

いてどのように記載されているのか、簡潔に伺っておきたいと思います。

情報防災課長

　電子化全開宣言の行動計画案の中に、教育のスマート化に関しましては、我が

国の未来を担う子供たちが急速に進展する情報社会を生き抜くために必要な基礎

的知識に加え、ＩＣＴを効果的に活用した問題解決能力、情報活用能力を着実に

身に付けることを目指し教育環境を整備することとしており、併せて教員の校務

の負担軽減と効率化により、子供と向き合う時間を確保するとともに、教育課題

や質の高い授業に取り組むため、教員１人１台の校務用パソコンの整備が喫緊の

課題だというふうに記載されております。

高橋（稔）委員

　行動計画の中の教育のスマート化の一部を紹介していただいたと思うんですが、

この教育のスマート化と教育の情報化というのは何が違うと思いますか。

情報防災課長

　スマート化というのは、いろいろなものが的確に、情報も含めてなんですが、

スマートとは、能力がうまく広がるというような意味がございますので、スマー

ト化の中に情報化が含まれているというように、解釈しているところでございま

す。

高橋（稔）委員

　大体同感なんですが、スマート化は、私なりの解釈で恐縮なんですが、ソフト

の活用かなと、一層のハード、ソフトの活用かなと思っていまして、情報化とい

うと限定思考的な解釈をしているんですが、今何を申し上げたいかというと、楠

委員の質問にもあったんですけど、このデバイスというかハードはあるんですが、

どう使いこなすかというか、ここが非常に大事になってきているなと、活用して

いくかということも含めて、非常に問われ出しているなということも含めてスマ

ート化の時代になってきたなという、このように解釈しているんですが、実は、

文科省の資料を読んでみましたら、やはり平成 26 年度は情報通信技術を活用した

学びの推進というタイトルを打っていまして、現政府でも情報通信技術の活用と

いう、今までの高度情報化社会への構築とか、そういうこととは少し表現が違っ

てきているなというふうに感じているんですが、そういった中で、今申し上げま

したように、国でも正に大きなテーマとして予算をつけているわけですが、この

教育のスマート化に関して、本県の学校現場での課題について伺っておきたいと



思います。

情報防災課長

　委員御指摘のとおり、ハードだけが問題ではないというふうには考えておりま

すが、今お話のありました国の第２期教育振興基本計画、これは昨年６月に示さ

れたわけでございますが、この中でハード的に教育用のコンピュータ１台当たり

の児童・生徒数が 3.6 人という目標が平成 32 年度までということで目標値が示さ

れているところでございます。また、その他にも校務用のパソコン、コンピュー

タが教員１人１台の整備など、様々なハードの目標値が示されているところでご

ざいます。しかしながら、文科省が実施しました調査、学校における教育の情報

化の実態等に関する調査では、本県の県立高校の生徒用パソコンの配備率は全国 38

位であるとか、教室で活用するプロジェクターなどの周辺機器の整備も他県に比

べて遅れている状況にございます。また、教員に配備しているパソコンにつきま

しても、先ほど申し上げた調査結果では、47 都道府県中 46 位という非常に厳しい

状況になっておりまして、まずはハードの環境面からではいろいろな課題がある

のではないかなというふうに考えているところでございます。

高橋（稔）委員

　なかなかソフトの課題克服までいかない。まずはハードの課題が山積していま

すよと、端的に言うとそういうことなのかなと思いますが、ハードがなければソ

フトもないので、やはりハードをしっかりして、そして整えて、今幾つか教育の

このＩＣＴ活用による指導力の向上ですとか、いろいろそういう所期の目的達成

のために一層の御努力をいただかなければいけないわけですが、そこで平成 26 年

度当初予算で、県立高校でＩＣＴを活用したモデル校やスーパースクールの実際

の研究を行っているというふうに伺っていますが、具体的な内容について確認さ

せていただきます。

高校教育指導課長

　ＩＣＴを活用した教育を推進するモデル校３校ということと、スーパースクー

ルを１校ということで、現在、公募しておりまして、３月中に指定する学校を決

定する予定で進めております。

　具体的にモデル校については、プロジェクターと書画カメラ、書画カメラとい

