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はじめに

２１世紀は新しい知識・情報・技術が，社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍

的に重要性を増す「知識基盤社会」の時代と言われております。知識基盤社会の時代にお

いて，子どもたちに基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，これらを活用して課題

を解決するために必要な思考力，判断力，表現力等をはぐくみ，主体的に学習に取り組む

態度を養う等の「生きる力」をはぐくむことはますます重要になっております。この知識

基盤社会を主体的に生き抜くための「生きる力」を育成するには「情報活用能力」が重要

な鍵であり，学校での「情報教育」の推進が求められております。また，校務の情報化に

より，教職員の時間的ゆとりが生み出され，子どもたちと向き合う時間が増えることによ

って，よりよい学校づくりに結び付けられると考えています。

これらの課題を解決するための「教育の情報化」の推進は喫緊の課題であり，平成２０

年１月の中央教育審議会答申「効果的・効率的な教育を行うことにより確かな学力を確立

するとともに，情報活用能力など社会の変化に対応するための子どもの力をはぐくむため，

ＩＣＴ環境の整備，教師のＩＣＴ指導力の向上，校務のＩＣＴ化等の教育の情報化が重要

である」などの提言を受け，教育の情報化の流れを踏まえた学習指導要領の改訂がなされ

ました。

本県においては，これまで平成１９年３月に策定した「みやぎＩＣＴ教育推進計画」を

もとに，教育の情報化を進めてきました。しかし，その取組については，校種や学校間・

教科間で差異があるのが実態であり，教育の情報化のなお一層の推進が求められています。

今日の情報通信ネットワークの進歩は早く，新しい通信技術やそれを生かした学習支援，

あるいは，情報化の影の部分への対応などについて，教職員の研修をさらに深めていき，

教育の情報化を進め，児童生徒の情報活用能力の育成を図っていく必要があります。

今回策定する「みやぎの教育情報化推進計画」は，国及び県の情報化施策の動向や，急

速に進展する情報化に柔軟に対応し，本県の教育の情報化推進のための新たな行動計画と

なるものです。今後は，本計画に基づいて教育の情報化を推進し，知識基盤社会において

学び続ける児童生徒の育成に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

最後に，本計画策定に当たり御協力いただきました皆様に厚くお礼申し上げます。

平成２５年３月

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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*1 本推進計画の進行管理を行うための会議

