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１．長浜市学校ＩＣＴ環境整備計画の策定にあたって 
（１）計画策定の趣旨 

近年のグローバル化や急速な情報化の進展により、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化して

います。とりわけ、情報通信技術（ＩＣＴ）は日々進化しており、タブレット端末やスマートフォンの普及

により、どこでも誰とでも、常にインターネットを使って情報発信したり交流したりすることができる時

代となりました。 

小学校では令和２年度、中学校では令和３年度から全面実施となる新学習指導要領において、

情報活用能力が言語能力、問題発見・解決能力等と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位

置づけられ、「各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するた

めに必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る」ことが明記されるととも

に、小学校においては、プログラミング教育が必修化されるなど、今後の学習活動において、積極的

にＩＣＴを活用することが想定されています。 

また、校務の効率化による教職員の事務作業の軽減と子どもたちと向き合う時間の更なる確保

を推進する有効なツールとして、教職員の働き方改革の側面からも大いに期待され、今までにない

変革を与える可能性を秘めています。 

しかしながら、教育の情報化に必要なＩＣＴ機器や校内無線ＬＡＮ等の整備には多額の費用がか

かり、さらには導入したＩＣＴ機器の老朽化による更新に要する費用も見込まなければならない等、

計画的かつ効果的に整備する必要があるほか、整備するＩＣＴ機器を有効に活用する方策も具体

的に示す必要があります。 

こうしたことから、長浜市の教育情報化の現状と課題をふまえ、本市がめざす学校教育における

情報化の基本的な考え方と進めるべき方向性を示すため、長浜市学校ＩＣＴ環境整備計画を策定

します。本計画に基づき、学校教育の情報化について共通のビジョンを持ち、多様な子どもたちを誰

一人取り残すことのない公正に個別最適化された学びや創造性を育む新しい長浜の教育を推進

していきます。 

 

＜長浜市がめざす教育の情報化の姿＞ 

授業・学習面でのＩＣＴの活用 

  ☆ 学びの協働化（主体的・対話的で深い学びの実現） 

学習課題や個々の思考を可視化し、即時共有を通じた効果的な学び合いによる創造的な問

題発見・解決学習を充実させる。 

☆ 学びの個別最適化（EdTechによる個に応じた学びの推進） 

教科知識の習得は個々の理解度や特性に応じた最適な学び方（ＡＩ型ドリルの活用等）を選

び、基礎学力や学習意欲の向上を図る。 

 

 校務面でのＩＣＴの活用 

校務支援システムの導入により、校務の効率化を実現し、教職員が児童生徒に向き合う時間

を増やし、教育的効果を向上させる。 
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（２）計画の位置づけ 

本計画は、「長浜市総合計画」及び「長浜市教育振興基本計画」に定める基本方針並びに施策

の基本方向を踏まえ、「時代に応じた情報教育の推進」を実現するためのＩＣＴ環境の整備計画と

して位置づけます。 

 

 

 

                               

 

 

 

 
 

（３）計画の期間 

本計画の計画期間は令和元年度から令和5年度までの５ヵ年とします。 

ただし、社会情勢や教育を取り巻く環境の変化や計画の進捗状況等により、必要に応じて柔軟

な見直しを行います。 

 