うと分かりにくいのですが、昔のＯＨＰに当たるようなものだとお考えいただけ

れば結構だと思いますけど、そういうものを８台ずつ整備する予定でございまし

て、生徒がまとめた資料を大きく提示して互いに発表し合う、こういう活動を通

しまして生徒の思考力、判断力、表現力を育むような学習活動を充実させていく

という狙いを持っております。

　もう少し詳しく申しますと、こちらのモデル校については、一つの学年で、同

じ学年が２年間積み重ねられることによってどういうことができるかというよう

なことを研究してもらうというつもりでおります。

　また、スーパースクールについては、民間企業の助成制度などを活用いたしま

して、生徒が１人１台のタブレット型端末を使用するように今目指しておりまし



て、実際には生徒が課題について調べたり、自分の考えを発表したりするときに、

このタブレット型端末を活用しまして、こういうような学習を通して最終的に問

題解決能力、情報活用能力を育むことを狙いとしております。こちらの方のスー

パースクールについては、特に一つのクラスで３年間積み重ねることによってど

んなことができるかということで、若干規模については狙いについても違うとこ

ろがございます。

　なお、この指定校の研究の成果については、公開授業でありますとか情報教育

の担当教諭が参加する、教育課程説明会などを通じて他の学校の教育の方にも周

知して、多くの学校で良い使い方ができるようにと、広めてまいりたいと考えて

おります。

高橋（稔）委員

　今、３月中に公募をかけるということですが、どこも厳しい話でしょうし、あ

る程度専門に特化しているとか、いろいろ狙いを定めているのかなと思うんです

けど、その辺もう少し具体的にいかがでしょうか。

　併せて、スーパースクールについて、民間活力というか民間の協力を仰ぐとい

うことなんですが、ある程度ここにきますと新年度そうそうすぐ取り組むという

ことになりますと、もう具体的にある程度根回ししているのでしょうから、ざっ

くばらんに伺っておきたいと思います。

指導部長

　我々の時代の授業という形態は、黒板に向かって生徒が同じ方向を向かいなが

ら、先生方がすり込み型の一斉授業をやっていくという形になっておりました。

ただ、最近、思考力、判断力、表現力という新たな力といいますか、そういうも

のを子供たちに付けたいという話の中で、そういうすり込み型の授業ではなくて、

40 人のクラスは 40 人のクラスで六つとか八つとかのグループに分けて、そういう

中で、子供たちの机を寄せ合いながら、自分たちで一緒になって考えて、それを

発表する。そういう形を通じて学びを進めていくという、そういうパターンがご

ざいます。ですから、今回のモデル校というのは、そうしたグループ枠に取り組

めるような、そういう環境があるような学校にお願いをし、そうしたグループ枠

を通じた学習の進行ということを想定しております。

　また、スーパースクールについては、一クラスの中にできるだけ１人１台のタ

ブレットを想定しておりまして、例えば、今話題になっております反転学習とか、

そうしたようなものも含めて新たな学びの形態といったことも我々求めていきな

がら、その成果をまた学校現場に返していきながら、裾野を広げていって、そう

した取組を進めていきたいと考えているところです。

高橋（稔）委員

　どこの民間企業だかはまだ言えないんですか。まだ予算審議中ですからね、確

定めいた話をされても困るので、そういうかなり濃密な打合せをしながら進めて

いるというふうに理解しておきたいと思いますが、ある程度グループ学習ができ

たりグループワークができるというところに狙いに定めているということですが、



３年間きちんとやって、その成果を公開授業等で発信していくという話ですが、

本県の置かれている位置が極めて低位置にあるといいますか、取組が体験ですか

らいたし方ないと言ってしまえばそれまでですが、もう少し早くこういう成果が

一人一人の児童・生徒のために役立たないかなという思いを強くするのですが、

少し古い表現で恐縮ですが、いわゆるデジタルデバイドです。この部分が非常に

悩ましいなと、こういう懸念を持ってしまうんですが、こういう先行しているグ

ループはいいわけですが、また学びたくてもそういう環境がなくて、デジタルデ

バイドが生まれかねないというか、こういうことについては県教委としてはどう

いう御見解をお持ちなんですか。