第１章 推進計画策定の基本的な考え方

１ 推進計画策定の趣旨

宮城県では，平成２２年３月に，本県の教育を総合的かつ計画的に進めていくための教

育振興基本計画を策定した。教育振興基本計画では，本県の子どもたちの状況等を踏まえ，

高度情報化や経済活動の一層のグローバル化など，これまで以上に変化の激しい中で，高

度な知識・技能の習得と自らの適性を把握し，果たすべき役割に向けて自立的に行動でき

る人づくりを目標の一つとしている。その目標の実現に向けて，教員の教科指導力の向上

や時代の要請に応えた教育の推進等を通して，学ぶ力と自立する力の育成を図っていこう

としている。宮城県教育委員会では，平成１９年３月「みやぎＩＣＴ教育推進計画」を策

定し，ＩＣＴの利活用を通して教員の教科指導力等の向上に向けて取り組んできたところ

であるが，国及び県の情報化施策の動向や急速に進展する情報化の変化に対応するため，

また，東日本大震災からの復興を担う次代の人材育成のため，「みやぎＩＣＴ教育推進計

画」の理念を受け継ぎ「みやぎの教育情報化推進計画」（以下，推進計画）を策定するも

のである。

２ 計画の位置づけ

本推進計画は，「教育振興基本計画」との一体性に配慮しながら，本県の教育の情報化

の振興に関する施策の総合的かつ体系的な推進を図るため，本県の教育の情報化の目指す

べき姿を明確にし，それに向けて講ずべき施策を示す計画として策定するものである。

３ 推進計画の期間

本推進計画は，平成２５年度から平成２７年度までを計画期間として，国及び県の情報

化政策の動向や急速に進展する情報化の変化に柔軟に対応するため，必要に応じて推進計

画の見直しを行うものとする。

なお，推進計画の進捗状況や問題点などについて，宮城県教育情報化推進会議
*1
で点検

を行い，事業の円滑な推進に努める。

また推進計画の最終年度までに，平成２８年度以降の推進計画の策定を行う。

－1－



*2 新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重

要性を増す社会。

*3 平成２０年に小学校，中学校の学習指導要領が，平成２１年に高等学校，特別支援学校の学習指導要領が改

訂された。

*4 情報活用能力については，情報活用の実践力，情報の科学的な理解，情報社会に参画する態度，の３つの観

点が重要である。

第２章 教育の情報化の方向性

１ 計画のねらい

知識基盤社会において学び続けるみやぎの児童生徒の育成

２１世紀は知識基盤社会
*2
と言われ，幅広い知識と柔軟な思考力に基づく新しい知や価

値を創造する能力が求められるようになる。また，社会構造の変化と経済のグローバル化

により，アイディアなどの知識そのものや人材をめぐる国際競争が加速するとともに，異

なる文化・文明との共存や国際競争の必要性が増大している。

新学習指導要領
*3
では，このような変化の激しい社会を担う子どもたちには，確かな学

力，豊かな心，健やかな体の調和のとれた「生きる力」の育成がますます重要になってお

り，確かな学力の育成には，基礎的・基本的な知識・技能の習得，これらを活用して課題

を解決するための思考力・判断力・表現力等及び主体的に学習に取り組む態度等を育むこ

とが必要であるとしている。

情報活用能力
*4
を育むことは，必要な情報を主体的に収集・判断・処理・編集・創造・

表現し，発信・伝達できる能力等を育むことである。また，基礎的・基本的な知識・技能

の確実な定着とともに，知識・技能を活用して行う言語活動の基盤となるものであり，「生

きる力」に資するものである。

本計画は，この生きる力に資する情報活用能力を育むために，２１世紀の知識基盤社会

にふさわしい学校と学びの実現を図り，将来にわたって学び続けるみやぎの児童生徒の育

成を目的とする。

－2－



*5 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1323235.htm

*6 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/06/28/1307

651_1.pdf

２ 情報教育の充実

情報教育とは，児童生徒の情報活用能力の育成を図るものであり，目標については次の

３つの観点に整理されている。

Ａ 情報活用の実践力

課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて，必要な情報を主体的に

収集・判断・表現・処理・創造し，受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力

Ｂ 情報の科学的な理解

情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と，情報を適切に扱ったり，自らの情報

活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解

Ｃ 情報社会に参画する態度

社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し，情

報モラルの必要性や情報に対する責任について考え，望ましい情報社会の創造に参画し

ようとする態度

２－１ 現状

ＩＣＴ機器を活用することが情報教育であると誤解をしている教員が多いこともあり，

情報教育に対する理解が進んでいない現状がある。

文部科学省「学校における教育の情報化等に関する調査
*5
」（平成２３年度）によると，

本県で，情報活用能力の育成を目的とした，生徒のＩＣＴ活用を指導することが「わりに

できる」，「ややできる」と回答した教員の割合は５９.０％であり，全国平均を３.８％

下回っている。同じく，情報モラルなどを指導することが「わりにできる」，「ややでき

る」と回答した教員の割合は７０.４％であり，全国平均を２.９％下回っている。

ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ２００９
*6
）「デジタル読解力調査」（コンピ

ュータ使用型調査）の結果によれば，デジタル読解力の平均得点は参加１９か国・地域の

中では，４位となったものの１位の韓国（５６８点）とは４９点の差がひらいた。また，

同調査のコンピュータ利用等に関する生徒への調査（ＩＣＴ質問紙調査）では，普段の１

週間のうち，国語・数学・理科の各授業において，コンピュータを使っている生徒の割合

が最も低く，マルチメディア作品の作成では，「自分で上手にできる」，「誰かに手伝って

もらえればできる」と回答した生徒の割合が１７か国・地域の中で最も低く，表計算ソフ

－3－



*7 情報教育及び学習指導における情報手段の活用において指導的な役割を担うとともに，学校の情報化の

全般について企画立案する役割を担う，校内の情報化を推進していく上で中心となる教員

*8 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1259413.htm

*9 http://hiroba.edu-c.pref.miyagi.jp/miyasen/

トを使ったグラフの作成については，ＯＥＣＤ平均より低い水準にある。デジタル読解力

調査からは，学校でコンピュータを利用している生徒の方が，得点が有意に高いことも分

かっており，日本でも学校においてコンピュータを活用した授業を行っていくことが重要

である。

ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ２０１５）は，筆記型テストからコンピュー

タ利用型に変更されることが予定されているとともに，平成２５年度には，文部科学省が，

今後の情報活用能力育成に向けた施策の展開，学習指導の改善，教育課程の検討に役立て

るため，児童生徒の「情報活用能力調査」を実施することとしている。児童生徒がＩＣＴ

を活用しながら問題を解決する力が求められており，その重要な要素として情報活用能力

の育成の必要性が高まっていると考えられる。

２－２ 課題

情報教育の３つの目標「情報活用の実践力」，「情報の科学的な理解」，「情報社会に参

画する態度」を児童生徒にバランスよく身に付けさせるため，発達段階ごとの到達目標に

基づき，学校全体で体系的に取り組むとともに，小学校，中学校及び高等学校の各段階の

つながりや重点化する学習活動を明確にして進める必要がある。

情報化が急速に進展する中で，情報社会に積極的に参画する態度を育てるためには，情

報化の「影」の部分を十分理解することが今後ますます重要になる。その中心となる情報

モラル教育を，発達段階に応じ体系的に進めるとともに，学習指導要領における位置付け

を踏まえて，各教科の指導内容に関連して実施する必要がある。

そのためには，各学校において，情報教育の体系的な取組の核となる人材として，情報

化推進リーダー
*7
の設置を確実に推進する必要がある。

２－３ 課題解決に向けた方策と活動指標

（１）情報教育の理解促進

平成２２年１０月に文部科学省から出された「教育の情報化に関する手引
*8
」におい

て示された小学校，中学校，高等学校の各発達段階において期待される情報活用能力や

これを身に付けさせるための指導事例等について，総合教育センターのデータライブラ

リ
*9
を活用するなど学校現場へ分かりやすい方法で一層の周知を図るとともに，学校現

－4－



*10 「みやぎの情報モラル総合サイト」で公開している「みやぎ・情報モラル教育実践パッケージ」は，（財）学習ソ

フトウェア情報研究センター主催「平成２２年度学習ソフトウェアコンクール」において，団体の部で文部科学大

臣奨励賞を受賞している。

（http://midori.edu-c.pref.miyagi.jp/moral/）

*11 情報教育及び学習指導における情報手段の活用において指導的な役割を担うとともに，学校の情報化の

全般について企画立案する役割を担う，校内の情報化を推進していく上で中心となる教員

*12 学校ＣＩＯ（Chief Information Officer）：校長，副校長または教頭が情報化の統括責任者として，地域レベ

ルのビジョン等に基づき，各学校レベルでICT化をマネジメント・実行する。 p23参照

場で展開された好事例等の情報収集・提供に努める。さらに，各発達段階において期待

される情報活用能力を踏まえ，各校において情報教育全体計画を作成し，情報教育の着

実な実施を図るよう，各学校への取組みを促す。

（２）上級学校との連携

情報教育の充実にむけて，大学や専門学校等の上級学校の教育資源を積極的に活用を

していく。具体的には，上級学校の講師による講話や授業，高大連携事業等の公開講座

の受講を通して，児童生徒の情報活用能力の育成を図る。

（３）「みやぎの情報モラル総合サイト
*10
」の活用

宮城県総合教育センターで作成した「みやぎの情報モラル総合サイト」では，「みや

ぎ・情報モラル教育実践パッケージ」を公開している。本パッケージは，情報モラル教

育に対する教員の意識を高め，指導力の向上をサポートする校内研修資料（校内研修パ

ッケージ），各教科等の授業で活用できる指導資料（指導パッケージ），保護者への啓

発を図るための保護者対象研修資料（保護者対象研修パッケージ），「保護者授業参観」

を情報モラル教育に対する家庭の理解や協力を促す機会ととらえ，授業参観で使用する

資料（家庭との連携を図った授業パッケージ）の４つのパッケージから構成されている。

校内研修及び保護者対象研修パッケージにはワークショップ型の活動を取り入れ，情報

モラル教育の必要性や指導のポイントを具体的に学ぶことができる。また，指導パッケ

ージは，従来の授業の中に情報モラルの視点をもった学習活動を取り込み，５～１０分

程度で実施できることが大きな特長となっている。情報モラル教育のためのワンストッ

プサイトとも言える本サイトの利活用を促進することで，情報モラル教育の充実を図る。

（４）リーダー養成研修の実施

情報化推進リーダー
*11
を養成する研修を悉皆で実施する。その際，各学校における学

校ＣＩＯ
*12
の強力な支援は不可欠である。学校ＣＩＯの設置を義務付けるとともに，学

校ＣＩＯを対象とした研修の充実を図っていく。
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表１ 情報教育の充実に関する活動指標

活動指標（単位） 現状値 目標値 目標値 目標値
平成２３年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

児童・生徒のＩＣＴ 59.0 80 90 95
活用を指導できる教
員の割合(%)

情報モラルなどを指 70.4 85 95 100
導できる教員の割合
(%)

情報化推進リーダー － － 200 200
養成研修の実施
（参加人数）

２－４ 課題解決に向けた方策の実施計画

児童生徒の情報活用能力の育成を目指し，以下に示す課題解決に向けた方策の実施計画

を通して，情報教育の充実を図っていく。

表２ 課題解決に向けた方策の実施計画

課題解決に向けた方策 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（１）情報教育への理解 ○好事例の収集と提 ○好事例の収集と提 ○好事例の収集と提
促進 供 供 供

○モデル校での情報 ○情報教育全体計画 ○情報教育全体計画
教育全体計画の作 作成の推進 作成の推進
成

（２）上級学校との連携 ○連携状況の把握と ○連携の推進・拡充 ○連携の推進・拡充
推進

（３）「みやぎの情報モ ○サイトの利用啓発 ○サイトの利用啓発 ○サイトの利用啓発
ラル総合サイト」
の活用

（４）リーダー養成研修 ○情報化推進リーダ ○情報化推進リーダ ○情報化推進リーダ
の実施 ー研修の検討 ー研修の実施 ー研修の実施
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３ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上

３－１ 現状

「わかる授業」の実現や情報モラルの育成のためには，一人一人の教員がＩＣＴ活用指

導力の向上の必要性を理解し，校内研修などを積極的に活用して自ら研修を進めることが

必要である。教員のＩＣＴ活用指導力の現状を把握するため，文部科学省では，平成１８

年度より「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」を実施している。この中で，

教員のＩＣＴ活用指導力として５つの大項目が示されている。教員の児童生徒の指導に直

接関わるICT活用指導力（表３参照）は，このうちの4つであり，平成２３年度の調査結果

では，宮城県の教員の「わりにできる」，「ややできる」と回答した結果は以下のようにな

っている（表３）。

表３ 教員のICT活用指導力の調査において「わりにできる」，「ややできる」と回答した割合（％）

Ａ：教材研究・ Ｂ：授業中にＩ Ｃ：児童・生徒 Ｄ：情報モラル
学 指導の準備・評 ＣＴを活用して のＩＣＴ活用を などを指導する
校 価などにＩＣＴ 指導することが 指導することが ことができる教
種 を活用すること できる教員の割 できる教員の割 員の割合

ができる教員の 合 合
割合

小 宮城県(%) 77.8 65.0 64.2 73.5

学 全国平均(%) 78.8 67.4 66.0 76.4

校 全国順位 26位 29位 30位 35位

中 宮城県(%) 73.9 56.8 57.0 69.9

学 全国平均(%) 75.9 60.8 57.9 70.2

校 全国順位 32位 35位 26位 23位

高 宮城県(%) 72.5 52.4 52.6 67.2
等
学 全国平均(%) 80.0 66.1 64.5 74.4
校

全国順位 44位 47位 45位 37位

特 宮城県(%) 73.3 57.1 50.7 60.0
別
支 全国平均(%) 76.5 63.9 56.5 62.4
援
学 全国順位 36位 36位 33位 30位
校

宮城県(%) 75.5 59.7 59.0 70.4

計 全国平均(%) 78.1 65.1 62.8 73.3

全国順位 35位 39位 35位 35位
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*13 平成18年1月19日 IT戦略本部 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/060119honbun.pdf

