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様式２ 

審議会等会議録 

審議会等の名称 第３回山口市デジタル教育推進計画策定委員会 

開催日時 令和４年１２月１３日（火曜日） １５：００～ １６：４５ 

開催場所 山口市役所別館 第１会議室 

公開・部分公開の 

区分 

公開 

出席者 阿濱茂樹委員、小泉光豊委員、荒木和博委員、古屋伸浩委員、齋藤達範委員、 

髙井邦彦委員、古屋壮一委員 

欠席者 青木厚治委員、木下慶彦委員 

事務局 学校教育課長、学校教育課デジタル教育推進室長、学校教育課デジタル教育推進

室次長、学校教育課デジタル教育推進室主幹、学校教育課指導主事、学校教育課

デジタル教育推進室主査、情報教育支援アドバイザー 

議題 １ 開会 

２ 議事 

（１）前回会議からの修正点について 

（２）「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案） 

  Ⅱ 基本方針及び具体的取組  

   （２）教員のＩＣＴ活用指導力の向上について 

（３）「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案） 

  Ⅱ 基本方針及び具体的取組  

   （３）ＩＣＴ環境の整備・維持と円滑な運用について 

（４）「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案） 

   情報活用能力の体系表について 

（５）「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案） 

   基本目標、その他について 

３ その他 

内容 １ 開会 

・過半数の委員出席により会議が成立していることを確認 

・学校教育課長あいさつ 

 

２ 議事 

（１）前回会議からの修正点について 

 

【委員長】 

・事務局に内容の説明を求める。 
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【事務局】 

・資料４「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案）」１頁～２２頁に基づき

説明（修正部分は資料下線部） 

 

【委員長】 

・事務局の説明に対して、各委員に意見等を求める。 

 

以下、委員及び事務局の発言要旨  

 

【委員】 

資料４ １４頁の「思考力，判断力，表現力等」の部分について、カンマにな

っている。学習指導要領は全文でカンマが使われているが、この計画では読点が

使われている。どちらが良いのか。 

 

【事務局】 

どちらでないといけないということはないので、どちらでも良いと思うが、今

回は引用ということで「」をつけてカンマを使っている。 

 

【委員】 

資料４ １１頁の「自分の良さ」とあるが、ひらがなで「よさ」と表記されて

いるのをよく見る気がするので、確認をしてほしい。 

 

【事務局】 

 まだ全体的な表記の統一が不十分なので、最終的には整理していきたい。 

 

【委員】 

 計画が完成した後、公表されるかと思うが、例えば資料４ １５頁などの活用

例のところに関係情報へのリンクやＱＲコードがあると先生が使いやすいのでは

ないか。 

 

【事務局】 

 計画策定後は市のウェブサイトに掲載する。リンクについては、関係者しかア

クセスできない教育情報ポータルのようなサイトもあるので、また検討したい。 

 

議事（２）「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案） 

  Ⅱ 基本方針及び具体的取組  

   （２）教員のＩＣＴ活用指導力の向上について 
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【委員長】 

・事務局に内容の説明を求める。 

 

【事務局】 

・資料４「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案）」２３頁～２６頁に基づ

き説明 

 

【委員長】 

・事務局の説明に対して、各委員に意見等を求める。 

 

以下、委員及び事務局の発言要旨 

 

【委員】 

 表記について、「取り組み」の送り仮名が異なる箇所がある。また、資料４   

２３頁の「苦手意識を持っている」の持つは平仮名ではないか。 

 資料４ ２３頁の最下部に「従来の授業実践とＩＣＴ活用とをベストミックス

させる指導方法を模索する必要があります。」といった記載があるとよい。 

 

【委員】 

 資料４ ２３頁に「目標達成シートを配り」とあるが、これは市教委で作成さ

れるのか。 

 

【委員】 

 今も毎年、年度末にチェックシートのようなものを配布されていたが、そのよ

うなイメージか。そのようなものを、各学校の状況に即して、各学校で作ってみ

てはどうかという趣旨か。 

 

【事務局】 

 イメージとしては、確認項目があって、それが出来ているかをチェックするよ

うなもの。 

 資料４ １４頁以降の参考や活用例をあげている部分について、「１ ＩＣＴの

効果的な活用による学びの充実」の学習場面での活用例以外は、実施していくと

いう方向で記載の見直しをしていきたい。 

 

【委員】 

 資料４ ２６頁の「配布」は「布」ではなく「付」ではないか。 

個人のスマートフォンで授業や運動会を撮られる先生がいらっしゃるので、

「（５）授業研究での活用」のところに「情報漏洩の観点から、個人のスマートフ
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ォンやタブレット端末には、記録をしないように共通理解することも大切です。」

といった文章を付け加えたらどうか。 

 また、「（７）保護者との連絡での活用」のところでも、「こちらの場合も、（５）

と同様に個人のスマートフォンやタブレット端末を使って、保護者とメールやＳ

ＮＳ等での連絡をしないようにすることが大切です。」といった文章を付け加えた

らどうか。 

 