（４）国の動向 

①教育の情報化について 

令和２年度から順次全面実施される新学習指導要領においては、「情報活用能力」を、言語能

力、問題発見・解決能力等と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けるとともに、「各学

校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を

整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る」ことを明記するなど、今後の学習活動にお

いて、より積極的に ICTを活用することを求めています。また，小学校段階で初めてプログラミング

教育を導入するほか、中学校、高等学校等における情報教育についても一層の充実を図っていくこ

とが示されています。 

また、文部科学省は、令和元年６月に新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まと

め）を公表し、新時代に求められる教育の在り方や、教育現場で ICT環境を基盤とした先端技術・

教育ビッグデータを活用することの意義、将来の教育現場のイメージについて具体的に示しました。

先端技術活用推進方策では、Society5.0 時代において、「多様な子供たちを誰一人取り残すこ

とない、公正に個別最適化された学びの実現」を目指しており、ICTを基盤とした先端技術や教育

ビッグデータの効果的な活用に大きな可能性があるとしています。 

さらに、経済産業省は、令和元年６月に未来の教室ビジョン（第２次提言）を公表し Society5.0 

時代を生きる上で重視すべき能力を習得させるために STEAM 教育を強化するとともに、従来の

一律・一斉・一方向型の授業から EdTech を用いた自学自習と学び合いへの学び方へと重心を

移すことや、多様な学び方の保障が必要であると述べており、そのような教育を実現するために、新

たなインフラの整備と業務環境の再構築を行う必要があると提言しています。  

これらの提言において、社会構造が急激に変革する中で、子どもたちが予測できない変化を前

向きに受け止め、より良い社会と幸福な人生の創り手となれるように、教育の情報化を通じた次世

代の教育の創造が求められています。 

長浜市総合計画 

長浜市学校ＩＣＴ環境整備計画 

長浜市教育振興基本計画 

長浜市がめざす教育の姿 

つながりあい、学びあい、豊かに生きる人づくりをめざす「ながはま」 

基本目標２ 子どもの自立に向けた「生きる力」を育む教育の推進 

施策の基本的方向２ 豊かな心の育成 

●時代に応じた情報教育の推進 
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図１ 新時代における先端技術を効果的に活用した学びの在り方  （文部科学省, 新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）より引用） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２ 「未来の教室」ビジョン  （経済産業省，「未来の教室」と EdTech研究会-第 2次提言より引用） 
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②国の整備目標値 

新学習指導要領の実施を見据え、学校において最低限必要とされ、かつ優先的に整備すべき

ICT環境整備について明示するため、平成２９年１２月に「平成３０年度以降の学校における ICT

環境の整備方針」が公表されました。また、学校における ICT環境の整備に必要な経費について

は、本整備方針を踏まえた「教育の ICT化に向けた環境整備 5か年計画（２０１８～２０２２年度）」

に基づき、単年度 1,805億円の地方財政措置が講じられることとなっています。 

また、平成３０年６月１５日に閣議決定された第 3期教育振興基本計画において、「『平成３０年

度以降の学校における ICT環境の整備方針』に基づき、学習者用コンピュータや大型提示装置、

超高速インターネット、無線 LANの整備など、各地方公共団体による計画的な学校の ICT環境

整備の加速化を図る」ことが明記されました。その際、測定指標として、「学習者用コンピュータを３

クラスに１クラス分程度整備」「普通教室における無線 LANの１００％整備」「超高速インターネッ

トの１００％整備」「教師の ICT活用指導力の改善」が、政府全体の方針として設定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 教育の ICT化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022年度） 

 

しかしながら、学校の ICT環境の整備状況については、大多数の学校において目標とする水準

を達成しておらず、かつ、地方公共団体間で大きな格差があるなどの課題があるため、令和元年

12月５日に閣議決定された「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」において、「初等中等教育

において、Society 5.0 という新たな時代を担う人材の教育や、特別な支援を必要とするなどの多

様な子供たちを誰一人取り残すことのない一人一人に応じた個別最適化学習にふさわしい環境を

速やかに整備するため、学校における高速大容量のネットワーク環境(校内 LAN)の整備を推進す

るとともに、特に、義務教育段階において、令和 5年度までに、全学年の児童生徒一人一人がそれ

ぞれ端末を持ち、十分に活用できる環境の実現を目指すこととし、事業を実施する地方公共団体に

対し、国として継続的に財源を確保し、必要な支援を講ずることとする。（「GIGAスクール構想の実

現」）」とされ、令和２年１月３０日に可決・成立された令和元年度補正予算において、児童生徒向
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けの 1人 1台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するための経費が盛り込ま

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４ これからの学びを支える学校 ICT環境整備の実現に向けたイメージ （文部科学省，中央教育審議会初等中等教育分科会資料より引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ GIGA スクール構想の実現のロードマップ  （文部科学省，GIGA スクール構想の実現についてより引用） 
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２．長浜市における教育情報化の現状と課題 
（１）国の指標と長浜市のＩＣＴ環境の整備状況 

 平成３０年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査による本市の主なＩＣＴ機器等の

整備状況については、教員の校務用パソコンの整備率以外は県・全国の平均を下回っており、本市

の整備環境は大きく遅れています。国の「第３期教育振興計画」で掲げるＩＣＴを活用した教育の推

進に関わる具体的な整備目標をめざし、財政状況等を勘案しつつ、本市の実情に応じた環境整備

を段階的かつ早期に整備していく必要があります。 

 国の目標 長浜市 全国平均 県平均 

教育用パソコン１台あたりの児童生徒数 ３．０人 ６．６人 5.4人 5.2人 

普通教室の大型提示装置整備率 １００％ ３２．３％ 52.2％ 59.5％ 

普通教室の無線ＬＡＮ整備率 １００％ １．８％ 41.0％ 42.0％ 

教員の校務用パソコン整備率 １００％ 127.4％ 119.9％ 113.7％ 

統合型校務支援システム整備率 100％ ０．０％ 57.5％ 39.8％ 

指導者用デジタル教科書の整備率 － 15.8％ 52.6％ 72.8％ 

 

