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◆平成30年度第1回 総合教育会議 会議録 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

皆様、こんにちは。 

本日はお忙しい中にも関わりませず、ご出席いただきましてありがとうございます。本日の会議につ

きましては、教育委員の皆さんと建設的な協議を行いまして、今後の飯塚市の教育、ハード面・ソフト

面含めて、さらなる充実に繋げてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

それでは、早速ですが議題第1号「飯塚市立学校のICT環境整備」についてを議題といたします。本議

題につきましては、これまで本市の「教育施策の大綱」と、「第二次教育施策の大綱」基本施策に掲げて

おります、「ICTの活用による効果的な学習の推進」をより明確にするため、子どもたちがどのような力

を身に着け、そのためにはどういった整備が必要なのか、こういった内容について本日はご協議をいた

だくものでございます。 

それでは内容についての説明をお願いします。 

 

○教育総務課長(山田哲史) 

皆様、こんにちは。 

議題の説明を致します前に冒頭流れていた動画について、ご紹介させていただきます。お部屋に入っ

たときに電子黒板の方に映し出されておりました動画、こちらの方は、内閣府の政府広報の動画

「Society5.0～すぐそこの未来編～」です。Society 5.0とは、第5期科学技術基本計画において、我が

国が目指すべき未来社会の姿として提唱されたものでございます。今社会が大きく変わろうとしており

ます。未来を見据えた教育へ進まねばと思いまして、ご紹介をさせていただきました。それでは早速、

資料の説明の方に入らせていただきます。 

議第第1号「飯塚市立学校のICT環境整備」についてご説明いたします。はじめに議題の概要でござい

ますけれども、教育、学術及び文化の振興を図るため、今回提案をさせていただくものでございま

す。 

なお、国においても学校の ICT 環境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、地方公共団体間で大きな格差があるなどの課題があるとされ、新学習指導要領

において求められる学習活動を全ての学校において実現できるよう「学校の ICT 環境の整備」、「教

員の ICT活用指導力の向上」が求められています。 

また、その際には市長部局の理解と協力が欠かせないことから、総合教育会議における審議調査

事項として提案するなど、積極的な検討が期待されております。 

議題第 1号別冊資料をお願いします。「飯塚市立学校の ICT環境整備」について、表紙を 1枚めく

っていただき 2 ページをお願いします。2 ページに記載のとおり、本日の会議では、「国などが示す

学校における ICT 機器の整備方針に関する資料」・「本市の ICT 環境整備における現状と課題」・「本

市の教育 ICT 推進の基本方針（案）」・「今後の ICT 環境整備」、以上の４点についてご説明いたしま

す。 

それでは、3 ページから 6 ページになりますが、「国などが示す学校における ICT 機器の整備方針

に関する資料」についてご説明いたします。はじめに、3 ページの（1）ICT の進展にかかる国の動

向についてでございますが、国におきましては、平成 25 年 6 月の閣議決定により、平成 25 年から

平成 29 年までの 5 年間を期間とする第 2 期教育振興基本計画が示され、その中でも、3ページに記
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載してますように、教育用 PC１台あたりの児童生徒数や電子黒板などの配置台数、インターネット

