
「旭川市学校教育情報化推進計画（素案）」に対して寄せられた御意見等と旭川市教育委員会の考え方

○意見提出手続の期間：令和３年３月 15 日（月）～令和３年４月 15 日（木）

○意見提出者：４人，０団体

受付

番号
御意見 旭川市教育委員会の考え方

１ 人工知能（AI）やビッグデータ，IoT，ロボティクス等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会に浸透

し，誰もが日常生活の中で ICT（情報通信技術）を活用する社会へと加速度的な変化を遂げている。学校教育

においては，子供達が変化の激しい社会を生き抜いて行く為に必要となる情報活用能力や言語能力等の資

質・能力を育成する事が求められている。学習指導要領（平成 29 年告示）に，情報活用能力が「学習の基盤

と成る資質・能力」として位置付けられ，各学校で体系的に育んで行く事の重要性が示された。此の様な中，

中央教育審議会が令和３年１月に「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供達の可能性を引

き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～」を答申した。「令和の日本型教育の構築に向けた ICT の

活用に関する基本的な考え方」において，学校教育の基盤的なツールとして ICT を活用し，GIGA スクール構

想に寄る１人１台端末環境を活かして，児童生徒が ICT に寄り現実の社会で行われている様な方法で学ぶ等，

学校教育を現代化する事の必要性が示された。クラウドサービスの利活用やデジタル教科書・デジタル教材

等の活用，ICT 人材の確保，ICT で校務を効率化する事に寄る学校の働き方改革の実現等に付いても示され

た。教育の情報化分野において，第２期旭川市学校教育基本計画のうち，教育の情報化の基本的な考え方と

進めるべき方向性を示す指針で有るとともに，学校教育の情報化の推進に関する法律第９条第２項に基付く

学校教育情報化推進計画としての位置付けを併せ持つ物。第２期旭川市学校教育基本計画の終了年度との整

合を図るとともに，次期学習指導要領の改訂や教育振興基本計画の策定時期等を見据え，令和３年度（2021

年度）から令和９年度（2027 年度）迄の７か年とした。情報通信機器の使い易さが向上しており，子供達に

もスマートフォンやタブレット端末等の ICT 機器が急速に普及し，ICT を利用する時間は増加傾向に有る一

方，授業においてコンピュータを使用する児童生徒の割合は，OECD 加盟国で最も低い水準に有り。（各教科

等におけるコンピュータの活用，情報モラル教育の指導の充実等）（学習者用コンピュータ，大型提示装置，

無線ＬＡＮ等学校 ICT 環境整備の加速化等）その後も教育の情報化に対応する為，校内通信ネットワーク環

境の整備やコンピュータの維持管理，ソフトウエア等の導入を進めるとともに，授業や家庭学習等で活用出

来る様，平成 24年度からオンライン学習支援システムを導入した。令和元年度から，小学校では本手引を踏

前，児童がプログラミングの基礎を学び，各教科等の学習に活用が可能なプログラミングソフト「Scratch（ス

クラッチ）」を基本とした学習を行うとともに，人型ロボット教材を導入し，児童が自ら作成したプログラム

に寄りロボットを動作させる等の実体験を伴う教育活動を通して，児童のプログラミングに対する興味・関

心を高める事が出来る様取組を進めている。之迄，ICT を効果的に活用した授業や校務の効率化を進める為

に，各学校において，校内研修を実施したり教員が上川教育研修センター等の研修講座を受講したりする等

いただいた御意見につきましては，

おおむね本計画と同様の内容であり，

賛同いただいたものと考えておりま

す。



の取組を行って来たが，今後も教員の ICT 活用指導力の向上に向けた取組を推進して行く必要が有る。又，

平成 31年度全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査において，授業で ICT 機器を使用した頻度が「ほ