（２）教科指導等のＩＣＴ活用に関する整備状況 

本市においてはすべての小中学校にコンピュータ教室が設置され、児童生徒用のデスクトップパ

ソコンが整備されています。コンピュータ教室に整備しているデスクトップパソコンについては中学

校技術・家庭科における情報分野での学習、小中学校・義務教育学校における総合的な学習の時

間での調べ学習等で活用されています。 

普通教室については、市教育委員会主導によるＩＣＴ機器の整備は行っておらず、大型提示装置、

デジタル教科書等の導入は各校の配当予算の中で対応している状況です。各校では教員が教室

にノートパソコン等を持ち込み、デジタルテレビの画面やプロジェクタで画像等を映し出して授業を

行っていますが、使用で

きる機器の数が制限さ

れているため、活用状

況には学校や教員間で

差があります。したがっ

て、日常的にＩＣＴを活

用した授業が可能な環

境整備を早急に行う必

要があります。 

また、デジタル教科書

（指導用）は一部の中

学校で導入されている

例がありますが、小学校

には導入されていませ

ん。 
図６ 全国の学校（普通教室）における ICT 環境整備のステップ 

（文部科学省,第 3 期教育振興基本計画を踏まえた新学習指導要領実施に向けての学校の ICT 環境整備

の推進について（通知）より引用） 
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（３）教員のＩＣＴ活用指導力の状況 

平成３０年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査による、本市の教員のＩＣＴ活用

指導力の状況は下記のとおりです。 

 

 長浜市 全国 滋賀県 

Ａ．教材研究・指導の準備・評価・校務などにＩＣＴを活用する能力 ８０．２% 86.2％ 81.4％ 

Ａ１ 教育効果を上げるために，コンピュータやインターネットなどの利用場

面を計画して活用する。 
７１．２% 83.8％  

Ａ２ 授業で使う教材や校務分掌に必要な資料などを集めたり，保護者・

地域との連携に必要な情報を発信したりするためにインターネットな

どを活用する。 

８４．２％ 87.9％  

Ａ３ 授業に必要なプリントや提示資料，学級経営や校務分掌に必要な文

書や資料などを作成するために，ワープロソフト，表計算ソフトやプレ

ゼンテーションソフトなどを活用する。 

８６．４％ 90.1％  

Ａ４ 学習状況を把握するために児童生徒の作品・レポート・ワーク

シートなどをコンピュータなどを活用して記録・整理し，評価に

活用する。 

７８．８％ 83.2％  

Ｂ．授業にＩＣＴを活用して指導する能力 ５３．７％ 69.7％ 61.1％ 

Ｂ１ 児童生徒の興味・関心を高めたり，課題を明確につかませた

り，学習内容を的確にまとめさせたりするために，コンピュータ

や提示装置などを活用して資料などを効果的に提示する。 

６６．８％ 81.6％ 

 

Ｂ２ 児童生徒に互いの意見・考え方・作品などを共有させたり，比

較検討させたりするために，コンピュータや提示装置などを活

用して児童生徒の意見などを効果的に提示する。 

５１．５％ 69.4％ 

 

Ｂ３ 知識の定着や技能の習熟をねらいとして，学習用ソフトウェアなどを

活用して，繰り返し学習する課題や児童生徒一人一人の理解・習熟の

程度に応じた課題などに取り組ませる。 

５１．０％ 65.5％  

Ｂ４ グループで話し合って考えをまとめたり，協働してレポート・資料・作品

などを制作したりするなどの学習の際に，コンピュータやソフトウェアな

どを効果的に活用させる。 

４５．５％ 62.4％  

Ｃ．児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力 ５７．７％ 70.2％ 62.0％ 

Ｃ１ 学習活動に必要な，コンピュータなどの基本的な操作技能（文字入力

やファイル操作など）を児童生徒が身に付けることができるように指導

する。 

６７．６％ 77.2%  

Ｃ２ 児童生徒がコンピュータやインターネットなどを活用して，情報を収集

したり，目的に応じた情報や信頼できる情報を選択したりできるように

指導する。 

６８．６％ 77.9％  

Ｃ３ 児童生徒がワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトな

どを活用して，調べたことや自分の考えを整理したり，文章・表・グラ

フ・図などに分かりやすくまとめたりすることができるように指導する。 

５１．５％ 66.5％  
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Ｃ４ 児童生徒が互いの考えを交換し共有して話合いなどができるように，

