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第１章 江戸川区学校教育情報化推進計画の位置づけ              

 

第１節 策定の趣旨                            

 

江戸川区は、未来を担う子どもたちを育てるため、江戸川区長期計画「えどがわ新世紀

デザイン」において、「21 世紀にふさわしい学校教育の推進」を掲げている。また、「こころ

豊かに たくましく 教育の江戸川区」を平成 21 年度の教育目標に掲げ、総合的に教育施

策を推進している。 

この目標の下、区立小中学校においては、情報技術の発達による教育内容の変化についても

積極的な対応を図り、学校の ICT1環境の充実、教育の情報化を進めるための教員の資質の向上

に取り組んでいる。また、児童生徒に対する具体的な指導内容においては、新学習指導要領

に準拠した情報教育と情報モラル教育の充実や、ICT を活用した授業改善について進めている。

さらに、保護者・地域に開かれた学校づくりに向け、学校ホームページによる情報公開など

にも取り組んでいる。 

今後は、これまでの取り組みをさらに充実させるとともに、教育活動において、教員や

児童生徒による ICT の積極的・効果的な活用を推進し、「わかる授業」の実現や「確かな学力

の向上」に着実につなげていくことが求められる。 

江戸川区学校教育情報化推進計画は、その実現に向け、区立小中学校における教育情報化の

実態と課題を把握し、基本的な考え方と進めるべき方向性を明らかにすると同時に、目標達成

に必要な施策や事業について、体系化・計画化することにより、具体的かつ恒常的な取り組み

を進めることを目的に策定した。 

 

                                                   
1 ICT とは、Information and Communications Technology 情報通信技術の略。コンピュータやデータ通信

に関する技術の総称。 
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第２節 計画の位置づけ                          

 

江戸川区学校教育情報化推進計画は、平成 14 年 7 月に策定した江戸川区長期計画

「えどがわ新世紀デザイン」に基づいて、学校教育の情報化を推進するものである。 

具体的には、以下に示す構想及び計画に掲げられた施策のうち、教育情報化施策を実現

するための計画である。 

・ 「江戸川区基本構想」（20 年後の江戸川区の将来都市像と基本目標の明確化） 

・ 「江戸川区基本計画」（平成 23 年度までの施策や事業を体系化） 

・ 「江戸川区実施計画」（平成 20 年度～22 年度までの実現方策の明確化） 

また、各年度に定める「教育目標」や、次期実施計画とも連動し、教育情報化を総合的

に推進するための計画として位置づけるものである。 

さらに、本計画は、平成 22 年策定の「共育・協働 未来への人づくり－次世代育成支援

行動計画（後期計画）」との調和を図っている。 

 

●図表 １-１ 江戸川区学校教育情報化推進計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画期間                             

 

本計画は平成 22 年度から平成 25 年度を計画期間とする。このうち、平成 22 年度及び

平成 23 年度を前期、平成 24 年度及び平成 25 年度を後期と位置づける。 

前期終了年次に、社会情勢や区の実情に合わせて後期計画内容の見直しを図るなど、関連

する計画との連携を図りながら、計画の実効性を確保する。 
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第２章 教育の情報化をとりまく動き              

 

第１節 情報通信技術の急速な進展                    

 

総務省の調査によると、平成 20 年末に国内のインターネット利用者は 9,000 万人を超え

国民の 4 人に 3 人が利用していると推定されている。携帯電話の普及率も平成 20 年末に

95.6%となり、今や生活必需品ともいえる存在になりつつある。 

また、インターネットの利用用途も”情報検索”、”電子メール”といった用途にとどまって

いない。インターネットの用途の広がりにより、人々の生活にも変化が始まっている。具体的

には、”ネットショッピング”、”交通機関の予約・支払い”などのサービスで生活が便利になっ

ている。また、”音楽や映像のダウンロード2”、”オンラインゲーム”による娯楽サービスなど

にもインターネットが利用されている。さらに、”ブログ3”などにより人と人とのコミュニケ

ーションのあり方も変化している。 

情報化は、国内にとどまらず、国際的にも進展しており、この情報化社会を生きる児童生徒

においては ICT を活用する力が求められる。 

しかしその一方で、インターネットの発展には影の部分も多く存在する。ネットワーク上で

有害情報が流されるといった事件や、自らの個人情報が不当に流出するといった事件なども

頻発している。そのようなトラブルに巻き込まれないよう、児童生徒が正しく ICT を活用する

力を身に付けることも求められる。 

 

●図表 ２-１ インターネット普及状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：総務省「平成 20 年通信利用動向調査」 

                                                   
2ダウンロードとは、ネットワーク上の他のコンピュータにあるプログラムやデータを取り出し、自分の

パソコンに保存すること。 
3ブログとは、予め用意されているフォームを利用して手軽に記事の更新が可能なしくみのウェブサイト。 
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第２節 国の計画と諸施策                        

 

情報化が進む社会情勢の流れにあわせ、平成 20 年 3 月に告示された小中学校「新学習指導

要領」でも情報化への対応が強化されている。また、ICT に関する国全体の戦略においても、

教育分野の情報化は重要な政策課題として常に位置づけられている。平成 13 年 1 月に策定

された「e-Japan 戦略」以降取り組みが続けられ、以下の情報化の方向性が示されている。 

 