ぼ毎日」「週１回以上」と回答した児童生徒の割合は，小学校では 34.3％，中学校では 16.8％で有り，中学

校に比べて小学校において，授業で ICT が寄り多く使用されている傾向が見られる。情報教育に関わっては，

令和３年１月の中央教育審議会答申において，情報化が加速度的に進む Society5.0 時代に向けて，情報活用

能力等学習の基盤と成る資質・能力を育む必要が有り，その際，児童生徒が１人１台端末環境を活かし，端

末を日常的に活用する事で，ICT の活用が特別な事でなく「当たり前」の事と成る様にする事や，ICT を学習

ツールとして自由な発想で活用出来る様環境を整える事の重要性等が示された。之らの事を踏まえ，本市に

おける教育の情報化の推進に当たっては，社会に開かれた教育の視点から，情報関連企業や高等教育機関等

の地域の教育力を生かすとともに，家庭と連携・協力し乍ら，情報教育を通じて，児童生徒一人一人が自分

の良さや可能性を認識し，夢や希望の実現に向け，たくましく人生を切り拓く事が出来る様，旭川ならでは

の取組を進めて行く。プログラミング的思考の育成。情報セキュリティ対策の徹底。本計画においては「児

童生徒の情報活用能力の育成」を目標１と位置付け，その実現に向けて，「旭川市立小・中学校における情報

活用能力の体系表」に基付き，発達の段階を踏前，情報機器の基本的な操作を習得させるとともに，児童生

徒が様々な情報の中から適切な情報を取捨選択して効果的に活用する力や，プログラミング的思考の育成に

取り組む。教員研修や本市の実践推進校の指導事例の情報共有等を通じて，教員の ICT 活用指導力の向上に

向けた取組を進める。本計画においては「ICT 環境の維持と円滑な運用」を目標３と位置付け，その実現に向

けて，令和２年度末迄に整備が完了した児童生徒１人１台端末等の ICT 環境の維持・管理及び計画的な更新

を行うとともに，専門的な知識を有し障害対応や指導計画，校内研修等のサポートを行う ICT 支援員や授業

支援を行う学生ボランティア等の外部人材に寄る学校支援体制の整備を進める。本計画においては「ICT の

活用に寄る教育の質の向上」を目標４と位置付け，その実現に向けて，「旭川市立小中学校働き方改革推進プ

ラン」に示す，オンライン学習支援システムの活用や，電子データに寄り教員間で各教科等の指導案や教材

の共有を行い，授業準備等での教員の負担軽減を図る。コンピュータでの文字入力やアプリケーションソフ

トの活用等，基本的な操作が得意だと思う児童生徒の割合。プログラミング教育が充実する様，本市の児童

生徒の実態に応じた教材・教具の準備に努めるとともに，ICT パークを活用し，児童生徒のプログラミング

体験やプログラミング学習に係る教員研修等を実施する等，プログラミング的思考を育む取組を推進した。

特別な支援を必要とする児童生徒の障害の状態や特性・ニーズ等に応じたアプリケーションソフトソフトや

学習ツールの活用方法等に付いて，旭川市 ICT 運用・活用推進プロジェクトチームにおいて調査・研究を行

う他，実践の好事例を各学校に情報提供する等，教育的ニーズ等に応じた ICT の活用に取り組む。国からは，

１人１台端末の整備と合わせ，「クラウド・バイ・デフォルト」の考えが示され，本市では，オンライン学習

ツールで有る「Google Workspace for Education Fundametals」を導入した。各学校のリーダー教員を対象

に ICT の活用に係る研修会を開催するとともに，初任段階教員研修等の各種教員研修において，タブレット

端末を活用した指導方法に付いて教員が学ぶ機会を充実した。



受付

番号
御意見 旭川市教育委員会の考え方

２ 日本の公教育，その価値に値札が付けられ，投資商品として，政府によって売りに出されている…それが，

今，現実に起きています。お上から言われるままに，言われた通りに動き，自らの考えを持てない組織にな

っていませんか？ 国際学習到達度調査（PISA）を通し，OECD が世界中の公教育システムを遠隔評価し，監