コンピュータやソフトウェアなどを活用することを指導する。 
４３．１％ 59.4%  

Ｄ．情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力 ７４．３％ 80.5％ 74.0％ 

Ｄ１ 児童生徒が情報社会への参画にあたって自らの行動に責任を持ち，

相手のことを考え，自他の権利を尊重して，ルールやマナーを守って情

報を集めたり発信したりできるように指導する。 

７７．４％ 83.1％  

Ｄ２ 児童生徒がインターネットなどを利用する際に，反社会的な行為や違

法な行為，ネット犯罪などの危険を適切に回避したり，健康面に留意

して適切に利用したりできるように指導する。 

７９．５％ 84.2％  

Ｄ３ 児童生徒が情報セキュリティの基本的な知識を身に付け，パ

スワードを適切に設定・管理するなど，コンピュータやインター

ネットを安全に利用できるように指導する。 

６９．４％ 75.9％  

Ｄ４ 児童生徒がコンピュータやインターネットの便利さに気付き，

学習に活用したり，その仕組みを理解したりしようとする意欲

が育まれるように指導する。 

７０．９％ 78.7％  

 ※「できる」若しくは「ややできる」と回答した教員の割合 

すべての大項目について全国および県平均を下回っており、全国平均から比べると著しく低い状

況にあります。特に、「Ｂ．授業にＩＣＴを活用して指導する能力」「Ｃ．児童生徒のＩＣＴ活用を指導す

る能力」については大きな差があります。 

 新学習指導要領の趣旨を踏まえ、日常的に使えるＩＣＴ環境の整備及びＩＣＴ活用促進のための研

修を取り組みの両輪として、教員のＩＣＴ活用指導力向上を図っていく必要があります。 

 

（４）ＩＣＴ化モデル事業の成果と課題 

今後の長浜市の教育の情報化推進に資するため、平成28・29年度の２年間、「ＩＣＴを活用した

授業の在り方に関する研究推進事業」を実施し、長浜市立東中学校を研究推進校としてＩＣＴ環境

の整備とＩＣＴを活用した授業の在り方についての研究を行ってきました。研究推進校に大型提示

装置（プロジェクタ、スクリーン）、指導用デジタル教科書（理科・英語科）、ノートパソコンを導入し、

各教科で大画面提示による「わかる授業」の実践を積み重ねてきました。 

推進校の２年間の研究成果として、①生徒の興味・関心を高め、既習の学習内容や授業の課題

を明確に掴ませることができること、②わかりやすく説明したり生徒の思考や理解を深めたりできる

こと、③生徒の知識の定着が図れることの３点が確認できました。 

 

【生徒アンケート結果】  Ａ：よくあてはまる Ｂ：ややあてはまる Ｃ：あまりあてはまらない Ｄ：あてはまらない 

質問内容 A B C D 

ICT を活用して授業は、主に黒板だけで授業しているものとくらべると、生徒にとっ

てわかりやすくなると思いますか？ 
53％ 36％ 10％ 1％ 

ICT を活用した授業は、主に黒板だけで授業しているものとくらべて集中して取り

組むことができますか？ 
25％ 54％ 19％ 1％ 

ICTを活用した授業をもっと受けてみたいと思いますか？ 51％ 36％ 12％ 1％ 
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【教職員アンケート結果】  Ａ：よくあてはまる Ｂ：ややあてはまる Ｃ：あまりあてはまらない Ｄ：あてはまらない 

質問内容 A B C D 

ICT機器の活用について好意的（積極的に活用したい）である。 72% 22% 6% 0% 

ICTを活用することによって、授業がスムーズに進むと思う。 63% 31% 6% 0% 

ICTを活用することによって、生徒にとってわかりやすい授業が展開できると思う。 61% 33% 6% 0% 

アンケート結果からもＩＣＴ機器を活用した授業に肯定的な印象をもつ生徒・教職員が多く、さま

ざまな教科でのＩＣＴ活用が期待できる一方で、「光の加減でスクリーンが見にくくなる」、「慣れるま

でに時間がかかる」、「機器やＩＣＴ教室の数が限られている」などの環境面や教員のＩＣＴ活用能

力の課題が見られました。 

 