接続や無線 LAN など通信環境の整備、また教員に対する校務用コンピュータや教育ソフト支援員の

配置といった学校において、日常的に ICTを活用できる環境整備の目標が掲げられました。 

4 ページは、第 3期教育振興基本計画になりますが、こちらは平成 30 年、今年の 6 月に閣議決定

されたもので、計画期間は平成 30 年度から平成 34 年度、西暦で申しますと 2018 年度から 2022 年

度までの 5 年間の計画でございます。第 3 期教育振興基本計画での ICT 環境の整備目標を第 2 期教

育振興基本計画と比べますと、学習用コンピュータにおいては、第 2 期が児童生徒 3.6 人に 1 台だ

ったものが、第 3期では 3クラスに 1クラス分、砕いて言えば、3人に 1台とより少人数で 1台を使

用するものとなっております。また、大型提示装置ですが、こちらも普通教室のほか特別教室への

整備目標台数の提示や、統合型校務支援システムの整備など、第 3 期教育振興計画においては、学

校における ICT環境整備をより推進する内容となっております。 

次に 5ページをお願いします。5ページには、新学習指導要領で求められる資質能力を載せており

ます。内容については記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 

次に 6ページをお願いします。6ページは、本市の教育の情報化に対する取り組み方針を示してい

ます大綱の抜粋及び計画での記述箇所を載せております。以上 6ページまでが、「国等が示す学校に

おける ICT機器の整備方針に関する資料」の説明になります。 

続きまして、「本市の ICT 環境整備における現状と課題」についてご説明します。7 ページをお願

いします。7 ページは、本市の教育における ICT 機器の整備状況、また活用内容等について平成 26

年度までの内容と、ステップ 1 となっている平成 27 年度から 28 年度までの内容について、記載し

ているものでございます。平成 26年度までの主な整備利用状況は、パソコン教室への機器整備及び

パソコン教室内での利活用となっています。また平成 27年度・28年度のステップ 2では、実証研究

校へタブレット PCの整備を行ったこと、またその成果を記載しております。 

次に 8 ページをお願いします。8ページは、ステップ 2 と位置付けています平成 29年度から平成

31 年度、西暦では 2019年度までの整備方針と直近時点であります平成 30 年度末時点での整備状況

の見込みを記載しております。 

続きまして、9 ページの方に移らさせていただきます。9 ページから 12 ページでございますが、

こちらは文部科学省による平成 29 年度における学校の情報化実態調査結果で、9 ページが電子黒板

の整備率、10 ページが教育用ＰＣの整備状況、11 ページが教育用 PC のうちノートパソコンやタブ

レット PCなどの可動式 PCの整備状況、また 12ページは教員の ICT活用指導力について、基本的に

全国平均と本市の状況で比較グラフ化したものでございます。小中学校全体で見た場合、電子黒板

の整備率は全校平均また福岡県平均を上回るものの、教育用 PCの整備率は、可動式を含め全国平均

を下回っている状況でございます。また、教員の ICT活用指導力については、Aから Eの項目につい

て全国平均とほぼ同等もしくは上回る結果となっています。 

 次に 13ページをお願いします。13ページは、本市の学校間ネットワーク、使用する機器の根幹を

なすものでございますけれども、そちらの主な環境や課題、またネットワークのイメージ図を載せ

ております。以上が「本市の ICT環境整備における現状と課題」になります。 

次に 14ページをお願いします。14ページと 15ページには、「本市の教育 ICT推進の基本方針（案）」

を示しております。まず、14 ページに本市の教育 ICT 推進が目指すものとして大きく 3 つの方針を

掲げております。はじめに、児童生徒の情報活用能力の育成、それから主体的対話的で深い学びを

実現する授業づくり、3点目としまして校務における ICTの活用の 3点を掲げており、これらは第 3
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期教育振興基本計画での取り組みであり、具体的な目標や活動例は 16ページでご説明をさせていた

だきます。校務の ICT 化による教職員の業務負担軽減及び教員の質の向上が図られていくものと思

います。 

続きまして、15 ページをお願いします。15 ページでは、14 ページにありました本市の教育 ICT

推進が目指すものを実現するうえで必要となる ICT 環境整備についてを記載しております。以上が

「本市の教育 ICT推進の基本方針（案）」になります。 

次に、「今後の ICT環境整備目標」についてご説明します。16ページをお願いします。先ほど説明

しました「本市の教育 ICT 推進の基本方針（案）」の 14 ページ、本市の教育 ICT 推進が目指すもの

に掲げました 3 つの方針に対し、具体的に実現したい教育の目標、またそのための具体的な活動例

を掲げております。この中で、校務における ICT の活用のみが教員を対象とするもので、先ほど申

しましたように教員の働き方改革にもつながる業務の効率化を図るため、学習記録や教材の共有、

また学校運営に必要な情報の一元管理による校務の効率化を図り、学習指導や生徒指導などの質の

向上と学校運営の改善を図ることを目標としているところでございます。 

次に 17 ページをお願いします。17 ページにつきましては、16 ページに掲げました具体的な活動

例を実現するために求められる環境、またそのためには ICT 環境の整備充実が求められております

といった内容を掲載しているところでございます。 

次に 18 ページ、19 ページをお願いします。18 ページは、平成 29 年度、西暦で申しますと 2017

年度における本市の ICT環境整備の状況、19ページは 2022年度における本市の ICT環境整備の目標

とするところを記載しております。18ページの平成 29年度では、学習用コンピュータが小中学生合

わせて 7.3 人に１台、指導者用コンピュータも 3.7 人に１台、こちらにつきましては、校務用の記

載しておりませんけれども、校務用コンピュータにつきましては、すでに 1 人 1 台となっておりま

す。以下、大型提示装置、超高速インターネットや無線 LAN 整備、統合型校務支援システム、ICT

支援員、学校間ネットワークの整備状況について明記しているものでございます。次に、19 ページ

では、そちらに記載している内容を 2022年度までに整備することを目標としております。この目標

について下から 3 つ目の枠の統合型校務支援システムについてでございますが、右側の枠に記載し

ておりますとおり導入を慎重に検討としております。こちらにつきましては、校務支援システムの

デザインや入力方法が各自治体によって違う場合、先生方の人事異動などで慣れないシステムを扱

わなくてはいけないこととなること、また校務支援システムにつきましては、高額であることから

現在の表記の方法としましては、慎重に検討するとしているものでございます。 

次に 20 ページをお願いします。20 ページは国における 2018 年度以降の学校における ICT環境の

整備方針で目標とされている水準を記載しているところでございます。 

続きまして 21 ページをお願いします。21 ページには、2017 年度、昨年度時点での本市 ICT 機器

整備計画を記載しております。 

次に 22ページをお願いします。22ページには、19ページで説明しました整備目標 2022年度の到

達目標に至るまでの年次整備計画について、21ページの 2017年度作成の計画を今回修正して計画の

中で案として提案させていただいているものでございます。 

最後に 23 ページをお願いします。23 ページは、13 ページに記載しております学校間ネットワー

ク、左側の表になりますけれども、そちらについて、今後見込まれる児童生徒のタブレットの増に

よる通信回線への負荷の増、またセキュリティ強化などに対応するために、2020年 10月を目処に学

校間ネットワークについても通信回線の増強や最適化、さらにセキュリティ強化を行おうとするイ
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メージ図になっております。 

以上、資料の説明を終わります。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

説明が終わりました。国の方針・飯塚市の現状、そしてこれからの段階的な整備の見通し、そしてま

た活用の大まかな部分についてまで報告いただけました。委員の皆様方からご意見などありませんでし

ょうか。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

電子黒板、それから投影機、そしてもう一つ区分してタブレットのリプレイスの年限を何年として見

込んでいるかの補足お願いします。 

 

○教育総務課長(山田哲史) 