【委員】 

 今の提案に賛成ではあるが、使いやすい写真が撮れる端末を用意してほしいと

思う。とっさの時に、デジタルカメラを持って歩いているわけではない。 

 

【委員】 

 今の提案に賛成である。ただ、御指摘があったように運用面については、例え

ば、校務用のデバイスを増やしていくといったことが大事だと思うので、そうし

た検討についても盛り込んでいただけたらと思う。 

 資料４ ２４頁「②校外研修会」のところで、「ウイルス等の感染予防の面だけ

でなく、出張による移動時間のロス解消の面から」とあるが、ここだけ具体的す

ぎると思う。 

 

【委員】 

 資料４ ２４頁の管理職ＩＣＴ研修会は、現在実施しているのか。 

 

【事務局】 

 １人１台端末の導入にあたっての情報共有等は校長会等で行ってきた。研修に

ついては、今年度の実施は難しいかもしれないが、こうした研修ができないか検

討しているところ。取組を進めるため、管理職の理解が必要だとは認識している。 

 

【委員】 

 自分が関わった研修でも、参加者から管理職の理解が進まないという意見が多

かった。管理職の先生の理解がある学校はＩＣＴ活用が進んでいると思う。ＩＣ

Ｔの担当の先生が推進しようとしても、管理職の理解がないとストップがかかる。

管理職と研修主任にセットで研修を行うのがよいのではないか。 

 

【事務局】 

 管理職研修については、教育委員会としてもしっかり取り組みたい。 

 情報担当の先生に負担が集中してしまうのではなく、チーム、学校全体で進め

ていくという記載も入れていきたい。 
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【委員】 

 ベテランの先生がＩＣＴ活用に苦手意識をもたれていることがあると感じてい

る。そういう世代向けの研修というのもあっていいかもしれない。 

 

【委員】 

 資料４ ２６頁の各種アンケートでの活用の部分について、若い世代の保護者

は、子どもが保育園の時から使っている。それが、小学生になると紙が多くなる

というのは不満の一つになる。健康観察もフォームか何かで行うことを想定して

いるのか。 

 

【事務局】 

 クロームブックや学校で独自に導入しているアプリ等で確認している学校もあ

る。そうした事例を念頭に置いている。 

 

【委員】 

 市全体で進めるのであれば、統一したフォーマットでないと人事異動で行った

先では使えないということが起こる。同じものがあれば、先生が楽になる。また、

保健のシステムと連動していないと養護の先生の負担が増える。令和６年度には

統合型校務支援システムが入ると聞いているので、そこも見据えて考えないとい

けないのではないか。 

 

【委員】 

 本校では、健康観察をクロームブックで行っていたが、紙に戻した。健康観察

をできていない子どもに毎日保健室から内線で確認を入れていた。何回校内で呼

びかけても、そういう状況がなくならない。生活アンケートも昨年度クロームブ

ックで実施したが、情報が必要な時に対象の子をソートして抽出したりするのが

手間で紙に戻した。一長一短あると感じた。こうすればよいという画一的なもの

がある方が現場はやりやすいと思う。 

 

【委員】 

 ＩＣＴの使い方として、どこまでがよくて、どこからがいけないのかがよく分

からない。例えば生活アンケートは、個人情報だがクラウドにあげても大丈夫。

しかし、資料４ ２５頁には「成績などの機微情報については、クラウドを使わ

ず」とある。フォームで小テストをするのはいいのか、メクビットは CBT で使用

しているなど、整理が難しい。 

 

【委員】 

 市が定める情報セキュリティポリシーによる。来年の４月か５月に国の個人情
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報保護法が改正される。それを機に、市の情報セキュリティポリシーもクラウド

を利用する旨の規定をいれて改正するば、この問題に対応できる可能性がある。 

 

【委員】 

現状、クロームブックに名前は表示されないので、小テストや生活アンケート

での活用はよいのではないか。 

 

【委員】 

欠席の連絡のように、保護者が子どもの名前を入力する場合もある。個人情報

の点から、やっていいこと、悪いことは整理すべきではないか。 

 

【委員】 

個人情報については、昨年名古屋市でトラブルがあったが、文部科学省はセキ

ュリティ対策をとられたクラウドを使うようにと言っている。ただクラウドを利

用するではなく、セキュリティ対策をとられたクラウドを利用するとした方がよ

いのではないか。 

 

【事務局】 

セキュリティポリシーについては、来年度に国のルールが変わる。そこも踏ま

えて見直しをかけていく必要があることは認識している。できれば来年度早いう

ちに整理していきたい。 

今はクラウドサービス等を使う上で、活用の幅を広げるため、いろいろな取組

を積極的に考えていただきたいが、その中でやっていい範囲等については、国の

動きを見ながら整理していきたい。 

今回の計画の活用例については、先生方に指導力をあげていただくという観点

で考えているので、基本的には素案のとおりの方向性で行きたい。 

 

【委員】 

 クラウドの便利な所は、共同編集できること。例えば、会議でドキュメントの

共同編集をすると、後でとりまとめ等しなくても、みんなが持ち寄ったものを打

ち込んで、話をしながら一つのファイルを作ればよいので、楽だし共通理解も進

み、指導力向上につながるのではないかと思う。 

 