本県の結果は，全ての項目，全ての校種において，全国平均を下回っており，特に校種

による差が大きく，年々全国平均とその差が開いている（図１）。

図１ 教員のICT活用指導力の調査において「わりにできる」，「ややできる」と回答した割

合の経年変化（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」平成

19年度～平成23年度より）

３－２ 課題

文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」のＩＣＴ活用指導力に

関する全国的な調査において，ＩＴ新改革戦略
*13
に示された「平成２２年度末までに概ね１

００％」という目標は達成できなかった。教科指導でのＩＣＴの活用等により，児童生徒

の理解を促す上でも，ＩＣＴ活用指導力は全ての教員に求められている能力である。教育

の情報化は今後ますます重要になることを踏まえると，教員のＩＣＴ活用指導力向上を図

るＩＣＴ活用研修を一層充実させていく必要がある。またICT活用指導力を身に付けた教員

の養成について，大学等の教員養成課程との連携を深めていく必要がある。

Ａ：教材研究・指導の準備・評価などにＩＣＴを活用することができる教員の割合

Ｂ：授業中にＩＣＴを活用して指導することができる教員の割合

Ｃ：児童・生徒のＩＣＴ活用を指導することができる教員の割合

Ｄ：情報モラルなどを指導することができる教員の割合

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

全国
宮城

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

全国
宮城

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

全国
宮城

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

全国
宮城

A B

C D

－8－



*14 「教育の情報化に関する手引き」２～３章参照

*15 平成２３年度宮城県教育研修センター 専門研究 情報教育グループ 「教員のＩＣＴ活用指導力を高める

校内研修の推進」など

３－３ 課題解決に向けた方策と活動指標

各校種における学習指導要領の「総則」においてもコンピュータ等の活用について示さ

れており，各教科においてもそれぞれ具体的に活用指針が示されている
*14
。教員は学習活動

においてＩＣＴの活用が様々な場面で求められていることを正しく理解し実践できるよう

にすべき状況にあり，「概ね全ての教員がＩＣＴを活用できる」とする目標の達成に向け，

研修の充実を図っていく。

（１）校内研修の推進

校内研修の実施にあたっては「教員のＩＣＴ活用指導力」チェックリストを積極的に

活用して研修のねらいを明確化するとともに，学校の実態に応じて研修形態の工夫に努

める必要がある。このため，情報化推進リーダーの養成研修等において，校内研修で利

用可能な資料等
*15
の提供を継続し，学校ＣＩＯ主導による校内研修の充実を進める。

（２）ＩＣＴ活用研修の充実

ア 各校でのＩＣＴの活用を効果的に進めるために，情報化推進リーダーを養成する研

修を実施する。

イ 小学校，中学校，高等学校においては，各教科におけるＩＣＴの利活用によって，

児童生徒に目指す力がはぐくまれるように教科指導を行うことが重要となる。そのた

めに，教科目標を意識した優れた実践例や教材の共有化を図り，指導方法の工夫や評

価の在り方について研修を実施する。

ウ 学習活動のおける情報機器の使い方は多種多様であることから，プロジェクト委員

会を組織して事例の収集や実践研究を行う。また外部で行われる研修をはじめ，研究

会や発表会，勉強会等への積極的な参加を促していく。

（３）総合教育センターの活用

総合教育センター等で行われる研修では，教員が新たな視点を学ぶことや，最新機器

の新たな利活用の方法を知る絶好の機会である。科学巡回指導訪問は，児童生徒にとっ

て，日常の学校生活では得られない機器の操作体験を積むことが出来るなど多くの利点

がある。新たな知見を得て，ＩＣＴ活用指導力を授業力につなげるためにも多くの教員

が総合教育センターを有効に活用していく必要がある。総合教育センターでは，従来教

育研修センターで行われてきたものを発展させ，以下の事業を展開する予定であり，積

極的な活用を促していく。

ア カリキュラム開発支援室（Mナビステーション）
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これまでの学習指導案や関連資料等から参考事例を収集する。また，担当指導主事と

の相談を通して助言を受け，各校個別の研究や教員個人の資質向上を支援する。

イ 土曜講座

土曜日に，情報機器を用いた授業づくり等についての研修会を開催する。

ウ 指導主事派遣事業（要請研修）

学校や教育研究会などからの依頼に基づき，具体的なＩＣＴ活用方法等について講義

や実習を行う。

エ 科学巡回指導訪問

科学巡回指導訪問では，県内各地の小学校を訪問し，児童に対して特別授業を行うと

ともに，各校の教員に対しては理科教育に関する実験・実習，教材作成等についての指

導研修を行っている。この際に教員研修の一環としてＩＣＴを活用した授業づくりにつ

いての研修を行う。

（４）上級学校との連携

大学等の上級学校の講師による講義や研修会を通して，教員のＩＣＴ活用指導力の深

化を図る。またＩＣＴ活用指導力を身に付けた教員の育成に向けて，県内学校における

ＩＣＴ活用の実践事例の提供や上級学校と連携した教員研修を行ったり，教育実習の中

でＩＣＴを活用した授業の見学と授業実践の機会が充実するように努めていく。さらに

は学生による学校でのボランティア活動等の場面でＩＣＴに関する支援活動を展開する

など連携を深めていく。

表４ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上に関する活動指標

活動指標（単位） 現状値 目標値 目標値 目標値

平成２３年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

教材研究・指導の準備・評価などにＩＣＴを活
75.5 90 95 100

用することができる教員の割合（％）

授業中にＩＣＴを活用して指導すること
59.7 80 90 95

ができる教員の割合（％）

児童・生徒のＩＣＴ活用を指導すること
59.0 80 90 95

ができる教員の割合（％）

情報モラルなどを指導すること
70.4 85 95 100

ができる教員の割合（％）
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３－４ 課題解決に向けた方策の実施計画

わかる授業の実現を目指し，以下の課題解決に向けた方策の実施計画を通して，教員の

ＩＣＴ活用指導力の向上を図っていく。

表５ 課題解決に向けた方策の実施計画

課題解決に向けた方策 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

（１）校内研修の ○校内研修パッケージ ○校内研修パッケージ ○校内研修パッケージ
推進 を用いた校内研修の を用いた校内研修の の自校化の確立

実施 実施

（２）ＩＣＴ活用 ○実践例や教材の共有 ○情報化推進リーダー ○情報化推進リーダー
研修の充実 化の促進 研修の実施 研修の実施

○JAET全国大会：参加 ○実践例や教材の共有 ○実践例や教材の共有
と事例発表 化の促進 化の促進
（10/25～26仙台） ○プロジェクト委員に ○プロジェクト委員に

よる実践研究 よる実践研究

（３）総合教育セ ○カリキュラム開発支 ○カリキュラム開発支 ○カリキュラム開発支
ンターの活 援室（Mナビ） 援室（Mナビ） 援室（Mナビ）
用 ○土曜講座 ○土曜講座 ○土曜講座

○指導主事派遣事業 ○指導主事派遣事業 ○指導主事派遣事業
○科学巡回指導訪問 ○科学巡回指導訪問 ○科学巡回指導訪問

（４）上級学校と ○連携状況の把握と推 ○連携の推進・拡充 ○連携の推進・拡充
の連携 進
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*16 http://benesse.jp/berd/center/open/report/kyouinjittai/2006/index_sc.html

４ 校務の情報化

社会環境が急激に変化する中で，学校が対応すべき教育課題は複雑化し，教員がその解

決に費やす時間は増加傾向にある。文部科学省が公表した「教員勤務実態調査
*16
」（平成

１８年度）によると，教員の時間外勤務は１ヶ月当たり３４時間であり，昭和４１年度の

それの約４.３倍と増加している。

先の「教員勤務実態調査」をもとに全教員の１日当たりの平均時間外勤務と持帰り時間

量をまとめると図２のようになる。各校種ともに１日当たりの時間外勤務の平均は１時間

を超過しており，多忙化する校務の実態がこのデータからも明らかである。また，自宅へ

仕事を持ち帰らざるを得ない状況も浮き彫りになっている。このことは，校務の多忙化に

より授業以外に児童生徒を指導する時間の減少及び児童生徒情報の漏えい問題にもつなが

る大きな課題である。

校務の情報化により，校務が効率的に遂行できるようになることで，教職員が児童や生

徒の指導に対して，より多くの時間を割くことが可能となる。また各種情報の分析や共有

により，今まで以上に細部にまで行き届いた学習指導や生徒指導等の教育活動が実現でき

るなど，様々な恩恵を被ることができる。さらに児童生徒の個人情報の取り扱いに配慮し

た情報セキュリティの確保や，情報共有・情報発信による保護者や地域との連携など，ま

すます進展する情報化社会において，ＩＣＴを有効に活用して，よりよい教育を実現でき

る。このようなことから，校務の情報化を達成するためのシステムづくりが求められてい

る。

図２ 勤務日・１日当たりの平均残業時間・持帰り時間量（通期・教員全体）

（平成１８年度文部科学省委託調査「教員勤務実態調査」より）
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*17 校務文書に関する業務，教職員間の情報共有，服務管理上の事務，施設管理等を行うことを目的と

し，教職員が一律に使用するシステム

*18 県立学校100％，市町村立学校66.6％（政令市は含まない）

４－１ 現状

校務の情報化を進めるにあたり，校務用のコンピュータについては，ＩＴ新改革戦略（平

成１８年）の中で平成２２年度までに教員一人一台を達成目標としてきた。また，文部科

学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」（平成２３年度）によれば，

本県の「教員の校務用コンピュータ整備率」は１１３.２％と一人一台を上回る整備率と

なっている。しかし，設置者別に見ると，整備率が１０％前後の設置者が存在し，そのた

め個人所有のコンピュータの持ち込み率も依然として高い状態である。

さらに同調査結果における「校務支援システムの整備率」は県全体で６１.５％，「グ

ループウェアの整備率
*17
」は同じく４８.４％となっており，県内の約半数の公立学校で

校務の情報化を図るためのシステムやソフトウェアが導入されていることが分かる。しか

し，同調査では校務支援システムの定義を「単一機能をもったソフトウェアを含むもの」

としていることから，校務全般にわたる総合的な情報化は調査結果が示す状況までには進

んでいないものと考えられる。各校においては，自作ソフトウェアによる成績処理や，フ

リーソフトを活用した出席情報の集計など，学校独自で情報化に取り組んでいる実態があ

る。全校体制でシステム開発に取り組む例は少数であり，多くの学校がＩＣＴのスキルが

高い個々の教員に依存している状況にある。

同調査結果によれば，「校務にＩＣＴを活用する能力」は県平均で７１.７％の教員が

「わりにできる」，「ややできる」と回答している。平成１８年度から全校種において上

昇しているが，全国平均の７４.２％を下回っている状況である。またホームページ（HP）

の開設状況についても，全国平均（８７．８％）に比べて72.5％
*18
と下回っている。

校務の情報化を推進するにあたり，まず教務処理を中心とする情報化を一層進めるため，

教務支援システム開発に着手し，美田園高校について平成２４年度中にモデル校として教

務支援システムを開発した。この成果をもとに，あらゆる学校・学科に汎用可能なシステ

ム開発を進めることとし，平成２５年度には県立８校で試行開発を行い，その後全校に拡

大していく予定となっている。以上述べた教務支援システムは，校務の情報化の一部であ

り，今後その他の校務運営関連分野についても情報化を進める必要があり，校務支援シス

テムの構築が求められている。

４－２ 課題

校務の情報化を進める上で課題となる点は次の６点である。
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（１）校務用コンピュータの整備・更新の促進