今ご質問がございました、タブレットや電子黒板につきましてのリプレイスの年限でございます。表

としましては、最後の22ページの方になります。こちらの方で上からいきますと、電子黒板それから児

童生徒用のタブレットにつきましては、2022年を目処にすべて整備が終わる見込みでございます。この

リプレイス期間でございますけれども、まず電子黒板につきましては、10年を目途にリプレイスが必要

になるという風に考えております。ただこちらの方につきましては、当初の電子黒板の導入台数という

のが、1番冒頭の年が4台でございましたので、その分につきましては翌年に回す可能性があるかと思い

ます。 

次にタブレットのリプレイスでございますけれども、こちらの方は6年で見込んでおります。 

また、校務用パソコンでございますけれども、こちらの方は先ほど申しましたように、既に整備の方

は終わっております。ただ指導者用のコンピュータ用のタブレットというのがありまして、違いといい

ますのはですね、電子黒板にセットでついてきている分、これが今指導者用のタブレットPCという位置

づけでしております。こちらは現在校務用とは切り離して、別建てで用意しておりますけれど、今校務

用のノートパソコンをすべてタブレットPCにリプレイスを考えております。ですから、すべての校務用

パソコンのリプレイスがタブレットPCに置き変われば、電子黒板用の指導者用のコンピュータも兼用で

きるということで、ここは台数の方が効率化できるものと考えております。こちらの方のリプレイスも6

年程度を考えております。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

はい、ありがとうございます。せっかく企画調整部長も財務部長も出席されてますので、ここから先

のシミュレーションも今の説明でできるからですね。ありがとうございました。委員さん方からは何か

ありませんでしょうか。 

 

○上田委員 

今のICT配置状況の中で、通級学級への配置がどうなってるのか。この計画ステップ3では、当然含ま

れてると思いますが、今のステップ2の段階での配置状況等もお知らせいただければと思います。 
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○教育総務課長(山田哲史) 

ご質問がありました通級指導教室に対するICT機器の整備でございますけれども、通級指導教室といい

ますものが6校時あるいは5校時、または1日の1コマ程度を過ごす空間ということになりますので、通級

指導教室につきましては、特段整備というような計画はございません。ただ、通われているお子さん方

については、元々の教室がございますので、そちらの方では当然配備をしております。 

 

○上田委員 

できればですね、非常にこのICTというのは個別化・個性化できる有効な手段であるので、特に特学は

必要度が高いと思いますので、人数少なくコマ数も少ないと思いますが、ぜひ配置をしていただけたら

なというふうに思います。 

 

○教育総務課長(山田哲史) 

ご意見いただきまして、どうもありがとうございます。説明不足のところもありましたけれども、ま

ず第1点目として特別支援学級には、普通教室と同様に配備を行うように計画をしております。また、お

っしゃられるように通級指導教室、こういった部分につきましては、通級の状況などを見ながら、配置

について検討していきたいと思います。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 特別支援学級も交流学級というものがあり、子ども達が時間によっては行き来している、片や特別支

援学級には配置しておりますので、通級学級についても同じ考え方が出来るので、今後しっかり検討し

ていただきたいと思います。 

 

○安永委員 

ICT支援員のことでお聞きしたいんですけども、今1名という形になってまして、学校状況を踏まえ、

継続的に確保という風な言い方をされていて、一方で、目標は4校に1人配置というような言い方になっ

てるんですけど、このあたり少しわかりづらいので、ご説明いただけたらと思います。 

 

○教育総務課長(山田哲史) 

18ページの方で、平成29年度の状況としまして、ICT支援員1名（その他オンライン英会話サポートス

タッフ1名）というふうになっており、その1名というのが平成29年度については、市の方での予算措置

の状況からICT支援員の雇用にはいたってなかった部分で、この1名というのが、ボランティアでずっと

来られてきていただいた方でございます。市の方での雇用なり委託ではございませんけれども、企業の

ほうから積極的にボランティアに来ていただけておりましたので、あえて1名と計上させていただいてい

るものでございます。その上で平成30年度でございますけれど、こちらの方につきましては、3名のICT

支援員の配置をいただきまして、現在29校に対し3人が配置されているような状況でございます。およそ

30校とした場合10校に1人程度の配置状況ということですので、今3人で29校をそれぞれ回っているとこ

ろでございます。また、具体的なICT支援の内容としましては、基本的にICTを使う授業のICT関係のサポ

ート、端的に申しますと、色々な発表会や研修会またはオンライン英会話などの具体的な授業がござい

ます。こうした時のICT機器にトラブルが生じた場合に、すぐにその場でサポートしていただく。また校

務支援としましては、通学路についての電子化、また学校内では先生方のICTを活用した授業の組み立て
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で、そういった部分にアドバイスや支援を行っている状況です。合わせまして3名のうち1名については、

プログラムの教育についても、独自の資料やソフトの作成を行っていただいているところでございます。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

平成26、27、28年の3年間は3名就けたんですよね。その間に現場の先生方が、その支援員の方とのや

りとりや実践で学んでくるだろうということでしたが、その効果検証が、思っていたよりも効果がある

とは言い難かったので、29年度は一旦保留ということになりました。今も論議中なのですが、このICT支

援員というものが餅は餅屋ということで、先生方は授業に没頭していただいて、ICTに関わるようなもの

については、その方々に任せるのか。それとも教員の指導力量の向上を目指すのかというところで、今

市の中でもまだ検討中でございます。ただ、配置してますのが現場の声として、まだまだ未熟な教員も

多いので、ぜひ配置していただきたいという声が強いので、そのニーズには応えてますが、本来どうあ

るべきかについてはまだ論議継続中でございます。 

 

○上田委員 

前も市長がハード面の整備とともに、活用する教員の資質の向上をぜひ図ってほしいということおっ

しゃっていたと思うんですけれども、今も支援員の話が出ましたけれどもですね、学校訪問等に参加さ

せていただいて、大変この活用については、学校差とか個人差があるような気がいたします。先生方も

このように世の中急激に変わってきて、対応しないといけないことがたくさんあって、大変な中を必死

で頑張ってくださっていると思います。ですが待ってくれないのでですね、これから先は教育委員会の

仕事になってくると思うのですが、ICTが使えるだけではなくて、その目的に沿ってどのように有効に活

用していくかっていうのがとても大事になってくるので、研修とかマニュアルの提示、実践例の提示・

提案等について充実していかなくてはいけないと思います。現在はどのような状況でしょうか。 

 