視し，競争させ，政策誘導し，世界教育市場の拡大と活性化を促進している現在の新自由主義的な構図が滑

稽であることに気付かなければいけません。アンデシュ・ハンセン著「スマホ脳」では，子ども達の脳の，

特に前頭前野（前頭葉）は，成熟する迄に長い時間が必要で，25～30 歳になる迄完全には発達しないこと。

前頭葉は衝動に歯止めをかけ，報酬を先延ばしする領域で複雑な社会的協調を理解し，参加するためにも重

要な脳内の領域であると伝えます。ですから，前頭葉が未発達なうちに，タブレット端末等を用いることの

弊害について熟考することを求めます。

米国小児科医のグループや米国小児科学会からも警告されています。

日本より先にデジタル授業の普及を進めた韓国では，ICT 教育導入で学力に目立った成果は無く，むしろ

問題解決能力が下がり，自分で思考するプロセスが損なわれるため「自主的に学ぶ姿勢」が失われた結果が

あります。

政府は，今後，小中学生の学習履歴やテストの成績をマイナンバーにひも付け，オンラインで管理する仕

組みをつくり，蓄積したビッグデータを指導方法の改善や教育政策の検証に役立てるとしている（日本経済

新聞 2020.12.15，他）。それらを推進する教育再生実行会議はどんなメンバーで構成されているのか…

又，菅義偉首相が創設に意欲を示しているのが，「こども庁」です。義務教育を，文科省から「こども庁」

に移管して，内閣府の下に置く流れ，それは国家権力による教育への政治介入ではないでしょうか？ 今一

度，この流れを俯瞰する必要があり，それを学校や教育委員会，旭川市に求めます。計画には，人的支援の

充実や，外部人材による学校支援体制とあります。これが学校雇用シェアリンクにつながるのなら，それは

コロナ禍と教員の働き方改革に便乗した公教育民営化。教育が分断され，外部委託が進み，予算が切られ，

保護者負担，自治体負担に格差の再生産が進むものになります。書面で伝えるだけでなく，対面での説明会

を行うなど，充分な熟議の場を求めます。

本市では授業においてタブレット端

末を活用してまいりますが,ノートを

取る,書籍や新聞等で調べる，といった

従来の学習に加え,タブレット端末を

ツールとして活用する学習を取り入

れ，主体的・協働的な学びを充実させて

いくものです。なお,授業におけるタブ

レット端末の使用時間については,児

童生徒の発達段階を踏まえ，長時間と

ならないなど，健康面への配慮を行っ

てまいります。

外部人材の活用についてですが,こ

れは，学校の教職員の業務を外部人材

が受け持つというものではなく，ICT

に関し専門的な知識を有する人材を教

育委員会に配置し，各学校に派遣する

ことにより，ICT の活用に関して教職

員を支援しようとするものです。御心

配されているような公教育の民営化に

つながるものではないと考えておりま

す。そのため，外部人材が学校における

ICT の活用を支援することに関して説

明会等を行う予定はございませんが，

ICT を活用した教育の推進に当たって

は，保護者の理解を得ることができる

よう丁寧な説明や情報発信に努めてま

いります。



受付

番号
御意見 旭川市教育委員会の考え方

３ 旭川市学校教育情報化推進計画につきまして，意見書を提出させて頂きます。「情報化の目指す方向性」で

すが，「主体的」という部分におきまして，安易にインターネットでの情報を得ることは，逆に主体性が無く

なる事につながりかねないと大変危惧しており，教育の専門家の方ともお話を何度もする中で，その部分は

確実に問題となる事を指摘しておりました。具体的には，自分で考える，というプロセスが損なわれること

で，知能の低下，主体的に学ぶ姿勢が失われるという事です。

そこを先生方も注意深く見て頂きたいと願います。そして議論が必要と感じます。

次に，申し上げたいのは，第２章の目標１の取組⑤「健康に留意し情報機器を活用する態度の育成」につ

いてです。