ア 校務用コンピュータ整備率の設置者間における大きな差異の解消

イ 耐用年数を超過した機器やオペレーティングシステムのサポート終了等による機器

の円滑な更新

（２）校務支援システムの整備

ア 全県で統一した総合的な校務支援システムの整備

（３）教員の「校務にＩＣＴを活用する能力」の向上

ア 児童生徒情報の管理に必要なソフトウェアの基礎的なスキルの習得

イ ＩＣＴ活用能力向上を目的とした研修会の実施

ウ ＯＪＴ（On the Job Training）による学校現場での研修体制の構築

（４）教員の情報セキュリティの研修

ア 情報セキュリティに必要な基礎的な知識の習得

イ 情報モラルを意識した研修会の実施

ウ 校内及び教育ネットワークで結ばれた範囲内の情報セキュリティ対策の再検討

エ 児童生徒情報のネットワーク上での保存，管理に関わる対策の検討

（５）地域や保護者に対する情報公開

ア 学校ＨＰによる特色ある教育活動などのタイムリーな情報提供を一層進めていくた

めに，ＨＰの開設率を高めていくことが必要である

イ 学校ＨＰによる災害情報等の提供（保護者と双方向での連絡手段の確保）

（６）公文書の電子化に係る手順や文書管理規定の検討

ア 指導要録等の電子化の手順の統一化

イ 公印の省略や電子押印の取扱の検討

ウ 電子化された文書の保管方法の検討

４－３ 課題解決に向けた方策と活動指標

（１）校務用コンピュータの整備・更新の促進

学校と県及び市町村が連携を図りながら，教員一人一台の校務用コンピュータの設置

を進め，設置者間の差異を解消することが重要である。また，機器整備や機種更新を確

実に実行するための財政的な支援が必要である。

（２）校務支援システムの整備

校務支援システムの導入により，校務の効率化を図り，児童生徒と向き合う時間を確

保することが重要である。そのためには，全県的な校務支援システムの導入と学校現場

の処理状況に合わせたカスタマイズや定期的な仕様の見直しが必要である。
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進学や転出入に伴う児童生徒情報の円滑な受け渡し等のために統一システムの導入を

図ることが効果的であると考える。これにより，情報の管理やシステムの更新の一元化

が図られるとともに，システム開発や保守管理が一本化され，経費を大幅に削減できる

と考える。さらに，教員の異動によるシステムの学び直しも解消され，年度末及び年度

始めの多忙化解消にもつながる。

更新に伴うシステムの変更への対応を考え，異なるシステム間で児童生徒情報の受け

渡しを可能とするデータの標準化を図ることが必要となる。

統一システムの導入に伴い，各校が独自に使用している帳票書式を統一することが望

まれる。データ同様，帳票書式の県内における標準化に取り組むことにより，全県で統

一した手順による校務処理の実現にもつながることから，市町村立学校への導入も視野

に入れながら，整備を進めていく。

（３）教員の「校務にＩＣＴを活用する能力」の向上

ＩＣＴを活用した校務処理研修会等によって，教員の校務にＩＣＴを活用する能力の

向上を図る。

（４）教員の情報セキュリティ研修の充実

校務の情報化に伴い，児童生徒の情報を電子データとして扱うことは避けられない。

そこで，教員の情報セキュリティに対する意識の向上や知識・技能の習得が必要となる。

そのために校内の情報管理体制の見直しや外部記憶媒体等の取り扱いに対する危機意識

の喚起が重要である。今後外部講師などを活用しながら，これらの対策を図るための研

修等を充実していく。

（５）地域や保護者に対する情報公開の促進

多くの学校が学校ＨＰを開設し，情報発信に取り組んでいるが，これまでの流れをさ

らに充実させることが重要である。特に，情報公開ではホームページは高い効果を発揮

しており，日常的な情報発信のみならず，地域や保護者に特色ある教育活動への理解を

図るため，一層のホームページの活用を促進していく。促進に向けては，著作権保護や

個人情報保護の徹底，アクセシビリティやユーザビリティの確保（視覚障害者への配慮

や多言語化など）等の対応がこれまで以上に必要になることから，専門的な知識を持っ

たＩＣＴ支援員の配置も進めていく。

（６）公文書の電子化に係る手順や文書管理規程の検討

公文書を電子データとしてやり取りする場合，その信憑性の担保のために所定の手続

きを統一する必要がある。また，その手続きを遂行した場合の公印や添書の省略や電子

押印，電子署名などに関わる文書管理規程の検討が必要である。さらに，保管を義務付

けられている文書については，その保管方法や原本データの改ざん防止の対策を検討す

る必要もある。

－15－



表６ 校務の情報化に関する活動指標

現状値 目標値 目標値 目標値
平成２３年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

校務支援システムの整備 － － 8校 全県立
高校

教員の「校務にＩＣＴを活用する能 71.7 90 95 100
力」の向上（％）

教員の情報セキュリティ研修の充実 － － 200 200
（研修の受講者数：人）

地域や保護者に対する情報公開の促 72.5 80 90 100
進（ＨＰの開設率：％）

４－４ 課題解決に向けた方策の実施計画

教育活動の質的改善を目指し，以下の課題解決に向けた方策の実施計画を通して，校務

の情報化を図っていく。

表７ 課題解決に向けた方策の実施計画

課題解決に向けた方策 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

（１）校務用コンピュー ○校務用コンピュー ○校務用コンピュー ○校務用コンピュー
タの整備・更新の タの整備・更新の タの整備・更新の タの整備・更新の
促進 促進 促進 促進

（２）教務支援システム ○導入，検証 ○県立学校へ導入の ○全県立学校へ導入
の整備 （パイロット校8校で 拡充

の導入，検証）

（３）校務支援システム ○導入に向けた検討 ○導入，検証 ○県立学校へ導入の
の整備 （パイロット校8校 拡充

での導入，検証）

（４）教員の「校務にＩ ○ＩＣＴを活用した ○ＩＣＴを活用した ○ＩＣＴを活用した
ＣＴを活用する能 校務処理研修会の 校務処理研修会の 校務処理研修会の
力」の向上 検討 実施 実施

（５）教員の情報セキュ ○情報セキュリティ ○情報セキュリティ ○情報セキュリティ
リティ研修の充実 に関する研修会の に関する研修会の に関する研修会の

検討 実施 実施

（６）地域や保護者に対 ○ＨＰの開設・更新 ○ＨＰの開設・更新 ○ＨＰの開設・更新
する情報公開の促 の促進 の促進 の促進
進

（７）公文書の電子化の ○指導要録等の電子 ○指導要録の電子化 ○指導要録の電子化
手順や文書管理規 化，電子押印の検 実験等
程の検討 討

○電子化文書の保管
方法の検討
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*19 障害による物理的な操作上の困難や障壁（バリア）を，機器を工夫することによって支援しようという考え

方

５ 特別支援教育での活用

５－１ 現状

特別な支援を必要とする児童生徒に対する情報教育については，個々の実態に応じ，各

種支援機器やコンピュータ等を活用した指導の工夫が行われているところである。

特別支援教育においては，個別の指導計画や個別の教育支援計画等を基にした教師間や

関係機関との連携が重視されており，ＩＣＴ機器をこれらの計画や指導記録といった情報

の共有システムに活用することは，特別な支援を必要とする児童生徒の指導をより効果的

・効率的に進めるのに有効であり，このような情報共有システムの整備の推進に期待が寄

せられている。

障害のある児童生徒の社会参加の促進でもＩＣＴ活用は重要な意味をもつ。障害のある

児童生徒は社会生活を送る中で多くの制約を余儀なくされるため，ＩＣＴ機器は，学校や

自宅等にいながらにして様々な情報を収集・共有できる手段となる。情報の主体的な活用

や情報モラルの獲得は，障害のある児童生徒にとって生活を豊かにするための必要なスキ

ルである。また，ＩＣＴ機器は，障害のある子どもとない子どもが共に学ぶ交流及び共同

学習の促進や，肢体不自由，病弱教育における疑似体験のツールとしても有効である。個

々の身体機能や認知理解度に応じて，きめ細かい技術的支援方策（アシスティブ・テクノ

ロジー：Ａｓｓｉｓｔｉｖｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
*19
）を講じながら，障害のある児童生