議事（３）「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案） 

  Ⅱ 基本方針及び具体的取組  

   （３）ＩＣＴ環境の整備・維持と円滑な運用について 
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【委員長】 

・事務局に内容の説明を求める。 

 

【事務局】 

・資料４「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案）」２７頁～３０頁に基づ

き説明 

 

【委員長】 

・事務局の説明に対して、各委員に意見等を求める。 

 

以下、委員及び事務局の発言要旨 

 

【委員】 

資料４ ２８頁の情報セキュリティの確保について、ソフトウェア面の記述が

多いが、ハードウェア面についても適切な整備、バージョンアップすることを盛

り込むべきではないか。 

資料４ ２９頁の情報教育支援員については、配置するだけではなく、支援員

向けの研修等の場も作っていただきたい。 

 

【委員】 

資料４ ２８頁の③学校・保護者間の連絡システムに「学校の代表電話が混雑

してなかなかつながらない」とあるが、２６頁の（７）保護者との連絡での活用

では「電話回線が塞がっていたり」とあるので、記載を統一した方がよい。 

 

【委員】 

ホームページという言葉は、ウェブサイトに統一したほうがよい。山口市も山

口県もウェブサイトという言葉を使っている。 

 

議事（４）「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案） 

     情報活用能力の体系表について 

 

【委員長】 

・委員に内容の説明を求める。 

 

【委員】 

・資料５「情報活用能力の体系表（山口市）」に基づき説明 
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【委員長】 

・委員の説明に対して、各委員に意見等を求める。 

 

以下、委員及び事務局の発言要旨 

 

【委員】 

ステップ３のＡ２「情報機器を適切に操作できる」とあるが、もう少し具体的

にどういうものかが分かるとよい。 

 

【委員】 

当初、山口市はクロームブックを使うので、タッチパッドの効率的な利用がで

きるとしていたが、クロームブックに特化した内容でない方がよいのではないか

という意見もあり、一般的な記載となった。再検討したい。 

 

【委員】 

基本操作は、小学校中学年までで完成するものかもしれない。 

 

【委員】 

「思考力，判断力，表現力等」のところが「句読点」から「カンマ」に変わっ

ているが、意図があって変わっているのか。 

 

【事務局】 

感覚の話にはなるが、素案も含めて句読点かカンマのどちらかに揃えていく。 

 

議事（５）「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案） 

     基本目標、その他について 

 

【委員長】 

・事務局に内容の説明を求める。 

 

【事務局】 

・資料４「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案）」１１頁に基づき説明 

 

【委員長】 

・事務局の説明に対して、各委員に意見等を求める。 

 

以下、委員及び事務局の発言要旨 
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【委員】 

資料４ １１頁の基本目標案について、「持つ」は平仮名の方がよいのではない

か。また、「自ら主体的に」は意味が重なっている「主体的に」でよいのではない

か。 

 

【委員】 

基本目標案の「主体的・対話的で深い学び」の部分は、教員からすると分かり

やすいが、一般の方からすると、「子どもたちの可能性を引き出す」や「新しい学

び」の方がキャッチーであると感じる。 

 

【委員】 

委員の御意見に賛成である。「主体的・対話的」は割とイメージしやすいが、「深

い学び」は誤解されやすい。先生方には腑に落ちやすいが、業界用語的な言葉は、

使わない方がいいのではないか。 

 

【委員】 

基本目標案に「ＩＣＴでつなげる」とあるが、「つながる」の方が自然と子ども

たちの対話がつながっていくような印象になるのではないか。 

 

【委員】 

例えば「ＩＣＴでつながる、深まるこれからの（新時代の）学び」といった風

に、長いのをまとめるのはどうか。 

 

【委員】 

基本目標案の「高い情報活用能力を持ち」の部分は、これからの子どもたちに

身につけてほしいと思う能力ではあるが、すごいエキスパートにするというイメ

ージもありハードルが上がっているような感じがする。 

 

【委員】 

情報活用能力という言葉も業界用語のようなものなので、「わかる、できる」と

いった柔らかい表現にするとよいかもしれない。 

 

【委員】 

業界用語を外すのであれば、基本目標案の３番目から主体的を除き「教育のま

ち やまぐちで育む 自ら学び 多様な人と学び会う」、「ＩＣＴですべての子ど

もたちの可能性を引き出す」にすると分かりやすい言葉になる。 
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３ その他 

事務局から第４回山口市デジタル教育推進計画策定委員会の日程、今後の策定

スケジュール等の事務連絡を行う。 

 

閉会 

会議資料 ・第３山口市デジタル教育推進計画策定委員会 次第 

・資料１ 委員名簿    

・資料２ 配席図 

・資料３ 「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（概要） 

・資料４ 「（仮称）山口市デジタル教育推進計画」（素案） 

・資料５ 情報活用能力の体系表（山口市） 

問い合わせ先 山口市教育委員会事務局学校教育課 

TEL ０８３－９３４－２９７８ 

 