【情報化の方向性】 

・ 情報教育の充実 

・ 教科指導における ICT 活用 

・ 校務の情報化 

 

また、それらを実現するための基盤として、「学校の ICT 環境整備」「教員の ICT 活用指導力

の向上」を図ることが必要であると示されている。さらに、計画的・組織的に情報化を進めて

いくための、「情報化推進体制整備」が求められている。 

 

●図表 ２-２  国の計画と諸施策

情報教育の充実情報教育の充実

学校の学校のICTICT環境整備環境整備

情報化推進体制整備情報化推進体制整備

情報化が進む社会変化
へ応じるため、児童生
徒がICTを正しく活用
する力を育成する

教科指導における教科指導における
ＩＣＴ活用ＩＣＴ活用

国語や理科などの各教
科の目標を達成するた
めに、ICTを活用する

校務の情報化校務の情報化

教員が行なう校務事務
をICTにより効率化し、
教員が児童生徒と触れ
合う時間を増やす

教育情報化の方向性

教育情報化の基盤

教員の教員のICTICT活用指導力の向上活用指導力の向上

パソコンや周辺機器などの機器、
校内ＬＡＮやインターネット接続
環境などのネットワーク環境

授業準備や授業中にＩＣＴ機器な
どを使って効果的に授業を進める
活用能力
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２－１ 情報教育の充実                              

 

「新学習指導要領」（平成 20 年 3 月）では、情報化が進む社会変化に応じて、子ども達

が ICT を適切に活用する力を育むために、情報教育の充実を重視し、情報モラル教育に力

を入れることを目指している。 

 

●図表 ２-３ 「新学習指導要領」における情報教育に関する記述 

 新学習指導要領における記述 

小学校 児童がコンピュータなどや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、 

コンピュータで文字を入力するなどの基本操作や情報モラルを身に付け、適切に 

活用できるようにするための学習活動を充実する。 

「道徳」の指導において、情報モラルに関する指導に留意する。 

中学校 生徒が情報モラルを身に付け、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

適切かつ主体的、積極的に活用できるようにするための学習活動を充実する。 

「技術・家庭」の技術分野で、情報通信ネットワークと情報モラルに関して指導する。 

出所：文部科学省資料より作成 

 

 

２－２ 教科指導への ICT 活用推進                        

 

「新学習指導要領」（平成 20 年 3 月）では、教育の質の向上に向け、各教科でパソコンや

プロジェクタなどデジタル機器を活用し、児童生徒の関心や理解を深めることを求めている。 

教科指導における ICT 活用の効果について、文部科学省が委託した平成 18・19 年度調査

研究事業により、ICT 活用により児童生徒が集中して授業に取り組めるという結果が出ている。

また、学力テストの点数も、ICT を活用した授業を受けることにより高くなるといったことも

示されている。 

新学習指導要領のもとで教育の情報化を進めるため、文部科学省は平成 21 年 3 月に「教育の

情報化の手引き」をまとめている。その中で、教科指導への ICT 活用を以下の 3 つに分類し、

それぞれを効果的に取り入れることが必要としている。 

 

【教科指導への ICT 活用の分類】 

・教員による ICT 活用 

・授業での教員による ICT 活用 

・児童生徒による ICT 活用 
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●図表 ２-４ 教科指導における ICT活用の分類 

分類 内容 

教員による ICT 活用 よりよい授業を実現するために教員が ICT を活用して授業の準備を

行なうことや、学習評価を充実するために ICT を活用すること。 

授業での教員による

ICT 活用 

教員が授業中に学習内容を分かりやすく説明するために、指導方法

の一つとして ICT を活用すること。映像や音声といった情報の提示。 

児童生徒による ICT

活用 

児童生徒自身が情報を収集し、文章や図にまとめる際や、くり返

し学習によって知識の定着や技能の習熟を図る際に ICT を活用

することで、より深い理解を促すこと 

出所：文部科学省「教育の情報化の手引き」（平成 21年 3月）より作成 

 

 

２－３ 校務情報化の推進                             

 

国全体の情報化戦略について取り組む IT 戦略本部が、平成 18 年に示した「IT 新改革戦略」

では、教育の情報化の一つとして「校務の情報化」の方向性を示している。 

文部科学省が平成 21 年 3 月にまとめた「教育の情報化の手引き」によると、国家情報化

戦略の一つとして校務情報化を進める目的は以下に示すとおりである。 

 

【校務情報化を進める目的】 

・ 教員の校務業務の効率化 

・ 節約した時間や労力を、授業準備や児童生徒と接する時間へ向けられることによる

教育活動の質の向上 

・ 学校ホームページや電子メールなどの活用での、保護者や地域との連携強化 

・ 情報セキュリティの確保 

 

 

２－４ 学校における ICT 環境の整備                         

 

「IT 新改革戦略」（平成 18 年 1 月 IT 戦略本部）においては、教科指導での ICT 活用や、

校務情報化による改革が充分に進んでいない現状が認識されている。さらに、それを踏まえた

解決に向けて学校内の ICT 環境整備の必要性を謳い、平成 22 年度までの整備目標を明確化

している。 
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●図表 ２-５ 「IT新改革戦略」における学校 ICT環境整備の目標と達成状況 