○学校教育課長(小林広史) 

ICT活用のための研修会につきましては、今年度につきましては、九州工業大学にご協力していただい

て、未来図を使った研修会をさせていただいております。こちらは例年管理職＋αという形でさせてい

ただいております。また電子黒板に特化した研修会を昨年度は4回、本年度も1回実施して、ベネッセの

方に来ていただいて、具体的に教材教具を使う中で、電子黒板をどう活用するかといったこともさせて

いただいております。また現在Pepper(ペッパー)を配置している学校については、ここの管理職そして

担当者についての研修会、さらには、今来ていただいているICT支援員さんがですね、各学校の研修会等

に派遣していただいて、そちらで教員向けの研修会もしていただいているところです。 

活用については、事例集ということですけれども、現在小学校で3校、中学校で1校がICT支援のモデル

校として指定をかけておりますので、そちらの方では、本年度もすでに終わっているところもございま

すが、ICTを活用した実践について、具体的な授業実践を公開し、そしてその事例を紀要として各学校へ

配布している次第です。実践事例集については、その様な形のものと合わせて、国のほうから「学びの

イノベーション」という雑誌がございまして、そちらのほうを各学校へ配布して活用していただいてい

る次第でございます。 

 

○上田委員 

 ありがとうございます。この配備計画に先んじてですね、そういうことが充実していけたら、配置さ
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れたときにすぐに使うことが出来ると思います。大変と思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

○教育長(西大輔) 

つけ加えでですね、今の穂波東のほうにはライフイズテックという会社も入ってるんですが、MOZER(マ

ザー)というプログラミング教育を入れていて、プログラミング教育をやっていく中で大きな課題も出て

きているのですが、プログラミングの言語は、それぞれ違ってるのでなかなか難しい面があります。だ

から今回穂波東のほうでやっていって、おそらく事例集もできると思うんですよね。でもそれが他の学

校に役立てられるかどうかというのは難しいところもあります。このICT環境については、環境を整える

ということも大事ですが、それ以降にどう役立てるかということも非常に重要だと捉えています。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

今ご指摘があったのは、電子黒板については全校配置じゃないですか。その学校によっても、もちろ

んモデル校は随分習熟しているとは思うのですが、それによっても、その情報交換を簡単な実例報告で

もいいのでそういうものを出し合って冊子にして、市内共通で学び合う環境を設定してはどうかという

ご指摘だったのではないかと思います。それから先のもっと発展的なところについても、同様な考え方

でやっていけばいい。今まずやっている基本的なところについても、そこの足場固めをしないといけな

いのではないかというご指摘だったと思います。 

 

○大隈委員 

似たような意見なのですが、私も学校訪問に行きまして、上田委員がおっしゃったように学校間格差

をすごく感じましたし、でもペッパーを配置していない学校でもそれぞれ工夫して、ペッパーありきで

は無いところでプログラミング教育をやっているなと感じました。あと、先ほど通級についておっしゃ

られていましたけれども、もちろんこの特別支援教育において、このICTというのはとても役に立つもの

だと私も思っております。この資料の中にも視覚優位な子どもに対してのことが書いてありましたけれ

ども、特別な支援を要する子どもは、不器用な子どもも多くて、自助具・デバイス的な要素もかなりソ

フト面を考えたら使えるのではないかと考えております。学校訪問に行って思ったことは、まだまだ特

別支援教育においては、主体的な活動になっていないなというのが私の印象です。もっと個々に応じた、

子どもの能力に応じたものを取り入れて、その子ども達が主体的に学べる活動になればいいなと思って

おります。そのためには支援員さんの協力も必要になってくるのではないかと思います。よろしくお願

いします。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

私が15年ほど前に、今大隈委員おっしゃった特別支援学級の子供向けのソフト、通常のパソコンで自

分のペースで勉強するんです。その補助に今と違う立場で入ったりしていて、それが昨日、保育所の年

長さんで今度小学校1年生にあがる子供のお父さんから、入学前事前学習がドリル方式かタブレット方式

か選択できるようになっており、どちらがよいでしょうかという内容の相談を受けました。その時代は、

特別支援学級の子ども達にとって効果的だと言われていたものが、今少し様式を変えれば、全ての子ど

も達にとって効果的だという発想で世の中が動いているというのを実感いたしました。私たちもそのよ

うな観点で取り組んでいきたいと思います。 

時間をかけてでいいので、先ほど上田委員のおっしゃった活用の情報共有というような意味での活用
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もあるんですね。これは学校内での学びのあり方とか指導のあり方の共有化ですが、学校外へ持ち帰り

を可するのか。もしくは、それぞれ今のパソコンの普及率が自宅でどうなのか。情報を飛ばすのか、USB

でお持ち帰りをオッケーにするのか。そういうところも、これから先台数が増えれば増えるほど検討し

ていく必要があることだと思うので、ぜひ計画を策定される折には意識してほしいなと思います。 

 

○髙石委員 

昨年サニーベールの研修に参加した方の報告会の中で、サニーベールの学校の授業を見て、現地の生

徒達がみんな自分のタブレットを持って授業をしていたという日本の学校との授業の違いがあったとい

う内容の報告があったと思うのですが、飯塚市におけるICT環境整備の目標というか、つまりここに具体

的な台数であるとか、買い替えのサイクルであるとかそういうものが示されていますが、将来的に見据

えているのは、色々な使い方がありますから難しいとは思いますが、全科目に従来の正面にある黒板に

ほぼ機能が変わっての電子黒板の使用や、全ての授業においてタブレットパソコンを目の前に置いた授

業の形態になっていくのか。色々先生によって違いはあると思いますけれども、環境整備においてイメ

ージされている授業のあり方が知りたいと思います。 

 