高校教育指導課長

　委員おっしゃられますとおり、早くから先進的な機能を備えた機器を配備して

やっていくということが我々も望ましいし、是非そうしたいと思っております。

そういう中でも、先ほど少し答弁し切れなかったんですけど、これまでも新しい

取組として屋根貸しという言葉、これが本当に正しい言い方かどうか分かりませ

んが、そういうような取組によって新たにタブレットなどを配置して研究をして

いるような学校というような取組も始めております。もっともっと工夫をして多

くの生徒に早く新しい機器を提供して新しい学びにつなげていくということが必

要だということは認識しておりますので、これからも様々な工夫をして、または

民間活力の活用をもっと拡大していきたいと考えております。

高橋（稔）委員

　提案ですが、学校という空間は、他校の人は行きにくいですよね。ですから、

誰もがフランクに通えるオープンカフェ的なものがあって、そこにある程度ここ

でやられている先進技術、神奈川県の高校生は今こういうことを学んでいるんで

すよというぐらいの共有スペースがあってもいいかなと思うんですよね。そうい

うものがどこかにスペースとして持てないものかなと、こんなふうな思いを強く

するのですが、それは１校に、いつでも、どんな高校の生徒でも来ていただいて

結構ですよというふうなことでもいいんですが、なかなかそれは大変なことだろ

うなと思いますので、そういうオープンスペースについて、そういうビジョンは

ないですかね。

高校教育指導課長

　これまで公でというと、総合教育センターのような場所で情報の教員の研修で

あるとかをやってきております。ただ、今委員御指摘のような、ある程度開けた

といいますか、そういう部分についてはまだまだできていない部分がありますの

で、今後の新しい情報社会で、特にいろいろな負の要素もたくさんございますの

で、それも絡めていろいろ考えていかなければいけないなと思います。

教育局副局長

　やはり今御提案いただいたようなデジタルデバイドを解消していくためにはオ

ープンカフェみたいなものを積極的に導入していくというようなお話、これはや

はり非常に良いことだと思っております。ですので、例えば今、各学校でいろい



ろ先進的にやっているところを、積極的にまずは公開授業にするとか、あるいは

今後、県立高校改革等の研究も進めてまいりますので、そういった中でもこうい

ったアイデアをどんどん頂きながら、全ての学校というわけにはいきませんが、

是非ともそういった考えが実現できるような形でいろいろ考えていきたいと思っ

ております。

高橋（稔）委員

　それが、教育のスマート化だと思います。やはり、先ほど課長が言われたこと

につながるのではないかなと思うんです。これが、スマート化ということではな

いかなと思って、ずっとこの電子化全開宣言の行動計画案、各部局のものが出て

いますので読んでいるのですが、単なる情報化とスマート化は何かが違うはずな

んですよね。そこを強烈に感じているものですから、一層の取組を期待しておき

たいと思います。

　もう一つ忘れてはいけないのが、特別支援学校での取組だと思います。御説明

にもありましたタブレット端末や電子黒板等が配備されると伺っていますが、具

体的にどのように活用されていくのか、またその効果についても伺っておきたい

と思います。

特別支援教育課長

　特別支援学校では、次年度、全校に４台ずつタブレット型の端末の配備をお願

いしております。既に今年度、全校に４台ずつ配備をして、児童・生徒の障害の

種類や状態、それから発達の段階に応じた活用を進めております。

　具体的な活用と効果でございますが、例えば、指さしだとか身振りなどの単位

で意思を伝えていた小学部の知的障害のある子供が、音声の出るアプリを使うこ

とによって、自分の意思をタブレット型端末から出力される言葉を活用して周り

の人に伝えることができるようになったという事例がございます。また、高等部

の知的障害がある生徒が、将来、社会人として仕事ができるようになるために、

タブレット型端末に入力をしてある作業の手順ですとか、道具の使い方を確認を

しながら作業に１人で取り組むことによって、最初から最後までの全部の工程を

掌握することができるという、そういった事例も見られております。こうした取

組を通して、障害のある児童・生徒の自立と社会参加に向けたコミュニケーショ

ンの能力の向上ですとか、あるいは就労の促進ということにつながっていくとい