徒のＩＣＴ活用を進めていくことが重要である。

５－２ 課題

（１）特別支援教育担当教員のＩＣＴ活用能力の向上

特別支援学校においては，学習の理解を深めるために，視覚や聴覚の障害を補う各種

支援機器やコミュニケーション手段としての携帯端末の利用，タブレット型ＰＣの活用

などが行われている。しかし，その取組の進み具合は障害種によって差があり，教員のI

CT活用指導力も全国平均に比べて低い状況にある。また，通常の学級に在籍する発達障

害のある児童生徒の指導においても，ＩＣＴ機器の活用によって指導の効果が高まるこ

とが知られている。このため，特別支援教育に携わる教員は，特別支援学校教員に限ら

ず担当する児童生徒の障害の程度や状況に応じて，創意工夫しながらＩＣＴ機器を活用

することができるよう，指導力のさらなる向上が求められている。
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（２）特別支援教育における校務の情報化

個別の指導計画や個別の教育支援計画等の作成・管理にＩＣＴ機器を活用し，情報共

有のためのシステムを構築する取組については，一部の特別支援学校においては既に開

始されているが，さらに情報共有システムを導入する学校を増やすとともに，システム

の統一化を図ることが望まれる。また，小・中・高等学校においても，障害のある児童

生徒などについては，個別の指導計画等を作成することなどにより，障害の状態等に応

じた指導の工夫を計画的・組織的に行うことが必要であり，特別支援学校の取組を参考

として，教員のチームによる指導・支援のための情報共有システムを構築していくこと

が望まれる。

（３）障害のある児童生徒のＩＣＴ活用能力の育成

障害のある児童生徒にとって，インターネットや携帯電話等の活用は，生活を豊かに

するとともに積極的な社会参加に向けた有効な手段となる。活用に当たっては，障害が

ある児童生徒が犯罪に巻き込まれたり，対人関係でトラブルを起こしたりすることなど

がないように，障害の状態や特性などに合わせてＩＣＴ機器の活用方法を体験的に学ば

せる必要がある。

本県においては，中学校の特別支援学級在籍生徒のほとんどが卒業後は特別支援学校

高等部に進学しており，ＩＣＴ機器とより多くの機会に触れることとなる高等部段階の

生徒に対し適切な情報教育を行うことは，障害のある生徒のＩＣＴ活用能力を高めるの

に非常によい学習となっている。

５－３ 課題解決に向けた方策と活動指標

特別支援教育は，特別な支援を必要とするすべての児童生徒を対象としていることを踏

まえ，小・中・高等学校の特別支援教育担当を含めた教員全体のＩＣＴ活用能力の向上を

図る。また，特別支援学校においてはセンター的機能を生かして，特別支援学校における

取組を小・中・高等学校に紹介し，特別支援教育における教育の情報化を推進する。

（１）特別支援学校教員のＩＣＴ活用能力の向上

ア 小・中・高等学校同様に，特別支援学校においてもＩＣＴ活用推進の核となる人材

として，情報化推進リーダーの養成を図る。

イ 各学校において，校内ＬＡＮの活用や情報管理等に関する研修を計画的に実施し，

教員のＩＣＴ機器活用能力の向上を図る。

ウ 各学校において，障害のある児童生徒のＩＣＴ活用に関する研修会に積極的に参加

するとともに，ＩＣＴ機器を活用した授業研究会や教材・教具開発に関する校内研修

会を充実させる。

（２）特別支援教育における校務の情報化
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ア 特別支援学校において，ＩＣＴ機器を活用した個別の指導計画や個別の教育支援計

画等の情報共有システムの構築を推進する。

イ 市町村立小・中学校等においては，特別支援学校の取組を参考にして，教員が連携

して児童生徒の指導・支援に組織的に当たるための取組を推進する。

（３）障害のある児童生徒のＩＣＴ活用能力の育成

ア 各特別支援学校小・中学部においては，ＩＣＴ機器を学習活動に積極的に導入し，

学習の理解を深めるとともに，児童生徒の障害の特性等に応じたＩＣＴ活用の基礎的

能力の育成を図る。

イ 各特別支援学校高等部においては，小・中学部での指導を踏まえて，生徒の障害の

程度に応じた情報教育を推進する。

（４）特別支援学校のホームページを利用したＩＣＴ活用事例の紹介

ア 特別支援教育におけるＩＣＴ活用を推進するため，特別支援学校におけるＩＣＴ活

用に関する校内研修や授業実践及び教材・教具の工夫等を，各特別支援学校のホーム

ページで紹介する。

イ 特別支援学校の地域におけるセンター的機能の一環として，小・中学校の特別支援

学級等におけるＩＣＴ機器を活用した授業に対する支援の充実を図る。

表８ 特別支援教育での活用に関する活動指標

活動指標（単位） 現状値 目標値 目標値 目標値
平成２３年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

個別の指導計画や教育支援計画 60.0 70 85 100
をネットワークサーバで管理し
ている特別支援学校の割合(%)

情報教育を教育課程に位置付け 62.5 75 85 100
ている特別支援学校高等部の割
合(%)

ＩＣＴを活用した授業実践や教材・教具 5.0 10 35 70
の開発等をホームページで紹介している
特別支援学校の割合(%)
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５－４ 課題解決に向けた方策の実施計画

特別支援教育における情報教育の充実を目指し，以下の課題解決に向けた方策の実施計画

を通して，特別支援教育における教育の情報化を図っていく。

表９ 課題解決に向けた方策の実施計画

課題解決に向けた方策 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

（１）特別支援学校教 ○情報化推進リーダ ○情報化推進リーダ
員のＩＣＴ活用 ー研修の参加 ー研修の参加
能力の向上

○校内研修の推進 ○校内研修の推進 ○校内研修の推進
○総合教育センター ○総合教育センター ○総合教育センター

の活用 の活用 の活用

（２）特別支援教育に ○情報共有システム ○情報共有システム ○情報共有システム
おける校務の情 の検討 の構築と運用 の運用
報化

（３）障害のある児童 ○障害の程度に応じ ○障害の程度に応じ ○障害の程度に応じ
生徒のＩＣＴ活 た情報教育の推進 た情報教育の推進 た情報教育の推進
用能力の育成

（４）特別支援学校の ○各特別支援学校のH ○各特別支援学校のH ○各特別支援学校の
ＨＰを利用した Pにおいて，ICT活 Pにおいて，ICT活 HPにおいて，ICT
ＩＣＴ活用事例 用事例の紹介 用事例の紹介の拡 活用事例の紹介の
の紹介 充 拡充
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*20 「教員の校務用コンピュータ台数」を教員数で除したもの

*21 平成24年3月1日現在で学校で使用している教科書に準拠し，教員が電子黒板等を用いて児童生徒へ

の指導用に活用するデジタルコンテンツ

*22 校務文書に関する業務，教職員間の情報共有，服務管理上の事務，施設管理等を行うことを目的と

し，教職員が一律に使用するシステム

*23 全普通教室数のうち，LANに接続している教室数の割合

*24 平成23年5月1日現在の児童生徒数を「教育用コンピュータ総台数」で除したものである

*25 学校のICT化について，総括的な責任を持ちビジョンを構築し実行するために学校に置かれる責任者

*26 県・市町村（政令市を含む）

*27 巻末資料 市町村（設置者）別「コンピュータの設置状況」及び「インターネット接続状況」の実態

６ 学校におけるＩＣＴ環境の整備

６－１ 現状

教育の情報化を進める上で，適切なＩＣＴ環境の整備を進めることは急務である。文部

科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査（平成２３年度）」によれば，

宮城県の学校におけるＩＣＴ環境の整備状況は以下の通りである（表１０）。

表１０ 学校におけるＩＣＴ環境の整備状況

宮城県 全国平均 全国順位

１ 教員の校務用コンピュータ整備率（％）
*20

112.1 102.8 18位

２ デジタル教科書の整備状況（％）
*21

22.7 22.6 26位

３ 校務支援システムの整備状況（％）
*22

66.7 68.3 27位

４ 電子黒板のある学校の割合（％） 71.2 72.5 28位

５ 普通教室の校内ＬＡＮ整備率（％）
*23

80.0 83.6 30位

６ 超高速インターネット（30Mbps以上）接続率 56.5 71.3 40位

７ 教育用コンピュータ１台あたりの児童生徒数(人）
*24

7.7 6.6 42位

８ 学校CIOの設置状況（％）
*25

8.9 27.9 47位

１の教員の校務用コンピュータ整備率は１１２.１%で，全国平均を９.３%を上回ってい

るものの，設置者
*26
ごとにみると，１４０%を超える設置者がある一方で，１０%未満の設

置者
*27
もある。

２のデジタル教科書の整備状況は２２.７%で，ほぼ全国平均と同程度である。校種別で

は，小学校が３６.２%，中学校が４.７%，高等学校が２.４%，特別支援学校が４.８%とな

っている。
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*28 巻末資料 市町村（設置者）別「コンピュータの設置状況」及び「インターネット接続状況」の実態