旭川市は，議員さんの尽力により，WiFi の ONOFF スイッチ付のルーターの設置，ブルーライトのカットフ

ィルムの貼付，長時間使用しないようにする等の配慮が素晴らしく，心から感謝申し上げたいです。ただ，

無線電磁放射線の子ども達での影響については考慮されておらず，電磁放射線による疾患の有する児童や家

族に電磁波過敏症がいる場合等，（保護者からの要望があった場合，）授業でネットを使わない時間，ルータ

ーを OFF にして頂く事を，全小中学校で行って頂きたいと心から思っております。現状では，そのような児

童や，保護者の要望には答えて頂けていない状況である，と聞いております。

患者にとって電子機器を使用することは正に命がけで有り，最大限の配慮を心よりお願い致します。文科

省にこのようなケースを問い合わせましたが，タブレットは決して強制ではなく，一人一人の家庭事情に合

った，きめ細かい対応を各自治体に委ねています，との回答を頂きました。どうか宜しくお願い申し上げま

す。

本市においては,書籍や新聞等から

得られる情報や,インターネットから

得られる情報など,様々な情報の中か

ら必要な情報を取捨選択し，わかりや

すく発信・伝達するなどの情報活用能

力を育成することを目指して,ICT を活

用した学習を推進しております。今後

も，各学校において，実際に体験して学

ぶことや,辞書で調べること，友達と語

り合うことなど，これまでの学習活動

を大切にしながら ICT の活用を進め，

児童生徒が自分で考え，主体的に学び,

他者と協働して課題を解決できるよう

指導を行ってまいります。

また,文部科学省が作成した「児童生

徒の健康に留意して ICT を活用するた

めのガイドブック」などを参考に，教室

の環境を整えるとともに，保護者から

体調不良などの理由で要望があった場

合は，例えばルーターの電源を OFF に

するなど，個別に必要な対応を行い，児

童生徒の健康面への影響に配慮しなが

ら，タブレット端末等の ICT 機器を活

用した学習を進めてまいります。



受付

番号
御意見 旭川市教育委員会の考え方

４ ICT 教育は今や必須ものであり市のめざす方向も目標も結構だが，昨年来のパンデミックによる休校や

日々の活動制限もあり，リアルなコミュニケーションや身体を使った学習の不足も懸念されている。そのよ

うな中，ICT はあくまでも道具であり，ICT を使うことによる弊害（児童のインターネット依存の増加や教員

の労働環境への悪影響）に最大の留意をはらい，教育現場や保護者の声を聞いた上で丁寧に進めていただき

たい。教育委員会には，随時丁寧な説明と，情報告知の徹底を求めます。

本市において ICT を活用した学習を

推進してまいりますが，児童生徒同士

や教員との直接的な対話や，体験的な

学びも一層重要になるものと考えてお

ります。各学校においては，これまで取

り組んできた学習活動も大切にしなが

ら,ICT をツールとして活用し，学びの

質の向上に取り組んでまいります。

情報通信機器や情報システムが社会

生活や日常生活に深く浸透し，児童生

徒が生活の中で ICT を活用する機会や

時間が増加傾向にあると認識しており

ます。そのため，各学校においては，情

報機器を使用する際の心身への影響や

予防,対処法に関する指導を行うとと

もに，家庭における情報機器の活用に

関するルールづくりを促進し，児童生

徒が心身の健康への影響を考え自ら判

断し情報機器を活用できるよう，保護

者と連携した取組を進めてまいりま

す。また,教員の働き方や健康面の影響

についても配慮してまいります。

教育委員会としましては，小・中学校

教員や大学教員等で構成される ICT 運

用・活用推進プロジェクトチームなど，

教育現場の声や，各学校に寄せられる

保護者の御意見を参考にしながら，ICT

を活用した教育活動を推進してまいり

ます。また，その取組につきましては，

市のホームページなどにより家庭や地

域に発信してまいります。