指標 目標 
達成状況 

（平成 21 年 3 月） 

コンピュータ 1 台あたりの児童生徒数 3.6 人／台 7.2 人／台 

普通教室における校内 LAN 整備率 概ね 100% 64.0% 

超高速インターネット接続率 概ね 100% 60.5 % 

教員の校務用コンピュータ整備率 
教員 1 人 1 台 

（100%） 
61.6% 

出所：文部科学省「平成 20年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」より作成 

 

 

２－５ 教員の ICT 活用指導力の向上学校における ICT 環境の整備           

 

「IT 新改革戦略」（平成 18 年 IT 戦略本部）は、情報教育や教科指導における ICT 活用、

校務情報化を進めるため、ICT 環境整備と共に「全ての教員の ICT 活用能力を向上させる」

ことを目標として掲げている。 

それを受け、文部科学省は、「教員の ICT 活用指導力の基準（チェックリスト）」を公表し、

平成 18 年度以降、全国の公立小・中・高等学校の教員の ICT 活用状況を把握している。 

 

●図表 ２-６ 教員の ICT活用指導力の現状 

 

出所：文部科学省「平成 20年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」より作成 
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２－6 情報化推進体制整備                             

 

「IT 新改革戦略」（平成 18 年 IT 戦略本部）では、学校の ICT 化のサポート体制強化の

必要性が提言されている。これを受け、平成 20 年 3 月には、文部科学省の「学校の ICT

化のサポート体制の在り方に関する検討会」が報告書をまとめている。そこでは、情報化の

統括責任者としての教育 CIO を中心とし、学校と教育委員会が連携して情報化に取り組むべ

きとし、その方向性を示している。 
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第３章 江戸川区における教育情報化の取り組みの現状と課題      

 

第１節 教育情報化の現状                           

 

１－１ 区立小中学校の ICT 環境                          

 

区立小中学校の ICT 環境は、大きく「教育指導用 ICT 環境」と「校務用 ICT 環境」の２つ

に分かれている。このうち、「教育指導用 ICT 環境」は、授業や授業準備において教員

や児童生徒が用いる。また、「校務用 ICT 環境」は、教員が、児童生徒情報の管理や成績処理

などの校務事務に用いる。この 2 つは取扱う情報の種類が異なることから、別々のネット

ワークとすることで情報セキュリティを確保している。 

教育指導用 ICT 環境としては、全ての小中学校に校内LAN4と超高速インターネット5環境を

整備している。具体的には、小学校で約 4 千台、中学校で約 2 千台のパソコンを配備し、

授業での活用が可能になっている。また、プリンタやスキャナ、電子黒板6などの周辺機器も

各学校に整備され、平成 21 年度には地上デジタル放送対応テレビと書画カメラ7が、全小学校

の普通教室と、中学校に 5 台配備した。 

校務用 ICT環境としては、校務支援システムが平成 21年 4月から本格稼動を始めている。

教育委員会と区立小中学校、幼稚園といった拠点を、学校 LAN8と呼ぶプライベートなネット

ワークで接続するもので、小中学校で合計約 2,900 台のパソコンを接続している。この環境を、

児童生徒の情報管理や成績管理に用いる校務処理、学校内や学校間のコミュニケーションや

情報共有に用いるグループウェアなどに利用している。 

これらの ICT 環境は、「学校教育情報システムネットワーク運用規定」や「校務処理

システム運用規程」といった運用規程に基づき運用している。また、「江戸川区学校教育

情報セキュリティポリシー」の下、適切な情報セキュリティ対策を実施している。 

 

                                                   
4 校内 LAN とは、一般に、学校の中のパソコン間で形成される電子ネットワークのこと。これを整備す

ることにより、学校内の別々のパソコン同士のデータのやりとり等が可能になる。区においては、教育指

導用に利用するネットワークとして、普通教室やパソコン教室、職員室等を結んでいる。学校 LAN と

は区別される。 
5 超高速インターネットとは、30Mbps（メガビットパーセカンド）以上の速度のインターネット回線。

「IT 新改革戦略」において、学校のインターネット接続環境として超高速インターネットの整備が目標に

掲げられた。 
6 電子黒板とは、パソコン等の画面を投影し拡大表示するスクリーンのこと。付属の電子ペン（紙に描いた

文字や図形を、デジタルデータとして利用、保存・管理できるようにしたペン）で、教員や児童生徒がその

表面上に描いたものをプリントアウトしたり、パソコンに保存したりできる。 
7 書画カメラとは、カメラで撮影して、スクリーンに書類や理科の標本などの立体物をそのままの画像で

映し出す装置のこと。 
8 学校 LAN とは、区において、校務用に利用するネットワークとして、教育委員会、区立小中学校、区立

幼稚園を接続するもの。教育指導用の校内 LAN とは区別される。 
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１－２ 情報化の推進体制                                 

 

区の教育情報化の推進は、主に、次の体制で実施している。 

 

１ 教育委員会 

 