*29 巻末資料 市町村（設置者）別「コンピュータの設置状況」及び「インターネット接続状況」の実態

*30 県・市町村（政令市を含む）

*31 巻末資料 市町村（設置者）別「コンピュータの設置状況」及び「インターネット接続状況」の実態

３の校務支援システムの整備状況は６６.７%であり，ほぼ全国平均と同程度である。

４の電子黒板のある学校の割合は７１.２%であり，ほぼ全国平均と同程度の整備率であ

る。

５の普通教室の普通教室の校内ＬＡＮ整備は８０.０%であり，全国平均を３.６%下回っ

ている。設置者によっては，全く整備されていないところもある。
*28

６の超高速インターネットの接続率は５６.５%であり，全国平均を１４.８%下回ってい

る。

７のコンピュータ１台あたりの児童生徒数は７.７人で，全国平均を１.１人下回ってい

る。小学校では１０.５人，中学校では６.７人，高等学校では５.２人（専門学科・総合

学科単独及び複数学科設置校では３.８人），特別支援学校では４.６人である。

８の学校ＣＩＯの設置状況は８.９%であり，全国平均を１９.０%下回り，全ての校種で

全国平均を大きく下回っている。
*29

６－２ 課題

学校におけるＩＣＴ環境の整備状況については，８項目中，６項目で全国平均を下回っ

ている。また，全国平均を上回っている設置者
*30
数の割合を算出すると，６０%以上の設

置者が，５項目で全国平均を下回っている（表１１）。設置者によって整備状況に大きな

差異が見られることも課題である。
*31

表１１ 学校のＩＣＴ環境の整備率に関する全国平均以上の県内の設置者数とその割合

３６設置者のうち全国平均以 (A)／36×100
上の設置者数(A) （％）

教育用コンピュータ1台あたりの児童生徒数 21 58.3

教員の校務用コンピュータ整備率 19 52.8

普通教室の校内ＬＡＮ整備率 14 38.9

校務支援システムの整備状況 13 36.0

超高速インターネット（30Mbps以上）接続率 8 22.2

デジタル教科書の整備状況 4 11.1

学校ＣＩＯの設置状況 0 0.0
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*32 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyozai/index.htm 巻末資料に抜粋を掲示

*33 宮城県教育情報システム

*34 CMS （content management system）コンテンツマネジメント・システム

テキストやグラフィックなどのさまざまなデジタル・コンテンツを収集，登録して統合的に管理し，更新・配信

する仕組み，またはそれを実現するソフトウェアの総称。

６－３ 課題解決にむけた方策と活動指標

（１）教育の情報化担当者会議の実施

学校教育の情報化に向けて，県および各市町村間で整備状況の差異が見られることか

ら，相互の整合性や進捗状況等を確認し，総合的かつ戦略的に推進していくことが特に

重要である。各教育委員会や学校等の教育の情報化に関する担当者会議を通して，全県

的な教育の情報化をより推進していくことが必要である。

（２）学校のＩＣＴ環境の整備

文部科学省による教材整備指針
*32
等をもとに，地方財政措置等を活用しながら計画的

に整備を進めていく必要がある。そのために，各教科の指導及び情報教育などに必要な

人的支援（ＩＣＴ支援員等）も含めたＩＣＴ環境の整備について，各普通教室に電子黒

板と無線ＬＡＮ及びタブレット端末等を整備した「みやぎフューチャースクール」等を

中心に検討を進め，検討結果をもとに整備を推進していく。

さらに学校は，地域の中核的な施設であり，災害発生時には学校の教室や体育館等が

避難所として利用されることが想定され，構築したＩＣＴ環境は，災害時の情報の受発

信の手段として機能することが期待されることも考慮する必要がある。

（３）教育用ネットワークの拡充・整備

ＳＷＡＮⅡ
*33
の契約満了に伴い，次期教育用ネットワークの検討が必要である。これ

まで以上に大容量のデータを扱うことのできる回線および各校においてＣＭＳ
*34
等が活

用できるような機能を有するネットワークの構築が必要である。

（４）教育の情報化を推進する体制整備の促進

教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために，学校のＩＣＴ化の効果を積極的に

理解し，教育の質の向上を図ることを最終的な目標として，組織的・継続的に取り組ん

でいくことが極めて重要である。そのため，教育の情報化の理念に沿った学校のＩＣＴ

化のビジョンを構築し，それに必要なマネジメントや評価の体制を整備しながら，統括

的な責任をもって学校のＩＣＴ化を推進する人材として，教育の情報化の統括責任者で

あるＣＩＯの位置づけを教育委員会及び学校において確立し，それぞれ「教育ＣＩＯ」「学

校ＣＩＯ」として，その機能を発揮させていく。文部科学省「学校のＩＣＴ化のサポー
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*35 文部科学省「学校のICT化のサポート体制の在り方について－教育の情報化の計画的かつ組織的な推進

のために－」（平成20年3月）http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301.htm

*36 全普通教室数のうち，LANに接続している教室数の割合

*37 平成23年5月1日現在の児童生徒数を「教育用コンピュータ総台数」で除したものである

*38 学校のICT化について，総括的な責任を持ちビジョンを構築し実行するために学校に置かれる責任者

ト体制の在り方について
*35
」によれば，教育ＣＩＯ，学校ＣＩＯが担う機能・業務として

は，以下のものが挙げられる。

ア 教育ＣＩＯ

情報化推進組織の設置・運営，人員の配置・育成（ＩＣＴ支援員を含む）

情報化に関する予算確保・調整

ＩＣＴ環境整備の計画策定と実施（仕様書の作成，保守管理を含む）

授業におけるＩＣＴ活用の促進，情報教育の充実

情報セキュリティポリシーの策定など情報セキュリティのルール・体制づくり

情報化に関するホームページ等による発信，学校ホームページの活用促進

学校（管理職，教職員）やＩＣＴ支援員に対する研修などの人材育成

知事部局やＩＣＴ関連企業との連携

イ 学校ＣＩＯ

情報化に関する教職員への意識付け

校内における情報化のマネジメント体制の整備

授業でのＩＣＴ活用や情報教育に関する指導計画の策定・実施

校内における機器・システムの提案，整備，活用

校内における情報セキュリティ確保の体制整備・運用

学校ホームページの運用などによる情報発信・共有

情報化に関する校内研修の実施

（５）宮城県教育情報化推進会議の設置

本推進計画に基づいて，進捗状況等の管理を行うために宮城県教育情報化推進会議を

設置する。

表１２ 学校におけるＩＣＴ環境の整備状況に関する活動指標

現状値 目標値 目標値 目標値
平成２３年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

普通教室の校内ＬＡＮ整備率（％）
*36

80.0 81 90 100

超高速インターネット（３０Ｍｂｐｓ以上）接続率（％） 56.5 60 75 100

教育用コンピュータ１台あたりの児童生徒数（人）
*37

7.7 7.0 6.0 5.4

学校ＣＩＯの設置状況
*38
（％） 8.9 35 65 100
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６－４ 課題解決に向けた方策の実施計画

教育の情報化を支える環境の整備を目指し，以下の課題解決に向けた方策の実施計画を

通して，学校のＩＣＴ環境の整備を図っていく。

表１３ 課題解決に向けた方策の実施計画

課題解決に向けた方策 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

（１）教育の情報化担 ○教育の情報化担当 ○教育の情報化担当
当者会議の実施 者会議の実施 者会議の実施

（２）学校のＩＣＴ環 ○みやぎフューチャ ○みやぎフューチャ ○みやぎフューチャ
境の整備 ースクールの検討 ースクールでの検 ースクールでの検

討 討
○整備計画の作成

（３）教育用ネットワ ○次期教育用ネット ○次期教育用ネット ○次期教育用ネット
ークの拡充・整 ワークの検討 ワークの運用 ワークの運用
備

（４）教育の情報化を ○教育CIO設置（県教 ○教育CIO設置の推進 ○教育CIO設置の推
推進する体制整 委） （地教委） 進（地教委）
備 ○学校CIO設置（県立 ○公立学校CIO設置の ○公立学校CIO設置

学校） 推進 の推進
○学校CIO研修の内容 ○学校CIO研修 ○学校CIO研修

検討

（５）宮城県教育情報 ○推進計画の進捗状 ○推進計画の進捗状 ○推進計画の進捗状
化推進会議の実 況等の確認 況等の確認と次期 況等の確認と次期
施 計画の検討 計画の検討
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１ 宮城県におけるＩＴ推進のこれまでの動き