（５）校務の情報化の状況 

本市においては長浜市 ICT 利活用プランに基づき、平成２５年度から学校情報システム関連の

サーバを一元化し、学校間のネットワークを整備することで、学校間の情報共有を図り、教育環境の

充実に向けた情報基盤を整えてきました。 

また、市役所の庁内ＬＡＮを各学校（管理職・事務職員）ともつなぎ、教育委員会と学校をネットワ

ークで結ぶグループウェア機能により、教育委員会・各学校との文書連絡等が可能になっています。 

各校では、個別に作成した成績処理ファイルによって一部の校務の情報化が進められています

が、全市で学習状況や出欠記録、服務管理等を統合的に管理する校務支援システムは導入してい

ません。 

学校における校務の情報化は事務処理の軽減等につながり、児童生徒により多くの時間を割く

ことが可能となります。また、必要な情報を共有することで、これまで以上に細部までいき届いた教

育活動が実現できるなど、様々な効果が期待できます。教職員の異動があっても円滑に業務が行

えるよう、市内統一の校務支援システムの導入が適当であると考えられます。 

 

（６）情報セキュリティ 

センターサーバ化に伴い、平成２８年度には「長浜市学校情報セキュリティガイドライン」等、運用

上のルールやリスクへの対応策について見直しを行い、教職員への周知・徹底を図っています。 

 文部科学省が平成２９年１０月に策定した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」 

においては、昨今の標的型攻撃等に対応する観点から、「校務系システムとウェブ閲覧やインターネ

ットメールなどのシステムとの通信経路の論理的又は物理的な分離の徹底」、「機微情報を保管す

る校務系サーバの教育委員会による一元管理」などが記載されており、将来的に当該ガイドライン

を遵守する環境整備が必要です。 

さらに、令和元年１２月には教育現場においてもクラウドの活用が促進されるよう、ガイドラインが

一部改訂されたことを受け、必要に応じて、本市の教育情報セキュリティポリシーをクラウドサービス

の利用に即した内容に修正することが必要となります。 

生徒の声 
・映像が大きく映し出されることで授業がわかりやすくなる。 

・動画や英語での発音など、教科書だけでは勉強することができない学習ができる。 

教職員の声 

・生徒が可視的な説明を受けることで内容の理解が高まる。 

・支援が必要な生徒にとって大きな効果がある。 

・生徒に作品や資料を調べさせて制作すると、意欲的に取り組め、よりよい作品ができた。 
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３．計画の基本理念および基本方針 
社会は大きな変革を迎えており、それに伴い教育の情報化推進の必要性はこれまで以上に重要

度を増してきたと言えます。 

本市の子どもたちが変化を前向きに受け止め、豊かな創造性を備え、未来社会の創り手として

予測不可能なこれからの社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質・能力を育成す

ることが本市の教育に求められており、その実現には、ＩＣＴ機器の効果的な活用が非常に重要とな

ります。 

さらに、教育現場において先端技術を活用することで様々な効果が期待できることから、

EdTech 等の最先端のＩＣＴ教育の導入についても検証を行い、多様な子どもの一人ひとりの個性

や置かれている状況に最適な学びを構築し、「誰一人取り残すことのない教育先進都市 長浜」の

教育環境づくりを進めていく必要があります。  

そのために、「目的を達成するための手段としてＩＣＴを活用する」ことを十分認識しつつ、学校ＩＣ

Ｔ環境の整備と教職員のＩＣＴ活用指導力の向上や推進・サポート体制の整備をあわせて進めるこ

とが重要です。また、教育現場におけるＩＣＴの活用は、授業・学習と校務の両面で教職員をサポー

トするものであり、情報セキュリティの確保を前提としたうえで、教職員が日常的に活用しやすいも

のにするという視点も必要です。 

以上のことを踏まえて、学校ＩＣＴ環境の整備における、これまでの継続した課題や今後の教育環

境の変化等に適切に対応していくため、学習・校務環境のＩＣＴ機器整備に重点を置き、以下の基

本理念および基本方針のもと計画を推進していきます。 

 
■ 基本理念 

ICT機器の効果的な活用により、これからの時代に求められる必要な資質能力を育成し、 

誰一人取り残すことなく、すべての子どもたちの進路を保障する長浜の教育の実現を図ります。 

 
■ 基本方針 

（１）ＩＣＴの活用を基盤とした新しい教育環境の整備 

・ＩＣＴ機器やデジタル教材等を授業で日常的に使えるよう、普通・特別教室のＩＣＴ環境の整備を 

行います。 

・１人１台端末環境のもと、主体的・対話的で深い学びと個別最適化された学びを実現します。 

 