教育 CIO9を設置し、区立小中学校全体の情報化に関する施策の意思決定を行っている。

また、情報化推進委員会設置要綱を定め、校長より推薦された教員などで構成する情報化

推進委員会を各年度ごとに設置している。本組織において、教育情報化に関する施策の立案・

推進にかかる検討を、年間 6 回程度実施する。決定事項は、役員校長会などを通じて全校に

周知する。 

なお、教育委員会が所管する情報システムの管理・運用、情報化推進業務の遂行、区立

小中学校の情報化推進支援全般を、教育委員会事務局教育推進課計画調整係が担当する。 

 

２ 区立小中学校 

 

学校 CIO10を設置、各校の情報化に関する施策の意思決定を行っている。また、各学校に

おいて学校情報化推進の中心的な役割を担う学校教育情報化推進リーダー及びサブリーダー

を設置し、以下の業務を実施している。 

 

・学校 LAN 機器の導入又は更新などの調整及び取りまとめに関すること 

・情報セキュリティ対策の実施及び教職員の意識啓発に関すること 

・情報機器、ソフトウェアの使用許諾権などの管理に関すること 

・情報システムの操作研修など、教職員などの情報リテラシー向上に関すること 

                                                   
9 教育CIOとは、学校の ICT化について地域レベルで統括する責任者のこと。教育委員会単位で設置する。 
10 学校 CIO とは、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

責任者のこと。 
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１－３ 国家目標の達成状況と他団体との比較                      

 

区の平成 20 年度時点での教育用パソコン 1 台当たりの児童生徒数は、小学校では 9.7 人、

中学校では 7.6 人であり、「IT 新改革戦略」（平成 18 年 IT 戦略本部）で掲げる国家目標の

「1 台当たり 3.6 人」を達成していない。一方、ICT 環境の他の項目については、校内 LAN

整備率と超高速インターネット整備率は共に 100%、教員の校務用パソコンの整備率も 100%

であり、国家目標を達成している。 

また、他の地方公共団体と比較しても、校内 LAN 整備率、超高速インターネット接続率、

校務用パソコンの整備率は上回っている。一方、教育用パソコンの整備率は全国平均、東京都

平均ともに下回っている。 

さらに、平成 21 年 9 月に、区立小中学校の教員を対象に、教育指導における ICT 活用力

を把握した結果、全般的に全国平均を下回る結果であった。 

 

●図表 ３-１ ICT 整備環境に関する区立小中学校と東京都平均及び全国平均との比較 

 

＊教育用PC整備率： 1台当たり児童生徒数 3.6人／台（国家目標）の教育用PC整備率を100%とした際の割合を算定。 

全国平均、東京都平均数値の出所：文部科学省「平成 19年度学校における教育の情報化の実態等に

関する調査結果」より作成 

ICT環境の整備状況（主要項目）

0%

20%

40%

60%

80%

100%
教育用PC整備率

校内LAN整備率

超高速ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続率
（30Mbps以上回線）

校務用PC整備率

区小中学校（H20） 区小中学校（H19） 東京都平均（H19） 全国平均（H19）
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●図表 ３-２ 教員の ICT活用指導力に関する区立小中学校と東京都平均及び全国平均との比較 

 

教員の ICT 活用指導力に関する設問について、「わりにできる」「ややできる」と回答した人の割合を A～E の

分野ごとに平均を算出した結果。なお、「E.校務に ICT を活用する能力」は、先の項で述べたものの再掲である。 

 

合計 小学校 中学校 

江
戸
川
区 

全
国
平
均 

東
京
都
平
均 

江
戸
川
区 

全
国
平
均 

東
京
都
平
均 

江
戸
川
区 

全
国
平
均 

東
京
都
平
均 

Ａ．教材研究・指導の準備・評価な

どに ICTを活用する能力 
54.9  72.6  70.7  55.4  72.4  70.0  53.8  71.7  69.8  

Ｂ．授業中に ICTを活用して指導す

る能力 
41.8  56.4  55.0  44.0  56.7  56.7  36.3  54.0  50.6  

Ｃ．児童生徒の ICT活用を指導す

る能力 
44.3  58.5  56.5  46.2  61.3  58.3  39.5  55.3  54.1  

Ｄ．情報モラルなどを指導する能力 63.7  66.8  67.3  66.9  69.8  69.5  55.5  64.7  65.2  

（再掲） 

Ｅ．校務に ICTを活用する能力 
49.4  65.6  61.8  49.2  63.8  60.6  49.8  65.8  60.7  

（単位：%） 

 

 

全国平均、東京都平均数値の出所：文部科学省「平成 20 年度 学校における教育の情報化の実態等に

関する調査結果」より作成 

20

40

60

80

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

江戸川区 東京都平均 全国平均

＜全体＞
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第２節 取り組むべき課題 

 

区立小中学校の情報化においては、ICT 環境整備は比較的進んでいるが、その活用は道半ば

である。したがって、全教員の ICT 活用指導力の向上と教育活動への ICT の活用の定着を

図ることが、区の教育情報化を進める上で大きな課題の一つである。 

また、安全・着実な推進を図る上で、情報セキュリティに配慮した情報資産の運用管理、

推進体制、計画の進捗管理等の強化が必要である。 

 