○教育長(西大輔) 

 私自身が考えているのは、タブレットを使って電子黒板があってというものについては、こういうふ

うにイメージしています。主体的で対外的で深い学びの授業のときに必ずそれを使えないかと思ってい

ます。それで自分の意見や周りの意見を集約して、一箇所に集めたりするなどの授業をイメージしてい

て、今飯塚市で言えば協調学習においては、タブレットを使用した授業を行いたいと思っています。最

終的には全員に持たせることが一番良いとは思いますが、なかなか難しいところもありますので、3クラ

スに1クラス分で対応できないかというふうに考えています。 

 また、タブレット等については、特別支援教育にはものすごく大きな効果を発揮するのではないかと

考えています。それに先ほど言いましたアプリが入っており、自分で学習ができます。こちらはアメリ

カでもやっていました。こういうことがイメージとしてあります。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 教育長が今どのような授業場面でより効果的かということについて述べられましたが、おそらく髙石

委員はそのご指摘ではなかったかと思います。タブレットで置き換える部分と置き換えるべきでない部

分、つまりタブレット上で学習しようと思えば、クリックしていけば分かった気にも、出来た気にもな

ります。でもそれが手を動かす、声で発する。そういうものこそ、この学年構成の中では大事にすべき

だなどというようなところを市教委としてある程度もっていなくていいかというふうに思います。これ

は市教委独自でつくるべきではないと思いますので、まさに現場の先生方、モデル校こそが実感なさっ

ているでしょうし、先ほど電子黒板も投影して流れていくものでいいのか、あえて黒板に書く間を設け

て、そこで子ども達に学ばせることがあるのか。後者を取ったので、パネル式ではなくて移動式の電子

黒板を飯塚市は導入時にそこを検討して導入したと思います。ですから、それぞれの機器をどう場面で

どう活用していくかという位置づけについて、先ほど上田委員からのご指摘の実践事例を作ると同時に、

そういうものを現場の先生と一緒に考えていくことが、現場の先生たちの意欲向上や実践力向上にも繋

がってくると思いますので、そんなソフト面での取り組みをぜひこの期に進めていってもらえばと思い

ます。 
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○安永委員 

校務の話もあって学習記録や教材の共有という話も出てきているのですが、最近高校や大学を含めて

ポートフォリオみたいなことがあって、今までの学習記録を児童生徒達がきちんと把握しながら自分の

伸びを理解する。そして先生も子ども達の学習記録をどうやってとっていって、何が伸びているかとい

うことを個別に判断していくということが必要になってくると思いますし、そのことが有効になるのだ

という理解をさせていただいています。今どちらかというとネットワーク的には切り分けたりとかとい

う方向でセキュリティの方向で校務の話で、共有化のような形で校務用のPCはという形になっています

けれども、一方で生徒が使っているものの情報をどうやって集約して、その結果を反映していくのかと

いうことも今後、すぐにできるとかいう話ではありませんが、個人で持たなくても、ログインを最初に

するだけでも場合によってはできるようなソフトが存在するかもしれませんし、様々な方向で視野に入

っているのかどうか、ご計画やご考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

 

○教育部長(久原美保) 

 今安永委員がおっしゃるとおりに校務支援という時には、子どもの学習の記録といいますか、どうい

うふうに成長していったかというようなことをきちんと学校の中で統一して、掌握して次のステップア

ップにつなげていくことが必要であろうということは確認はしておりますけれども、それをどんなふう

に入れていくべきかというところにまでは、まだ議論が進んでおりませんが、そうすることが先生方の

働き方改革にもつながりますし、子どもを長い目でずっと成長を見守っていくというところには、大き

く繋がっていくものだろうというふうには思っております。ただ、まだ残念ながら具体的な深い検討に

はいたっていないところでございます。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

今の校務支援システムというのは、実は3年前に検討したんです。例えば学校の学習でもそれはオッケ

ーなのですが、分かりやすい例でいくと持ち帰りで宿題を出しました。みんな共通の問題を50問出しま

した。それをログインして解くと回答が先生のところに飛ぶんです。そして誰がどこの問題でつまづい

たかが即時一覧表になって出てきます。そのようなこともすでに可能な時代なので、そうすると先生た

ちが1人1人ノートチェックや宿題チェックをする時間を省くこともでき、さらに子ども達がどの部分で

大きく躓いているかということも一目瞭然になるので、即時対応が出来ます。そんな活用もあるという

ことをオブラートに包んでご指摘になられたと思います。ぜひ使い方について、そこを言われたんです

よ。実はこのようなことをやっている学校もあるのではないか。そうしたらそのようなことを共通にし

て、もっと効率化を図ったり、個別支援が出来るような体制づくりに生かしましょうと。ただ機械を配

置することが目的ではないはずですよねというご指摘が、委員の皆さんの共通のものだと思うので、ぜ

ひ色々なご指摘を生かしながらその方法で今後進めていただいたらと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○髙石委員 

 7ぺージに出ているような成果のところで、一番下のステップ1の右側なのですが、実証研究後のアン

ケートで90％の以上の児童が、ICT機器を使った授業が楽しい分かりやすいと回答という、確かにオンラ

イン英会話の授業の様子を見させていただいたりすると、すごく楽しそうに授業を受けている様子があ

って、こういうことが出来るようになるということなのだろうなとよく分かりやすかったです。それで
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この子ども達の声をもっと拾い上げて、こんなことが出来るようになったとか子ども達の実感が分かり