（２）教育の質の改善を目的とした校務の情報化の推進 

 ・校務でのＩＣＴ活用を進め、校務の効率化や教職員の事務負担の軽減を図ることで、児童生徒 

と向き合う時間を確保します。 

・児童生徒の個人情報を含む重要情報を安全に取り扱うため、教育委員会及び各学校における 

情報セキュリティ向上に継続的に取り組みます。 

 

（３）教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

・今後のＩＣＴ環境の整備に伴い、研修の更なる充実、ＩＣＴ支援員による授業支援の強化、指導 

事例の情報共有等により、ＩＣＴ活用力の向上を目指します。 
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４．計画の内容 
（１）ＩＣＴの活用を基盤とした新しい教育環境の整備 

①整備内容 

本計画期間内に全ての小中学校・義務教育学校の普通教室および特別教室に大型提示が可

能なＩＣＴ機器とデジタル教科書を配備し、日常的に授業で活用できるＩＣＴ環境を整備します。 

また、令和の時代における学校の「スタンダード」である児童生徒１人１台端末の整備と高速大

容量の通信ネットワークを一体的に整備します。さらに、１人１台端末の整備に併せて、各教科の学

習に活用できる授業支援ソフトを導入し、主体的・対話的で深い学びの実現をめざします。 

なお、既存のコンピュータ教室については、パソコンのリース契約更新に合わせて、教育用コンピ

ュータ、プリンタ等の機器の入替を行いますが、１人１台端末の整備状況に併せて今後の整備のあ

り方についての見直しを行います。 

 

②整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの整備前には、教育委員会が運用に向けた研修を行うことで、円滑な運用を図ります。

本計画期間中には、児童生徒および教職員が日常的にＩＣＴ機器を有効活用し、主体的・対話的で

深い学びと多様な子どもの一人ひとりの個性や置かれている状況に最適な学びを実現します 

 

③期待される効果 

・日常の授業等でＩＣＴを活用することによって以下の効果が期待できます。 

≪ 視覚化 ≫ 指導する内容や課題を言葉だけでなく、視覚的な情報提示により、わかりやすく「見

える化」することができます。 

≪ 焦点化 ≫ 授業のねらいや学習活動を明確化し、展開の構造をシンプルにすることでわかりや

すい授業を展開することができます。 

≪ 共有化 ≫ 教師の一方的な指導だけでなく、ペアやグループによる「対話」を通して、理解を学

級全体に広げることができます。 

≪ 個別化 ≫ 児童生徒一人ひとりの理解度や興味・関心等に応じた最適な学び方で、基礎学力・

学習意欲の向上を図ることができます。 

 



14 

④基本方針に沿った具体的な推進目標 

評価指標 説明 
現状値 

(Ｈ３０年度) 

目標値 

(Ｒ５年度） 

授業のわかりやすさ 

ＩＣＴ機器を整備した学年の児童生徒に

対してアンケートを行い、「ＩＣＴ機器を活

用する前と比べて授業がわかりやすくなっ

たか」の問いに「思う」「やや思う」と回答

した児童生徒の割合 

－ ９０％ 

 

（２）教育の質の改善を目的とした校務の情報化の推進 

①校務支援システムの導入 

学校における校務の情報化は、連絡事項の正確な伝達、会議時間の短縮、事務処理の軽減等

につながり、児童生徒により多くの時間を割くことが可能となります。また、必要な情報を共有するこ

とで、これまで以上に、細部までいき届いた教育活動が実現できるなど、様々な効果が期待できま

す。 

こうしたことから、本市では、市内小中学校・義務教育学校で統一した校務支援システム（以下、

システム）を導入することとし、学校の実情と現状の校務内容を整理しながら、システムの構成内容

を検討し、本計画期間中の整備を目指します。 

 

②情報セキュリティガイドラインの見直し 

システム導入にあわせて、情報セキュリティガイドラインの見直しを行い、文部科学省が策定した

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に対応したものにします。また、情報セキュリ

ティガイドラインに基づき、全ての教職員が個人情報の安全性を確保するよう徹底します。 

 