２－１ 教科指導における ICT 活用と情報教育の体系的な推進            

 

教科指導における ICT 活用は、教員の指導力が大きく関わるが、ICT 活用指導力不足や、

ICT 環境の使いにくさなどを背景に、各教科での ICT 活用は消極的である。今後は、全教員

が教科指導における ICT 活用の定着を図ることが求められる。また、その上で、教科指導と

関連付けた体系的な情報教育が求められる。 

 

２－２ 校務情報化の推進と、保護者や地域と連携し開かれた学校づくりの推進            

 

平成 20 年度より校務支援システム11を導入し、校務情報化の推進に取り組んできたが、

利用状況は低調である。今後は、利用の定着を図り、教育の質向上につなげるための、

さらなる取り組みが必要である。 

また、家庭や地域とのコミュニケーションにおいては、迅速性が求められる情報連絡など

への ICT の活用の有効性を期待されながらも、情報セキュリティ、従来方法の併用の必要性と

情報管理の手間、ICT を活用する際の保護者とのルールの不明確さなどの理由から、実際の

活用が進んでいない。今後は、これらの実情に配慮し、学校現場の負担をなるべく軽減しな

がら効果を発揮するしくみづくりに取り組む必要がある。 

 

２－３ 特別支援教育における情報化の推進                    

 

教育指導においては、児童生徒の障害の種類や程度に応じたハードウェア・ソフトウェアが

必要でありながら、十分な整備が図られなかった。今後は、担当教員による利用効果や利用

方法の修得機会を設け、情報化の充実を図ることが求められる。 

また、平成 20 年度より導入した現在の校務支援システムは、特別支援教育の校務に対応して

いないため、特別支援教育の担当教員の事務効率化に向けた具体的な取り組みが求められる。 

                                                   
11 校務支援システムとは、校務をコンピュータやネットワークなどの情報コミュニケーション技術を用い

て処理するためのシステムのこと 
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２－４ ICT 人材育成                              

 

教育活動への ICT の利用定着を図る上で、各学校の管理職が ICT の活用に対する理解と

リーダーシップを備えることが課題であり、このための研修は不可欠である。これと同時に

各校の情報環境整備にあたる情報化推進リーダーの育成も重要である。 

また、学校全体の ICT 活用力の水準を底上げし、研修の成果を実際の活用定着につなげ

るためには、個々の教員を対象とする研修だけでは不十分である。校務や授業に積極的に

ICT を活用し、周囲の教員に対して、使い方を広める、具体的に支援できるといった教員を、

学校の規模などに応じて十分な数だけ育成することが課題である。 

 

２－５ ICT 環境整備                              

 

ネットワークやハードウェアの整備の水準は高い。しかしながら、今後、授業などで

ICT の活用をより定着させるためには、特別教室の ICT 環境、教育指導用に教員が使用する

パソコンなど、さらなる基盤の整備などを検討すべきである。 

 

２－６ 情報セキュリティマネジメント及び ICT マネジメント水準の向上       

 

情報資産の管理については、パソコン及び関連ソフトウェアの管理方法に関すること、

データ共有や情報セキュリティの脆弱性への対応などの具体的な対応が求められる。とくに、

各校で維持すべき、情報システム、情報機器、ソフトウェアの管理水準を定めるとともに、

区として統一的なルールづくりが課題である。 

また、教職員や情報化推進リーダーが日常的に実施すべき対策について、一層の浸透を

図るとともに、情報セキュリティ対策の手順書など、区として統一的なルールづくりが課題

である。 

 

２－７ 教育の情報化を支える体制の充実                     

 

教育委員会においては、「学校教育の情報化推進委員会」を中心とし、組織横断的な学校

教育情報化推進の体制を強化することが求められる。また、システムの運用

管理、各校をサポートする各種業務の効率化も課題である。 

さらに、情報化推進リーダーの業務負担の軽減を図るための支援や工夫等を通じて、各校

が、それぞれの実情に応じた情報体制の充実に取り組むことが課題である。 
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第４章 教育情報化推進における基本的な考え方          

 

第１節 基本目標                             

 

 「えどがわ新世紀デザイン」で掲げるとおり、区は学校教育の推進において、情報技術の

発達などによる学校のあり方の変化に対応しつつ、新しい時代に相応しい学校づくりを実現

しようとしている。教育情報化は ICT の活用の側面からこの取り組みを支えるものであり、

区の教育情報化推進における基本目標を以下に掲げる。 

 

江戸川区学校教育情報化の基本目標 

  

  

◆ ２１世紀にふさわしい教育の実践にあたり、教育活動における ICT の効果的

な活用を図るための取り組みを恒常的に推進し、教育の質を向上させる。とくに、

「教職員及び児童生徒が適材適所にICTを利用する学校」、「ICTを効果的に活用し、

家庭・地域との連携を図る、開かれた学校」を実現する。 

  

 

 

 

 

第２節 教育情報化の基本方針                        

 

区は、次に示す 9 つの方針に基づき、教育の情報化を総合的かつ継続的に進めるものとする。

また、基本方針に沿った教育の情報化は、区立小中学校で一斉または段階的に取り組むもの

とする。 
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江江戸戸川川区区学学校校教教育育情情報報化化のの基基本本方方針針  