うふうに考えております。

　また、電子黒板については、次年度は高校に設置した分教室２教室に配備をお

願いしてございます。電子黒板は、教科書ですとか資料のプリント、写真、生徒

のノートを拡大表示することができて、さらに電子ペンで書き込みが容易にでき

るといった、そういう機能がございます。こうしたことから、視覚的な情報を活

用して授業の理解が促進されたり、自分の考えを分かりやすく説明できるといっ

た、そういった効果があると考えてございます。

高橋（稔）委員

　特別支援学校で、タブレット型端末等の活用で大きな可能性が開かれるという、



そういう思いを強くしたわけですが、総務省との連携の下で、各地域においてＩ

ＣＴを活用して学校間ですとか、学校と家庭ですとか、企業と家庭ですとか、そ

ういうことを結ぶ、いわゆるテレワーク的なもの、そういったものも十分今試行

しているわけですし、そういった中で一人一人の障害を持っている方も含めて可

能性を開いていくような在り方を大いに追求していってほしいとお願いしておき

たいと思います。

　もう一つ、こういう提案が成り立つかどうかなんですが、案内型のロボットが

開発されているんですね。目の不自由な方にとって、案内型ロボットの存在って

どういう存在になるんだろうということを考えたときに、私は、関西のパナソニ

ックの記念病院、松下記念病院に行ったときに、ロボットが薬剤から何から全部

運んでいるんですね。それから少しした手術用具もロボットが病院内を動いて運

んでいるのを見てきたのですが、目の不自由な方にとって、案内型ロボットの存

在というのはどういうふうにお感じになるんだろうと思って記事を読んでいたん

ですが、例えば、さがみロボット産業特区と言っている中で、もしそういうロボ

ットが本当に特別支援学校、盲学校等で利活用できるような場面ということがあ

るならば、これは、もし御協力を頂ければという前提ですが、そういうことを考

えることが可能ではないかなと思ったのですが、なかなか御理解いただけないと

難しい話もあるかなと思いますが、御見解を伺えますか。

特別支援教育課長

　ロボットでございますが、介護ですとか福祉の世界では導入が緩やかに始まっ

ているかなというふうに考えてございます。

　ただいまの視覚障害のある方にということで、盲導犬に代わるロボットの活用

が既に着手されている状況がございますので、そういった研究と開発の今後の進

行によっては、視覚障害のある方の行動の一助になっていく手段となり得ると推

測ができます。ただ、現状ではこれが具体的にというところでは、可能性はある

のかなと考えております。

高橋（稔）委員

　この間、横浜市立盲特別支援学校のことがＮＨＫで報じられていましたが、３

Ｄプリンターで造形が生み出されていったときに、目の不自由な子供たちが、キ

リンはこういう形をしているんですかと、立体造形を手にしながら感想を述べて

いましたけど、３Ｄプリンターができたから瞬時に物が造形できるという、この

威力は我々健常者にとって分からない部分だと思って感動して見ていたのですけ

ど、やはりそういう環境を整えてあげるということは大事なことではないかなと

思うのです。やはりやれることを私たちも努力していくというか、そういう視点

を、特別支援課長が答えていただきましたが、可能性があるという答えなんです

が、大いにそういう案内型ロボットを、例えば御理解いただければ利用してみて

いただくとか、そういう発想があってもいいんじゃないかなと。知事部局はさが

みロボット産業特区と声高に言っているわけですから、それ、生活支援で使える

ということは大きな力になっていくと思うのですけど、教育委員会としてはそう



いうことに対してどういうスマート化を思考しているのかな。これもスマート化

なんですが、御見解を伺っておきたい。

教育長

　今、案内型ロボットの話からスマート化ということでお話がありましたが、現

実の社会を見てみますと、もう車も運転する人が、ドライバーがいなくても運転

する。物に近づいたり、人間の形に近づくとブレーキがかかって止まるとか、こ

ういったようなことが、考えられることとか、それがいつ、どれくらい短い期間

で達成できるかというのはなかなか難しい。目の障害のある方がそれを使って事

故に遭わないとかとの安全性のこともあるので、それは分かりませんが、ただ、

そういったような自分にない機能を補うというようなことはどんどん取り入れて