③実施計画 

教職員の負担軽減と効果的な導入を図るため、システムの導入にあたっては学校現場の意見も

取り入れながら、高い業務改善効果が得られる機能から導入し、校務の一層の効率化や充実をも

たらす機能を順次追加していくこととします。また、システム導入後には操作等研修を行い、校務の

円滑なシステム移行を図ります。 

 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

校務支援 

システム 

の導入 

     

情報セキュリティ 

ガイドライン 

の見直し 

     

構成内容
（利用機能）
の検討 

ガイドライン
の見直し 

システム構築 
仮稼働 

本格稼働 
※導入効果の検証を行い、 
利用機能の追加を検討する 
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④期待される効果 

・システムを導入する目的は、「教育の質の改善」と「教員の業務負担の軽減」にあります。校務の

効率化を図ることで、教員の業務負担を軽減し、児童生徒と向き合う時間や授業研究の時間を

確保できることが期待できます。 

・市内で統一した教員用のグループウェアを活用することで、教職員間における連絡事項の正確

な伝達や会議時間の短縮等につながると想定されます。また、児童生徒の学習記録や生活記録

の共有することで、一人一人に応じたよりきめ細かな指導や評価が行え、教育の質の向上が期

待できます。 

・現在は各校で個別に導入したシステムによって校務の情報化が進められていますが、全市で同

一のシステムを導入することにより、小中の引継ぎ事務の効率化が図られたり、教職員の異動時

にも事務処理に係る負担が少なくなったりするなどの利点が考えられます。 

・ＩＣＴ機器等やソフトウェアは日々進化しており、使い方や活用方法も常に変化し続けます。教育の

情報化整備を進めるとともに、管理運用規程も併せて見直しながら管理を徹底することで、個人

情報の漏えい防止につながります。 

 

⑤基本方針に沿った具体的な推進目標 

評価指標 説明 
現状値 

(H30年度) 

目標値 

(Ｒ５年度） 

時間外勤務の縮減 

校務支援システム整備による、超

過勤務時間が４５時間を超えて

いる教員の割合の減少 

６８．６％ 

※ H30.１０月 

導入前比 

２０％縮減 

 

（３）教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

①「ながはま Style」による教員のＩＣＴ利活用の推進 

ＩＣＴを活用して学習指導の効果を高めるためには、教職員が、指導のねらいの整理、日頃からの

児童生徒の実態把握、授業における教材提示のタイミング、発問、指示や説明といったこれまでか

ら行われてきた基本的な学習指導の手法や構成とＩＣＴとを融合していくことが必要です。 

「ながはま Style」では一斉学習において、教員が提示用にＩＣＴ機器を用いることから始めるた

め、ＩＣＴ機器やデジタル教科書の取扱いが苦手な教職員もＩＣＴ機器を活用した授業づくりに取り

組みやすく、日常的にＩＣＴ機器を利用することができます。 

その後はより効果的な提示の仕

方を工夫したり、順次整備する１人

１台端末環境のもと、児童生徒が主

体的に考える時間を確保したりする

など、学習効果を高める授業展開

を行うことにより、教員のＩＣＴ活用

指導力の向上ならびに児童生徒の

学力向上を目指します。 

 

 
図７ 「ながはまＳｔｙｌｅ」の基本的な考え方 
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②研修の充実 

教員によるＩＣＴ利活用の推進のため、機器の操作方法やＩＣＴを活用した授業に関する研修を実

施・充実させ、教員のＩＣＴ活用指導力の向上に努めます。ＩＣＴ機器の操作等が苦手な教員に対し

ては、授業での手軽な活用例を紹介し実践することで授業改善を図ります。 

また、市教育委員会指導主事による学校訪問等を通してＩＣＴの活用にかかわる具体的な実践

事例や教材等の普及、授業研究の促進などＩＣＴ活用指導力の向上について指導・助言を行いま

す。 

 

③ＩＣＴ活用指導力向上プロジェクトチームの設置 

ＩＣＴを効果的に活用した授業やプログラミング教育の研究およびＩＣＴ機器の利活用促進のた

め、学校の教員、教育委員会指導主事、教育センター研究員等をメンバーとした「ＩＣＴ活用指導力

向上プロジェクトチーム」の設置を検討します。教員自らによるＩＣＴの効果的な活用方法、プログラ

ミング教育の実践等の情報交換を行い、教員同士の横の繋がりによる利活用の浸透を促します。

それにより、新たなＩＣＴ機器が幅広く日常的に活用される土壌・体制の構築をめざします。 

また、学校・教員をサポートするため、大学・企業等の外部人材の活用を目指し、他の自治体等

の活用方法等についても研究・検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図８  ＩＣＴ活用指導力向上プロジェクトチームのイメージ 