  

◆◆  教教育育のの情情報報化化のの推推進進にによよるる教教育育活活動動のの質質のの向向上上（（基基本本方方針針１１～～基基本本方方針針５５））      

  

◆◆基基本本方方針針１１  

教教科科目目標標のの達達成成・・授授業業改改善善ののたためめのの IICCTT のの活活用用 

ICT の活用ならではの効果を、教科目標の達成や「わかる授業」への授業改善の

取り組みに活かす。教科指導への ICT の活用を日常的に行うことにより、その効果を積

み重ね、確かな学力の向上へつなげていく。 

 

◆◆基基本本方方針針２２  

児児童童生生徒徒のの情情報報活活用用能能力力をを総総合合的的ににははぐぐくくむむ体体系系的的なな情情報報教教育育のの実実践践  

児童生徒の情報活用能力を総合的にはぐくむため、次の 3 つの能力について、各教科の

学習と連携を図りながら、学校全体として体系的に取り組む。 

① 「情報活用の実践力」（パソコンなど情報手段の基本的な操作や活用の能力） 

② 「情報の科学的な理解」（特性やしくみの理解、情報手段を活用した学習を振り返り

評価･改善する能力） 

③ 「情報社会に参加する態度」（情報モラル） 

 

◆◆基基本本方方針針３３  

校校務務情情報報化化のの推推進進にによよるる校校務務・・事事務務のの効効率率化化とと学学校校経経営営のの改改善善、、教教育育のの質質のの向向上上  

ICT の導入による校務事務改善を推進し、教員の事務負担の軽減する。これにより、

教員が児童生徒と向き合うための、より多くの時間を確保する。あわせて、複数の教員

による情報の共有化など ICT の特性を活かし、児童生徒の個々の指導の充実を図る。 

 

◆◆基基本本方方針針４４  

特特別別支支援援教教育育ににおおけけるる情情報報化化のの推推進進  

特別支援教育における ICT 環境の整備や、担当教員の ICT 活用指導力向上のため、

学級編成や指導内容、各種校務の内容などの特色に配慮した取り組みを進める。 

 

◆◆基基本本方方針針５５  

家家庭庭・・地地域域ととのの連連携携強強化化～～保保護護者者ととののココミミュュニニケケーーシショョンンとと開開かかれれたた学学校校づづくくりり～～  

学校経営において、時代にふさわしい ICT の活用を図り、地域・保護者との連携や

理解を深め、地域に開かれた学校づくりに役立てる。 
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◆◆  教教育育のの情情報報化化をを支支ええるる基基盤盤づづくくりり（（基基本本方方針針 66～～基基本本方方針針 99））                    

  

◆◆基基本本方方針針６６  

学学校校のの IICCTT 環環境境のの整整備備・・向向上上  

すべての教科における ICTの活用を前提とし、教室などに適切な ICT環境を整備し、

児童生徒と教員が、安全・気軽に、日常的に ICT を利用できる環境をつくる。 

また、校務支援システムの活用推進のため、機能の改善や追加などを検討し、必要に

応じて実施する。 

 

◆◆基基本本方方針針７７  

教教員員のの IICCTT 活活用用指指導導力力のの向向上上  

すべての教員が教育の情報化に取り組む必要があることから、ICT の活用に関する

理解や知識、実践力を養成する研修や、ICT 利用サポートの充実を図り、全教員の ICT

活用指導力の向上に取り組む。 

 

◆◆基基本本方方針針８８  

  IICCTT 及及びび情情報報セセキキュュリリテティィママネネジジメメンントト水水準準のの向向上上  

教育の情報化を進めるにあたり、学校に導入する情報システムや、各種の情報資産の

安全な運用と管理、計画的な整備・検討を行う。 

また、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、情報セキュリティ

ルールや情報セキュリティ技術の適用、情報セキュリティ研修の実施など、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恒常的・継続的に取り組む。 

 

◆◆基基本本方方針針９９  

教教育育のの情情報報化化をを支支ええるる体体制制のの充充実実  

教育の情報化を計画的かつ継続的に推進するため、教育委員会ならび各学校において、

役割を明確にする。地域 CIO を中心とし、教員も含めたメンバーにより、区全体とし

て ICT の利活用を推進するための協議体制を整える。これととともに、各学校におい

ては、学校 CIO や情報化推進リーダーを中心に、学校全体で積極的に情報化を推進

する体制の充実を図る。 

 



 

18 

第３節 各分野の推進目標                            

 

本計画は、前期を土台づくりの期間、後期を充実の期間と位置づけ、基本方針に沿った各

分野の目標を各期で掲げ推進する。また、各期において計画の進捗を把握し、情報化の着実

な推進を図る。 

 

●図表 ４-１ 各分野の目標（１／２） 

 

 

 

 

 

 

 