いかなければいけないと思っています。

　また教育の現場においても、ＩＣＴを使ったということになりますと、授業そ

のものの質の向上、それから分かりやすい授業というものへの工夫、それからス

マートという意味では、教員の負担感の軽減とかということになりますと、今ま

で先生がやっていたものを機械にやらせてしまう、若しくは１年目、２年目、３

年目でだんだん覚えていくというようなもの、今もうベテランの教員がどんどん

いなくなって若い人に代わってくる。そうすると、ベテランのノウハウをそこに

ストックしてしまう、ナレッジシステムのようなものを自分としてはつくってい

きたいなという思いはかねてからあります。なかなかつくるのは難しいわけでご

ざいますが、そういったことで、機械に代えるということで、若い先生が早く一

人前になれる、それから業務が標準化できる。今までは進んでいるＩＣＴを使っ

た授業でも、ある学校ではものすごく進んでいる学校もあるし、まだまだのとこ

ろもある。また業務の標準化といったようなことにもつながっていくと思います

ので、そういった可能性というのは多く秘めていると思いますので、そういった

ものについてはどんどんできることは取り入れていきたいと、こんな思いでいる

ところでございます。

高橋（稔）委員

　スマート化を試行していくと、教育長がおっしゃるように、教員の方がスマー

トになっていかなければならないなと思って今伺っていたんですけど、正に、生

意気言うようで申しわけないんですけど、やはり教員の方も端末というかハード

がなくて大変な中で、環境が整っていないのに、なかなか大変な話だと思います

が、だからこそ校務用のパソコンも新たに整備して、今、教育長がおっしゃった

ように、しっかりとそういった標準化も試行していくんだと思うんですが、質問

しようと思ったら、教育長に答えられてしまったので、その中に全て答えが凝縮

されているのかなという思いですが、もう一つ、標準化もさることながら最適化

もあると思うんですね、最適化。これがやはり叫ばれていまして、釈迦に説法で

すから余り言いませんが。もう一つ、この標準化していく、最適化していくとい

う上で、この行動計画の中でも述べられていますが、ＢＰＲですね、ビジネスプ

ロセス・リエンジニアリングですね、こういう、自分の業務の見直しということ



が叫ばれているわけですが、今までの仕事の仕方で良かったんですかと立ち返ら

ないと、ＢＰＲは始まりませんよということがここに大きく書かれているわけで

すが、教育長が質問しようとしたことについて答えてしまったので、ＢＰＲ、こ

の業務の最適化、ここについてどういう行動計画を持って教育委員会として取り

組んでいこうとしているのか、これに変化させていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。

教育長

　ＢＰＲといいますと、今までの仕事の見直し、新規からつくり直すという発想

だと思います。そういった中でやっていかなければいけないのは、先ほども少し

お話しさせていただきましたが、あるところの学校ではものすごく進んでいる。

あるところはそうではない。これを前提にまとめると、個別最適化が進んでいる

中で、これから教育委員会は全体のレベルも上げていかなければいけないという

こともあるので、質の良い事業ができれば、それが全体で最適にできるような、

そういう方向性に向かっていかなければいけない。そのためには、良いことをや

っているのが全ての教員に全て伝わるように情報の共有の手段としての活用、そ

れから質を上げるための全体最適化、こういったものに使っていくといった中で、

良い授業、そういったようなものについては、全ての人が共有できるような、そ

んな方法の手段としても使っていきたいなと考えているところです。

高橋（稔）委員

　全体の最適化、本当に大県であるがゆえに大変なことだと思います。小島委員

からいろいろランキングのこととかを出していましたけど、やはり本県と他県と

規模が違うので、規模のせいにしてはいけませんが、やはり大県であるがゆえの

御苦労も多いんだろうと思いますが、そこでハード、ソフトに当たっても、この

設備を整えるに当たっても予算を伴う話ですから、しっかりこの辺、国の予算等、

使えるものは大いに使って、本県のＩＣＴ教育の充実を図っていき、一層努力い

ただくことを要望して質問を終わります。