 

④ＩＣＴ支援員によるサポート体制の充実 

ＩＣＴ機器を活用した授業を円滑に運営するには、教員が機器操作や指導方法について困った時

に相談ができ、安心して指導できる環境づくりが重要です。そのため、市内のすべての小・中・義務

教育学校にＩＣＴ支援員を週１回派遣し、授業のねらいを効果的に実現させるためのＩＣＴ機器の活

用場面の提案、教材の作成支援、授業中の機器操作の支援などを充実させます。 
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⑤実施計画 

 

⑥期待される効果 

・ＩＣＴを活用した授業を実践するためには、教員のＩＣＴ活用指導力の育成が不可欠です。ねらい

を明確にした効果的な研修を実施することで、その活用指導力は高まるものと期待されます。 

・ＩＣＴ機器等はあくまで教育を行う一つの道具に過ぎません。大切なのは、その使い方を習得する

だけではなく、どのように授業で活用するかという視点です。ＩＣＴ機器等を活用した授業実践事

例を十分に検証・研究し、その結果を広く共有することで、教員のＩＣＴを活用した指導の効果が

高まることが期待されます。 

 

⑦基本方針に沿った具体的な推進目標 

評価指標 説明 
現状値 

(H30年度) 

目標値 

(Ｒ５年度） 

教員の 

ＩＣＴ活用指導力 

毎年実施している「学校における教育の情

報化の実態等に関する調査」における「Ｂ．

授業中にＩＣＴを活用して指導する能力」の

問いに「わりにできる」「ややできる」と回答

した教職員の割合 

５３．７％ ８０％ 

 

 
 
 
 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

教員のＩＣＴ利活用の

推進 

     

研修の充実 

     

ＩＣＴ活用指導力向上 

プロジェクトチームの設置 

     

ＩＣＴ支援員による 

サポート体制の充実 

  

   

機器操作研修・ＩＣＴ活用研修の実施 
ＩＣＴ活用指導力の向上について指導・助言 

「ながはま Style」の展開 
Ver.1→Ver.2→Ver.3 

ＩＣＴの効果的な活用方法・プログラミング教育の実践等の研究・情報交換 

ＩＣＴ支援員の配置 



18 

５．計画の推進のために 
（１）推進体制及び庁内連携 

本計画を計画的に進めるためには、市教育委員会が率先して計画を推し進め、学校との連携を

密にしながら取り組む必要があります。また、市長部局の関係各課と十分に協議・調整を行い、とも

に本市が目指す教育の姿や、本計画に掲げた基本目標、基本方針を共有し、各種事業を協働しな

がら計画を進めます。 

 

（２）計画の円滑かつ着実な推進 

本計画を円滑かつ着実に推進するため、市教育委員会は、本計画に掲げた事業の進捗状況を

把握するとともに、国・県の施策の方向性を踏まえながら、必要に応じて計画の見直しや修正を図り

ます。また、ＰＤＣＡサイクルを実行し継続的な進行管理を行います。 

なお、ＩＣＴ機器等、情報通信技術の進歩は急激に進んでいることから、その時々に応じた先進的

なＩＣＴ教育が展開できるよう、必要に応じて計画の修正、改善を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学校関係者への周知と協力 

 学校ＩＣＴ環境整備計画の実施は、小中学校・義務教育学校における教育内容、校務の処理方法

などに影響することとなります。また、「教育の情報化」は、学校に勤務する教職員の理解がなけれ

ば、実現することはできません。そこで、この計画について、校長、教頭、および教員、学校事務職員

など学校関係者へ適宜必要な情報提供を行い、理解と協力が十分に得られるよう進めます。 

計画策定（Plan）

取り組みの実施（Do）

評価（Check）

取り組みの見直し・変更

（Action）

・長浜市学校 ICT環境整備計画の策定 
・基本方針・推進目標の設定 
・事業等の設定 

・計画の周知 
・計画に基づく事業の実施 
・事業の実施内容の周知 

・現状と課題の把握 
・事業の実施状況と目標達成
状況の把握 

・事業の追加等の検討 
・事業の改善・見直し 
・目標・効果の見直し 