【県におけるこれまでの主なＩＴ戦略・計画等の取組】

●高度情報通信県みやぎ推進計画（平成１０年３月策定）

宮城県が高度情報通信県として，日本，世界を先導する地域になることを目指すもので，県が推進す

る１４の基本構想からなる

●みやぎマルチメディア・コンプレックス構想（ＭＭＣ構想）（平成１３年８月策定）

ＩＴプラットフォームの形成を目指し，情報通信基盤の整備，人材育成の強化など仙台市域を中心に

ＩＴ産業集積のための七つのプロジェクトを推進するもの

●みやぎＩＴ戦略（平成１３年１２月策定）

県や市町村，県内産業経済界，県民生活にかかわる団体が中心になって展開すべきプロジェクトを明

確にし，それぞれの立場でその着実な実現に取り組むための指針として策定※策定主体は，宮城県ＩＴ

戦略会議（宮城県高度情報化推進協議会）

●宮城県ＩＴ戦略推進計画（平成１３年１２月策定）

県民のだれもが，ＩＴを活用し創造・発信できる地域社会，ＩＴ化による活力豊かな地域経済を目指

し，県が実施主体となって取り組む重点事項を明らかにした計画

●電子県庁推進アクションプログラム（平成１４年１０月策定）

宮城県ＩＴ戦略推進計画に掲げる「電子自治体化の推進」の具現化に向け，県における電子自治体構

築の基本方針を明示するとともに，緊急に取り組むべき当面の重点施策の内容，実施手順等を定め，そ

の着実な実現を図るための行動計画として策定

●宮城県ＩＴ戦略推進計画Ⅱ（平成１６年３月策定）

宮城県ＩＴ戦略推進計画の策定から３年が経過し，社会経済情勢の変化への対応，国のｅ－Ｊａｐａ

ｎ戦略Ⅱ，県の電子県庁推進アクションプログラムとの整合や緊急経済産業再生戦略との連動などの取

組が必要になったことから，推進期間を２か年延長し策定

●宮城県ＩＴ推進計画（平成１８年１１月策定）

ＩＴを取り巻く様々な動きや急速に進展する高度情報通信ネットワーク社会に対応するとともに，「宮

城の将来ビジョン」の着実な実行を支える，本県の情報化に関する行動計画として策定

●宮城県ＩＴ推進計画Ⅱ（平成２１年２月策定）

真にＩＴの恩恵が実感できる社会の創造，地理的情報格差（デジタル・デバイド）解消，情報関連産

業の重点的振興等に継続的に取り組む必要があることから，宮城県ＩＴ推進計画の目標・重点分野を継

続し策定

●宮城県情報システム最適化計画（平成２１年２月策定）

効果的かつ効率的なＩＴ投資を行うことにより，情報システム関連経費の削減など費用対効果の向上

を図ることを目的に策定

●みやぎＩＴ推進プラン２０１３（平成２３年２月策定）

「県民のだれもが，いつでも，どこでも必要な情報を入手・活用し，創造・発信ができる安全・安心

な地域社会の創造」及び「ＩＴ化による県内産業構造の変革，ＩＴ関連産業の集積等による活力豊かな

地域経済の実現」を基本目標として策定

●みやぎＩＴ推進プラン２０１３（復興に向けた取組編）（平成２４年１１月策定）

東日本大震災からの一日も早い復興に向け，これまで整備してきた情報基盤の一層効果的な活用に加

え，震災の残した課題を解決するための新たな取組等を追加
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２ 宮城県の教育分野におけるこれまでの取り組み

【県教育委員会におけるこれまでの主なＩＴ戦略・計画等の取組】

●「みやぎ新時代教育ビジョン」（平成９年３月策定）

「未来の学習プロジェクト」では，「子どもたちの多様な能力や学習意欲に対応し，学習内容や学習形

態の多様化，学習評価の多元化を推進するもの」を趣旨として，情報教育推進構想の策定及び県内学校

間学習情報ネットワークの構築をあげた。

●「情報教育推進構想」（平成１０年３月策定）

各学校段階の体系的な情報教育の在り方について

●「宮城県学習情報ネットワーク（旧みやぎＳＷＡＮ）」（平成１０年度構築）

インターネット接続環境及び活用機能の整備

●「宮城県ＩＴ戦略推進計画」（平成１３年１２月策定）

情報教育の環境整備，人材育成の推進

●宮城県高等学校情報教育推進事業（平成１４年～１６年）

教科「情報」の円滑実施に向け，授業補助要員を派遣

●「宮城県学習情報ネットワーク（新みやぎＳＷＡＮ）」（平成１５年度構築）

「みやぎハイパーウェブ」を基幹通信網として「宮城県学習情報ネットワーク（みやぎＳＷＡＮ）」は，

県内すべての公立学校の高速・大容量のインターネット常時接続と児童生徒や教員が各教室で動画や音

声を含めた情報を活用した教育支援コンテンツの共有・利活用ができるシステムの構築

●「宮城県ＩＴ戦略推進計画Ⅱ」（平成１６年３月策定）

情報教育環境の充実

小・中・高等学校情報ネットワークの整備

●「みやぎＩＴ教育推進構想」（平成１６年３月策定）

ＩＴ利活用の推進のための先導的取り組み，及び将来のＩＴ教育推進の視点を提示し，コンテンツ開

発等具体的な計画を明示。

●「情報セキュリティに関する規程」（平成１６年４月施行宮城県教育委員会）

ＩＴ教育推進に向け，新規の情報機器等の導入及び情報通信ネットワーク等の充実とその適正な運用

・管理のガイドラインの策定

「県立学校情報セキュリティ対策基準」（平成１７年１月施行）

「学校情報セキュリティ対策基準」（平成１７年１０月施行）

●県立高等学校校内ＬＡＮ整備事業

（ア）県立高等学校教育用校内ＬＡＮ整備（平成１７年３月整備完了）

普通教室におけるインターネット環境の整備

（イ）教育用コンピュータの配備（平成１７年３月整備完了）

普通教室と特別教室６教室に各１台

各学年に液晶プロジェクタとスクリーンを１台ずつ配備

（ウ）みやぎＩＴ教育ポータルサイトの運用（平成１７年３月運用開始）

（エ）教員の業務用コンピュータ配備（平成１５年～１７年）

●ＩＣＴスキルアッププログラム

ＩＣＴ教育推進プログラム協議会と相互に連携して，平成１７～１９年度までの３か年の間，教職員

の情報教育研修を実施。全ての教員があらゆる教科でＩＴを活用して指導できる資質向上を図る。

●文部科学省「平成１７年度情報モラル等指導サポート事業」の実施

宮城県女川高等学校を実践研究協力校として教員向け指導資料集の作成，フォーラムの実施

●「みやぎＩＣＴ教育推進計画」の策定（平成１９年３月）

本県のＩＣＴ教育施策推進のための新たな行動計画を策定

●「宮城県学習情報ネットワーク（みやぎＳＷＡＮⅡ）」（平成２３年度構築）

みやぎＳＷＡＮを，「みやぎハイパーウェブ」から切り離し，独自の光回線とレンタルサーバでの運用

を開始。

●宮城県情報セキュリティ基本方針・情報セキュリティに関する規程（情報セキュリティ
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ポリシー）の策定（平成２３年６月）

県の保有する情報資産を盗難，漏えい等の脅威から守るため情報セキュリティ対策に関する基本方針

を策定し，対応等の基本的事項を規程

●宮城県情報セキュリティ対策基準・宮城県情報セキュリティ実施手順の施行

組織的に対策をとるための共通の基準・実施事項を規程（平成２４年４月１日）

●文部科学省「教育情報共有化促進モデル事業」の推進

（ア）宮城県高等学校情報科教育研究会

「情報科教育ポータルサイトＰ.ｓｉｔｅ」

（イ）宮城県高等学校農業教育研究会

「農業学習支援ポータルサイト Ａ.Ｐｒｏｊｅｃｔ」

●文部科学省「ＩＴ活用キャンペーン」の実施

ＩＴを活用した授業効果に対する理解促進を図るため，各教科の担当指導主事や教員，教員を目指す

学生等を対象とした模擬授業等のキャンペーンを南三陸町立歌津中学校で実施

●みやぎＩＣＴ教育推進事業

校種ごとのプロジェクト委員会による授業でのＩＣＴ活用事例の収集と共有

（http://e-net.edu-c.pref.miyagi.jp/houkoku/houkoku.html）
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３ 教員のＩＣＴ活用指導力の校種ごとの経年変化

A:教材研究・指導の準備・評価などにICTを活用する能力 B:授業中に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 D:情報モラルなどを指導する能力

E:校務にICTを活用する能力
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A:教材研究・指導の準備・評価などにICTを活用する能力 B:授業中に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 D:情報モラルなどを指導する能力

E:校務にICTを活用する能力
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【高等学校】
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*39 文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」（平成２３年度）

４ 市町村（設置者）別「コンピュータの設置状況」及び「インターネット接続状況」の実態（合計）
*39

平成２４年３月１日現在

市区町村別 学校数 教育用ｺﾝ 教育用ｺﾝ 一学校あ 普通教室 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接 教員の校