やすい楽しいだけではなく、どんなふうに楽しかったり、どんなふうに分かりやすかったりするかとい

う声が、たくさん聞けたらありがたいと思います。 

 それと、これは決して後向きな意見を言おうというつもりではありませんが、合わせて電磁波がもた

らす子ども達の発育に与える影響とか、例えば視力などを並行しながら追跡調査していけるようなこと

があればいいと思います。せっかくの色々な環境整備ですから、可能性の広がっていくものと子ども達

の発育の状況を見据えながらという必要があるのではないかと思います。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 ありがとうございました。多額の予算を投与するわけですので、今のご指摘のような子どもの姿での

論証を積み上げていくことが1つと、もう1つは色々な情報機器での弊害が起きてくる可能性もあるので、

そのことについてもしっかりとアンテナを高くして、実情把握とそれから先の情報収集等をやってくだ

さいとのことですので、そのとおりだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

今日はICTの環境整備がメインでございました。そうしますとICTを活用した教育の内容についてまで

いろんな意見交換も及びましたので、それも総合的に踏まえた上で、今後この方針で計画的に年次計画

の下でぜひ進んでいただきますようお願いいたします。 

 

○上田委員 

例えば小中一貫教育の中でなかなか会議の時間が取れないなどがあると思います。特に分離型の学校

は、遠く離れていると何校かが集まって話し合いが出来ないというのがあると思うのですが、そういう

のをこういう機器を使ってテレビ会議のようにすることは出来るのでしょうか。 

 

○大隈委員 

私からも合わせて不登校の子ども達について考えていただきたいと思います。先ほど市長の方から家

庭でのパソコンの配置の問題とかもありましたけれども、家庭に来られる、保健室に行けるあとは不登

校の子ども達の集まる学校に行ける。そういうところでの共同や情報の共有、こういう機器を使って学

校の授業が受けられる。こういうことも将来的にはもしも考えられたらいいかなと思ってお願いしたい

と思います。 

 

○教育長(西大輔) 

不登校の子の学力向上という面からも効果的と思っています。どういう風に役立てるかというのは検

討中です。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

実は、3年前にモデル実験として、一中と庄内中にリクルート社と無料提携をして配置しました。学校

に来れない子も持ち帰りで出来ます。一中は低学力の子ども達にそれでパソコン教室に集めて、週に1回

か2回を半年間通して行いましたが、残念ながら2校ともその検証結果は得られませんでした。不登校に

ついては、全国的な悩みところです。先日、教育部長と一緒に渋谷区へ視察に行き、リクルート社がも
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う一歩進んだところで実証実験を行っていましたが、タブレットを渡したところなおさらまったく来な

くなるという弊害もあるので、先ほど安永委員がおっしゃったような学習の積み上げがきちんと自分で

も振り返ることが出来る、先生もそれを見とることが出来るというようなタブレットの使い方は効果的

だと思いますが、自宅に投げ渡しということは、じっくり考えるべきことだと思います。教育長が効果

があると言われました。私も効果があると思いますが、弊害もあるのでその両面から考えることが必要

だと思います。 

もう一点の上田委員がおっしゃった分はものすごく効果的です。実際に2年前に幸袋小学校と飯塚東小

学校が、特別支援学級の電子黒板とタブレットを使った交流授業を実践してくれました。ですから特別

支援学級の子ども同士が、電子黒板を通して意見の交換会をやる。また、障がいの種に応じて手が上手

に使えない子は、別の方法で表記ができるようにとか、音声を出したりとかいう工夫まで凝らされた授

業がありましたので、特別支援学級はもとより異学年や他校との交流授業で大いに使ってほしいと思い

ますし、可能だと思います。 

 

○教育総務課長(山田哲史) 

今おっしゃられるように、昨年、一昨年と幸袋小学校と飯塚東小学校が特別支援学級同士が電子黒板

を使いながら色々ICT機器を活用して公開授業を行いました。特別支援学級を対象としたというのがやは

り特別支援学級に通われているお子さんは、環境が変わったりしたときには、どうしても落ち着かなか

ったり、精神的に負担が大きいという部分がありますので、いつもの慣れている教室で、しかしながら

そこに閉じこもることは無く、よその情報も取り入れるということをやられておりました。ですから、

先ほどご質問ありました職員会議、小中一貫校など他校と離れている場合でもこういったシステムを使

えば、テレビ会議というものが可能であると思います。また学校間ネットワークを利用した中で、小中

一貫教育、離れているところもございますので同じファイルサーバーを使いまして、情報の共有化を行

っているということで聞いております。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

では、次の協議調整事項に移ります。今回は「飯塚市グローバル人材育成研修事業」についての報告

を設定させていただいております。これまで「中学生海外研修事業」は教育委員会の所管事業でござい

ましたが、本年から市長部局に移りましたので、どのような状況で実施をし、移ったことによってどの

ような取り組みに広がっているかということについて担当課から報告をお願いします。 

 

○国際交流推進室主幹(村上光) 

国際交流推進室主幹の村上でございます。よろしくお願いいたします。 

私からは、「平成30年度グローバル人材育成事業」についてご報告させていただきます。また関連とい

たしまして、4月に新設されております国際交流推進室についても若干触れたいと思います。 

先に、配付しております資料の「平成30年度飯塚市グローバル人材育成研修事業」についてをお願い

いたします。皆さんご承知のとおり、この事業は、昨年度までは生涯学習課が実施していた「中学生海

外研修事業」を今年度より名称を変更し、国際交流推進室にて行っております。研修地は姉妹都市であ

るアメリカのサニーベール市で、来年の3月25日から9日間を予定しております。研修内容としましては、

ホームステイを7泊する中で、学校登校やシリコンバレーの企業見学等を行います。対象者は、市内在住

の中学生と高校1年生です。ただし高校1年生については、平成29年度より現地研修の時期を8月から3月
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に変更したため、受験等によって参加できなかった昨年度の中学3年生が応募できるための救済措置とし