後期目標（充実） 前期目標（土台づくり） 施策分野 

教科目標の達成・授

業改善のための ICT

の活用 

児童生徒の情報活用

能力を総合的にはぐく

む体系的な情報教育

の実践 

家庭・地域との連携

強化～保護者とのコミ

ュニケーションと開か

れた学校づくり～ 

校務情報化の推進に

よる校務・事務の効率

化と学校経営の改

善、教育の質の向上 

特別支援教育におけ

る情報化の推進 

全校教員の具体的チャレンジ

始動 

授業力向上に、全教員が

一定レベル ICTを使いこなす 

情報教育の機会の充実 情報活用指導力や情報

モラル指導力の充実 

校務支援システムの利用

定着 

教育活動への効果の追求 

情報化に関する研究・検討の

本格的始動 

情報化の具体的推進 

時代に相応しいコミュニケ

ーション基盤の導入 

コミュニケーション内容の

充実 

教
育
の
情
報
化
の
推
進
に
よ
る
教
育
活
動
の
質
の
向
上 
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●図表 ４-２ 各分野の目標（２／２） 
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第５章 具体的な方向性と取り組み方策 

 

第１節 教育の情報化の推進による教育活動の質の向上 

 

１－１ 教科目標の達成・授業改善のための ICT の活用～教科指導における、ICT を

活用した「わかる授業」の日常的な実践～ 

 

１ 取り組みの視点 

（１）早期実現に向けた戦略的な普及推進方策 

区立小学校各校 1 台～数台の割合で、平成 18 年度から順次、書画カメラとプロジェクタ、

大画面スクリーン、電子黒板（電子情報ボード、電子白板）の整備を行った。さらに、平成

21 年度には、書画カメラとデジタルテレビ12を、小学校の全普通教室に整備、中学校には

各校 5 台整備するなど、区立小中学校の ICT 環境の充実を図っている。 

大型の提示装置であるデジタルテレビや電子黒板は、教材などの拡大表示、重要ポイント

のマスキング、鮮明な画像・映像の提示が可能である。これらの機能を授業の流れに沿って

利用することにより、児童生徒の注目を集める、理解の向上を図るなど、教科指導に高い効

果を発揮する。また、比較的簡単な操作で済むため円滑に導入を図ることができる。 

区は、教科目標の達成や授業改善を早期に実現するため、上記のとおり整備したデジタル

テレビや電子黒板を、普通教室などで日常的に活用することを、当面の目標として集中的に

取り組む。 

具体的な方策として、ICT を活用した授業推進のためのモデル校を設置し、先行的かつ集

中的に活用を図る。モデル校における各種検証を踏まえ、その後、区立全小中学校に展開

する。その際、校長はじめ、区立小中学校全ての管理職が、率先して教科指導への ICT 活

用を教員に働きかけることが重要である。このため、ICT 活用に対する管理職の理解や

リーダーシップの強化策を実施する。また、モデル校の ICT 活用実践例を区立小中学校の

全教員が共有できるしくみを整備するなど、全教員への普及・啓発に取り組む。 

 

（２）ICTの日常的活用を後押しする環境整備や教員のサポート 

デジタルテレビや電子黒板は難しい操作を伴うものではないが、教員の ICT 活用能力が

必ずしも十分でない現状を考慮する必要がある。このため、ICT 活用に対する理解促進から

ICT 新規導入時の操作や利用方法の習得、授業などへの実際の活用まで、各教員の ICT 活用

能力に応じた支援が必要である。 

                                                   
12 デジタルテレビとは、デジタル信号で放送されている番組を受信することができるテレビのこと。学校

教育においては、テレビ番組以外でも、大型のディスプレイとして、デジタルコンテンツを活用すること

が期待されている。 
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また、従来の授業の延長上で、気軽に便利に、効果を実感できる ICT 環境の整備が求め

られる。このため、費用対効果の高い教育用ソフトウェアの整備、教室や特別教室におけ

る機器の配置などを、モデル校において検証し、全校への展開を図る。 

 

２ 具体的方策 

 

事業１：ICT 活用モデル校の設定と段階的普及 

 ICT 普及モデル校を小中学校各 1 校ずつ設置し、教科指導への ICT の日常的活用やパ

ソコンを活用した授業の実践的研究を先行的に実施する。その結果を踏まえ、地区単

位などでの普及促進を図ることで、全区立小中学校に展開する。 

 

【ICT 活用モデル校を活用した取り組み】 

・大型提示装置（デジタルテレビ又は電子黒板）と書画カメラなどを活用した授業の

指導計画づくりと研究授業の実施及び日常的活用推進 

・パソコンを活用した授業の実践的研究及び電子ペン13など先進的 ICT の試験的活用 

・ICT 環境（機器設置・利用環境、ソフトウェア、ネットワーク）の研究・評価 

・ICT 活用推進体制と校内展開（ノウハウ共有など）の検証 

・ICT 活用推進方策の検証 

 

事業２：教科目標の達成・授業改善のための ICT 活用の到達目標の設定と検証 

 教科目標の達成、授業改善の一環として、授業での ICT 活用を進めるため、年度毎の具

体的な目標を設定・推進し、達成状況や課題を検証する。 

 