ﾋﾟｭｰﾀ総台 ﾋﾟｭｰﾀ１台 たりの電 のＬＡＮ 続率（光 続率（30M 務用ｺﾝﾋﾟ

数 当たりの 子黒板の 整備率 ファイバ bps以上回 ｭｰﾀ整備

児童生徒 整備台数 回線） 線） 率

数

（合計） 校 台 人／台 台／校 ％ ％ ％ ％

宮城県 97 9,114 5.1 0.7 95.1% 97.9% 59.8% 131.8%

仙台市 199 5,870 14.2 1.8 100.0% 44.2% 96.0% 142.0%

石巻市 66 1,714 7.7 1.0 81.2% 100.0% 0.0% 110.5%

塩竈市 12 355 12.0 1.9 15.2% 83.3% 66.7% 96.0%

気仙沼市 34 810 7.0 1.7 20.3% 35.3% 41.2% 41.8%

白石市 17 425 6.6 1.3 2.4% 64.7% 41.2% 28.1%

名取市 16 478 14.1 0.3 88.2% 6.3% 31.3% 79.9%

角田市 11 345 7.1 1.3 16.3% 90.9% 90.9% 107.3%

多賀城市 10 453 12.1 1.9 21.2% 30.0% 30.0% 14.8%

岩沼市 8 345 11.8 3.9 38.5% 62.5% 25.0% 47.9%

登米市 33 1,513 4.6 0.6 94.6% 81.8% 51.5% 105.2%

栗原市 39 1,634 3.3 0.6 99.6% 2.6% 20.5% 103.2%

東松島市 14 452 8.2 1.1 17.8% 92.3% 46.2% 108.4%

大崎市 42 1,771 6.3 1.5 91.0% 64.3% 54.8% 84.5%

蔵王町 8 302 3.4 3.5 100.0% 100.0% 100.0% 115.9%

七ヶ宿町 3 57 1.8 4.7 100.0% 100.0% 0.0% 80.8%

大河原町 5 332 6.3 1.6 100.0% 100.0% 60.0% 117.1%

村田町 4 156 5.9 3.5 78.4% 50.0% 25.0% 124.6%

柴田町 9 361 8.5 1.9 38.7% 100.0% 33.3% 121.2%

川崎町 10 184 4.0 0.6 10.6% 90.0% 90.0% 115.1%

丸森町 13 284 3.9 0.3 58.8% 76.9% 38.5% 112.7%

亘理町 10 315 9.2 0.9 9.8% 10.0% 10.0% 29.0%

山元町 7 213 4.6 1.1 40.9% 0.0% 0.0% 104.7%

松島町 4 127 8.1 1.0 2.4% 0.0% 50.0% 27.3%

七ヶ浜町 5 120 15.3 0.6 68.5% 80.0% 100.0% 15.3%

利府町 9 293 11.9 1.0 4.9% 100.0% 44.4% 9.5%

大和町 9 348 6.3 1.0 78.7% 77.8% 22.2% 109.0%

大郷町 5 106 5.7 1.0 25.0% 80.0% 80.0% 90.8%

富谷町 12 929 6.3 3.1 100.0% 100.0% 50.0% 75.8%

大衡村 2 140 3.6 1.0 100.0% 100.0% 100.0% 116.7%

色麻町 3 166 3.8 1.7 29.6% 66.7% 33.3% 49.1%

加美町 13 424 4.5 1.2 21.7% 46.2% 7.7% 99.4%

涌谷町 6 212 6.3 3.0 84.4% 66.7% 66.7% 30.0%

美里町 9 374 5.1 1.0 100.0% 100.0% 100.0% 117.7%

女川町 5 81 7.2 0.8 86.4% 100.0% 40.0% 126.9%

南三陸町 8 200 5.4 1.3 70.6% 50.0% 37.5% 108.3%

合計 757 31,003 7.7 1.3 80.0% 63.9% 56.5% 112.1%

注１）「教育用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ１台当たりの児童生徒数」とは，平成２３年５月１日現在の児童生徒数を「教育

用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ総台数」で除したものである。

注２）「普通教室のＬＡＮ整備率」は，全普通教室数のうち，ＬＡＮに接続している教室数の割合として

いる。

注３）「教員の校務用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ整備率」は，「教員の校務用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ台数」を教員数で除したものである。
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市区町村別 校務支援システムの整 デジタル教科書の整備 学校CIOの設置状況

備率 率

（合計） ％ ％ ％

宮城県 58.8% 2.1% 11.3%

仙台市 100.0% 64.3% 0.5%

石巻市 1.5% 0.0% 13.6%

塩竈市 83.3% 16.7% 16.7%

気仙沼市 50.0% 2.9% 8.8%

白石市 35.3% 0.0% 11.8%

名取市 75.0% 12.5% 18.8%

角田市 63.6% 9.1% 18.2%

多賀城市 50.0% 10.0% 10.0%

岩沼市 62.5% 0.0% 0.0%

登米市 100.0% 18.2% 27.3%

栗原市 71.8% 20.5% 5.1%

東松島市 85.7% 0.0% 14.3%

大崎市 45.2% 4.8% 9.5%

蔵王町 100.0% 37.5% 12.5%

七ヶ宿町 100.0% 66.7% 0.0%

大河原町 60.0% 0.0% 20.0%

村田町 25.0% 75.0% 0.0%

柴田町 100.0% 22.2% 0.0%

川崎町 60.0% 0.0% 10.0%

丸森町 84.6% 0.0% 7.7%

亘理町 60.0% 10.0% 10.0%

山元町 71.4% 0.0% 0.0%

松島町 25.0% 0.0% 25.0%

七ヶ浜町 0.0% 0.0% 20.0%

利府町 66.7% 11.1% 22.2%

大和町 33.3% 11.1% 0.0%

大郷町 20.0% 0.0% 0.0%

富谷町 83.3% 16.7% 0.0%

大衡村 50.0% 50.0% 0.0%

色麻町 33.3% 0.0% 0.0%

加美町 38.5% 15.4% 15.4%

涌谷町 66.7% 0.0% 16.7%

美里町 33.3% 0.0% 22.2%

女川町 100.0% 0.0% 0.0%

南三陸町 25.0% 12.5% 25.0%

合計 66.7% 22.7% 8.9%

注１）校務支援システム：校務文書に関する業務，教職員間の情報共有，家庭や地域への情報発信，服

務管理上の事務，施設管理等を行うことを目的とし，教職員が一律に利用するシステム

注２）デジタル教科書：平成24年3月1日現在で学校で使用している教科書に準拠し，教員が電子黒板等

を用いて児童生徒への指導用に活用するデジタルコンテンツ

注３）学校CIO：学校のICT化について，総括的な責任を持ちビジョンを構築し実行するために学校に置

かれる責任者
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５ 文部科学省 教材整備指針（平成23年4月策定）の抜粋
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要綱第６第２項の規定により教育長が招請する学識経験者
所属名 職名 氏 名

東北学院大学 准教授 稲 垣 忠

（推進会議）
学校・所属名 職名 氏 名

県震災復興・企画部情報政策課 課長 佐 藤 達 哉

県教育庁 教育次長 熊 野 充 利

県教育研修センター 所長 石 上 正 敏

県特別支援教育センター 所長 澁 谷 榮 昭

県教育庁教育企画室 室長 髙 橋 剛 彦

県教育庁義務教育課 課長 鈴 木 洋

県教育庁特別支援教育室 室長 佐 々 木 清 秀

県教育庁 参事兼高校教育課長 氏 家 仁

（専門委員）
学校・所属名 職名 氏 名

県教育研修センター情報教育班 次長（班長） 佐 藤 充 幸
県震災復興・企画部情報政策課企画班 課長補佐（班長） 古 川 浩 智

県教育研修センター情報教育班 主幹（副班長） 小 松 浩 行

県教育庁義務教育課 課長補佐 鎌 田 鉄 朗

県教育庁特別支援教育室 室長補佐 熊 谷 利 治

県教育庁高校教育課 主幹 後 藤 和 也

県教育庁高校教育課 主任主査 秋 山 幸 弘

県教育庁高校教育課 主幹 佐 藤 徳 顕

（プロジェクト委員）
学校・所属名 職名 氏 名

県特別支援教育センター 主幹 阿 部 昭 二

県教育研修センター情報教育班 主幹 大 髙 和 義

県教育研修センター情報教育班 主任主査 鹿 野 田 忠 之

県教育研修センター情報教育班 主任主査 日 野 口 香

柴田町立東船岡小学校 教諭 松 岡 政 己

岩沼市立岩沼西小学校 教諭 佐 久 間 正 浩

大崎市立敷玉小学校 教諭 吾 孫 子 修

栗原市立岩ヶ崎小学校 教諭 遠 藤 麻 由 美

石巻市立寄磯小学校 教諭 石 垣 敦

白石市立白石中学校 教諭 大 泉 真 澄

富谷町立日吉台中学校 教諭 及 川 恵 美

涌谷町立涌谷中学校 教諭 和 賀 智 之

登米市立南方中学校 教諭 佐 藤 智 哉

気仙沼市立大谷中学校 教諭 伊 藤 浩 志

小牛田農林高等学校 教諭 中 村 功

米山高等学校 教諭 佐 々 木 英 貴

仙台向山高等学校 教諭 作 間 偉 也

一迫商業高等学校 教諭 飯 藤 智 子

塩釜高等学校 教諭 伊 藤 公 太

視覚支援学校 教諭 菊 地 永 一

聴覚支援学校 教諭 澁 谷 潤

拓桃支援学校 教諭 渡 邉 和 彦

西多賀支援学校 教諭 浅 利 倫 雅

名取支援学校 教諭 櫻 井 政 嘉

（事務局）
学校・所属名 職名 氏 名

県教育庁高校教育課 就職支援専門監 鎌 田 直 人

県教育庁高校教育課 課長補佐 三 浦 孝 洋

県教育庁高校教育課 主幹 黒 田 賢 一

県教育庁高校教育課 主幹 勅 使 瓦 理 恵

県教育庁高校教育課 主任主査 伊 澤 裕 樹

平成２４年度 みやぎＩＣＴ教育推進会議委員名簿
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