ており、昨年度の募集時点で応募要件を満たしていた者に限っております。 

資料1をご覧ください。今年度の募集につきましては、8月1日から17日まで行い、昨年度より16名多い

50名の応募があり、応募条件につきましては、記載のとおりとなっております。 

次に資料2をご覧いただきたいと思います。資料2につきましては、9月2日に選考試験を実施した結果、

選ばれた20名の内訳でございます。選考試験につきましては、英語の筆記試験、日本語による作文試験、

それと日本語と英語それぞれの面接試験を行っております。 

資料3をご覧ください。こちらは研修日程表でございまして、現在、研修生は事前研修期間となってお

ります。第1回の事前研修は宗像での宿泊研修、第2回目の事前研修は、過去に海外研修へ行った先輩達

からの経験談を聞く交流を行いました。来月の第3回目の事前研修では、九工大留学生との交流を予定し

ております。出発まであと4カ月間、現地研修が実りあるものになるようしっかり準備を行ってまいりま

す。 

続きまして、資料4をご覧ください。ここには、今年度国際交流推進室によって取り組んだ事業の主な

ものを記載しております。順番が前後いたしますが、スタートアップワールドカップ2019はここに記載

のとおり、スタートアップ企業が自社の開発商品やアイディアをプレゼンし、世界的な投資家や大手企

業からの投資を受けるピッチコンテストであります。この世界大会の九州予選を本市で開催したもので

ありますが、主催者はアメリカの企業のフェノックスベンチャー・キャピタルで、このCEOでありますア

ニス・ウッザマン氏とサニーベールの姉妹都市協会の会長でありますマーク・カトウ氏が知り合いであ

りまして、アニス・ウッザマン氏から日本予選であります東京大会とは別に地区予選をやりたいという

相談を受けたマーク・カトウ氏が、それなら飯塚市に相談してみましょうということから本市にお話を

いただきました。その後実現に取り組んだものでありまして、飯塚市で予選を開催するにあたってアニ

ス・ウッザマン氏が一度飯塚市に来てみたいとなり在福岡・アメリカ領事館の主催事業であります「九

州アメリカ起業家セミナー」を飯塚市で開催し、アニス・ウッザマン氏を講師として招へいしましょう

ということになったものであります。私どもといたしましては、こうした偶然をチャンスと捉え、積極

的な取り組みを行い、飯塚友情ネットワークやアパマンショップホールディングスの大村社長、電通九

州といった関係各位の多大なるご尽力をいただきまして、スタートアップワールドカップ2019日本予選

九州大会in飯塚を開催し、世界規模の大会のお手伝いをさせていただいたところでございます。 

最後に、国際交流推進室の現在の取り組みについて、簡単にご説明させていただきます。グローバル

化の急速な進展により、人・もの・情報の交流が活性化している中で、このような状況の変化に取り残

されることなく、世界に目を向けて、多様な文化とあらゆる国籍の人々との共生や、海外との国際交流・

経済交流を通じて本市の国際化を推進するために、その根幹となりますところの「(仮称)飯塚国際化推

進基本計画」の策定に取り組んでおりまして、来年の3月には公表できるようにしたいと考えております。

また、これまで教育委員会の学校教育課の事業でありましたS2I事業(サニーベールの中高生が来飯しホ

ームステイ等を行う事業)と生涯学習課の事業でありました「中学生海外研修事業」や市長部局の地域政

策課の事業でありました「飯塚国際推進協議会事業」や「姉妹都市交流事業」などの各種事業を国際交

流推進室に一本化したことによりまして、サニーベールに行く子ども達、サニーベールから来る子ども

達を一括して管理できるようになりましたし、ホームステイを受け入れるホストファミリーのご家族の

方々と子ども達や私たち職員との繋がりをより一層考慮するとともに、飯塚市のこれからの国際化を意

識して事業を実施するように努めております。 

今後国際化を推進するにあたりまして、国際交流、経済交流の面や多文化共生の面でいろいろな施策
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に取り組んでいくことになりますが、事業実施には関係各課の協力は必要不可欠と考えておりますので、

教育委員会におかれましても、国際化の推進に対しましてより一層のご理解とご協力を賜りますようお

願いを申し上げまして、私の説明とさせていただきます。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

教育委員会で所管されていた頃と同等な人材派遣事業も実施しています。所管替えをしまして総合的

に取り組むようになりまして、中学生でなくグローバルな時代に対応できる人材育成という観点からさ

まざまな事業を行ってますし、このことを経済の交流だとか、やがては恐らく大人社会人との交流へと

繋ぐような可能性も出てきておりますという報告でございます。この点についてお尋ねありますか。 

 

○上田委員 

昨年まで教育委員会が所管していたということで、私たちも様々な行事を身近に感じていたのですが、

最近は今日お話を伺ってこういうことをしていたということを知りました。皆さんはひょっとするとご

存知だったかもしれませんが、力を合わせていかないといけない事業ですので、もしよろしければお知

らせなりご案内なりをいただければ、出来る限りのことはしていきたいと思います。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

協力しますのでぜひ案内をということですので、どうぞよろしくお願いします。 

 

○教育長(西大輔) 

グローバル人材育成事業の合格状況について、嘉穂高校付属中が8人で嘉穂高校が2人で嘉穂が20人中

10人ですが、それだけ成績が良いのは分かりますがどうにかならないでしょうか。公立中が少ないのが

私が恥ずかしいなという気もしますし、かわいそうだという気もします。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

このことについて、恐らく教育委員会で所管しているときも同じことで悩んであったと思います。人

数の一覧表を見たらわかると思います。ここまでひどくはなかったですが。これは高校生を入れたから

なおさらこういうふうになっています。私のところにも所管課が相談に来ました。どうしましょうかと。

でも試験までして子どもが出した結果なので、それを大人の都合でバランスをとるために調整するとい

うことはすべきではないという結論に至った次第でございます。 

 

○国際交流推進室長(原田一隆) 

高校生枠につきましては、最大5名までという条件設定をさせていただいておりました。それから試験

の問題が中学1年生程度の試験問題ということでございましたので、高校生につきましては中学生の平均

点以上はとっておくことということも、事前に条件にさせていただいておりました。そうした中で、今

回高校生は4名と図らずもが5名以内の結果であったわけで、実際高校1年生も落ちております。英語の試

験のみを対象としておりません。作文や面接試験なども評価しながら総合的に評価させていただいた結

果でございますので、結果的として嘉穂附属中学校が多かったというのは、3年生の申し込みが他の学校

ではなかった点が嘉穂附属中学校ではあったというところで、どうしても3月の時期になっておりますの

でそういったところも影響しているところも多々あるとは思いますが、他の学校におかれましても積極
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的にグローバルな人材育成教育に取り組んでいただいて、この競争が活性化し、なおかつ事業そのもの

がもっと有意義なものになっていただけばと思っておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたしま

す。 

○安永委員 

色々聞いていて、逆に高校生が抜けてしまうのだなというのが正直な感想です。もちろん飯塚市なの

で大要が代表というのは分かります。高校は基本私立と県立なので、基本的に対応していくのは難しい

と分かった上で聞いております。大学は大学でやっている、それから企業も含めたところで出口のとこ

ろはやっているわけですけれども、せっかく小中これだけ飯塚市の教育としてもグローバル化に向けて

教育をしていっている。高校のところが飯塚市に住んでいる、あるいは飯塚市の高校に通われているお

子さん達に対して何ができるかということ、もちろん予算的なものも含めて問題があることも分かって

いるのですが、どこかのときに少し頭に入れていただきたいと思います。どうしても、様々な教育が高

校のところで接続が切れる感じになりつつあるので、何かの折にそういうところもケアするということ

も考えていただけないかと思います。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

次年度の募集計画は今のところどのように検討されておりますか。 

 

○国際交流推進室長(原田一隆) 

平成30年度は救済措置ということで、高校1年生なおかつ去年受験資格があったけれどもたまたま3月

に時期がなったことで、受験等の関係で応募が出来なかった生徒を救おうということで、今回高校1年生

まで対象とさせていただきました。しかしながら、我々市長部局国際交流推進室としては、これは飯塚

市内の子ども達であれば広く募集すべきじゃないかという考え方持ってまして、出来れば高校生まで枠

を広げたい。当然市内在住ということが条件にはなりますけれども、高校2年生まで広げられないかとい

うことで今検討しております。しかしながら、予算的な問題がありまして20名という枠はどうしても厳

しいところがありますし、実際例えば30名を連れて行くということになると、随行していく先生方の人

数もありますし、受け入れる側の体制の問題もありますので、現時点では20名というのがギリギリだと

思っておりまして、その中で高校2年生まで枠を広げるとなったときに、中学生は何名連れて行って高校

生は何名連れて行くのかといった問題もあります。実際市内の県立と私立高校に赴きまして、校長先生

とお話させていただく中では、ぜひこの飯塚市の事業に、高校生も加えてほしいというご意見もいただ

いてます。そうすることであれば、飯塚市内の生徒がその事業に関われば、市外の生徒が学校でやって

いる県の補助事業を使ったものに生かせられるし、非常にありがたいという声はいただいております。

そういったものを今後どうしていくかっていうのは、現在教育委員会の方にも入っていただきまして検

討しております。ただ、出来たら今年の事業実績というのが、来年3月25日に行きまして4月2日に帰って

きて、それから事後研修まで含めたところで、その辺をある程度見てみたいというのもありまして、現

時点で来年度はどうするかっていう結論は出しておりませんが、できたら来年度まで高校1年生までもう

一度やるというのも一つの方法であるというところで協議をさせていただいてますので、来年の4月か5

月ぐらいには一つの方向性を出さないと、31年度の事業をどうするかというところもありますので、そ

れまでには一定の方向性を出したいなといふうに考えているところでございます。 

 

○安永委員 
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ありがとうございました。いろいろ大変かと思いますけどもよろしくお願いいたします。 

 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 今市内のある高校が、高校の独自予算の中で飯塚がやっているこの事業に一緒に行けないかというこ

とで相談があって、今年度は間に合いませんでしたが、来年度はぜひということで、今継続的に予算確

保と制度設計をされているところでありますし、つい最近、国際交流推進室がひとつ汗をかいて、サニ

ーベールの高校と交流がしたいという申し出をした公立高校がありまして、そこについて、今繋ぎと調

整を図ってくれているところでございます。今安永委員がご指摘の小中とあって、大学や社会人で途切

れるというのは人材育成の観点から本当にそれでいいのかというご指摘だと思いますが、そこについて

もぜひ前に進めていくような方向考えて行きたいと思います。他にありませんでしょうか。 

(なしの声) 

 それではこの点について、人材育成基金というのも使っておりますので、幅広く未来に向けて取り組

んでいただきたいと思います。 

せっかくの機会でございます。教育全般等について委員の皆様から何かございませんでしょうか。 

(なしの声) 

では、ないようですのでこれをもちまして、平成30年度第1回総合教育会議を閉会いたします。皆様お

疲れ様でした。 