【前期目標】 

・平成 22 年度 ICT 活用モデル小学校において、書画カメラによる実物投影とデジタルテレビ

又は電子黒板を組み合わせた授業が、全教員により日常的に行われていること。  

・平成 22 年度 ICT 活用モデル中学校において、書画カメラによる実物投影と電子黒板を

組み合わせた授業が、すべての教科で実施されていること。 

・平成 22 年度 ICT 活用モデル校において、パソコンや電子ペンなど、わかる授業づくりに

役立てるための ICT の活用が試験的に図られ、研究されていること。 

・全区立小中学校において、管理職が教育情報化の取り組み目標を定めていること。 

・全区立小中学校において、教員が ICT の使いどころを修得し、各校が定めた上記の具体的

目標の実現に取り組んでいること。 

 

                                                   
13 電子ペンとは、紙に描いた文字や図形を、デジタルデータとして利用、保存・管理できるようにしたペ

ンのこと。 
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【後期目標】 

・全区立小中学校において、書画カメラによる実物投影と大型提示装置など、ICT を活用

した授業が、全教員により日常的に行われるようになっていること。 

 

 

事業３：実践事例の区全域での共有と水平展開 

 モデル校において、研究公開授業を実施する、実践事例からマニュアルを作成するなど、実

践例を共有できるしくみづくりを行う。 

 各校の情報化推進リーダー又は教務主任などが中心となり、地区単位又は教科単位で ICT

の活用を推進する。 

 

事業４：管理職のリーダーシップ強化 

教科指導への ICT 活用の普及には、校長はじめ管理職のリーダーシップが必要なため、授

業改善への ICT 活用の有効性や必要性の理解と意識改革を促すための研修を、全管理職を

対象に実施する。 

 学校経営計画や学校評価項目に、教科指導への ICT 活用の観点を取り入れるといった具

体的な取り組みについても検討する。 

 

事業 5：教員の ICT 活用能力の育成と ICT 導入時のサポート 

ICT 活用能力に応じた研修を実施する。例として、教員による Word、Excel 初級・中級レ

ベルの修得を目標に平成 21 年度より実施している Word、Excel の基本研修を、平成 23

年度まで継続して実施する。 

 授業改善につなげる ICT 活用については、電子黒板やデジタルテレビの活用を図るため、

各学校が主体的に実施する校内研修の充実に必要な支援などを実施する。 

 

事業６：教育用ソフトウェアの整備 

 教科書の内容に沿ったデジタルコンテンツなど、授業で使いやすく費用対効果の高い教育

用ソフトウェアの導入について、各学校が検討し、整備・活用する。 

 

事業７：教室や特別教室の ICT 環境整備 

全小学校におけるデジタルテレビ・書画カメラの新規整備に伴い、不要になる各小学校に既

設のプロジェクタ、ロール式電子黒板14などの ICT 機器の廃棄を実施する。 

 教室や特別教室における機器の配置や配線方法など、使いやすさと安全性に配慮した環境

づくりを検討する。 

                                                   
14 ロール式電子黒板とは、収納時に巻くことができ、使用時には広げて黒板に固定することのできるシート

タイプの電子黒板（パソコン等の画面を投影し拡大表示する装置）のこと。 
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●図表 ５-１ 事業推進スケジュール（１-１） 

事
業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

１－１ 教科目標の達成・授業改善のためのICTの活用～教科指導における、ICTを活用した 
「わかる授業」の日常的な実践～ 

1 I C T 活 用 
モ デ ル 校
の 設 定 と 
段階的普及 

1 モデル校の設定と
段階的普及 

ICT利活用
モデル校
の指定・実
施 
 
小学校1校 
中学校1校 

- 
（モデル校
指定は終了） 

- 
（モデル校指定は終了） 

   指標 指定有無 - - 

2 教科目標の
達成、授業
改善のための
ICT活用の 
到達目標の
設定と検証 

1 ICT活用目標の設定 前期到達目標の設定 後期到達目標の設定 

  指標 目標設定比率 

 2 H22年度モデル校に
おけるICT活用への
前期の取り組みと
検証 
（小学校） 

全教員による書画カメラと
デジタルテレビ又は電子
黒板の活用研究、授業実践 
 

- 
（項目５にて後期到達目
への取り組み、検証） 

   指標 目標達成状況 - 

  3 H22年度モデル校に
おけるICT活用への
前期の取り組みと
検証 
（中学校） 

全教科での
書画カメラ
とデジタル
テレビ又は
電子黒板を
活用した授業
実践 

全教員による
書画カメラ
とデジタル
テレビ又は
電子黒板を
活用した授業
実践 

- 
（項目５にて後期到達目
への取り組み、検証） 

   指標 目標達成状況 - 

  4 H22年度モデル校に
おけるICT活用目標
への前期の取り組み
と検証 
（パソコンを活用
した授業の実践的
研究及び先進的な
ICTの試験的活用） 

パソコンや
電子ペンな
どを活用し
た授業の実
践 的 研 究 

 

H22モデル校
としての研究
成果を生かし
た先進的なICT
活用の推進 

 

- 
（項目５にて後期到達目
への取り組みと検証） 

   指標 実施有無 - - 

  5 一般校におけるICT
活用目標への取り組み
と検証 
（後期はH22モデル
校も含む） 

前期到達目標に対する
取り組みと達成状況の
検証 

後期到達目標に対する
取り組みと達成状況の
検証 

  指標 目標達成比率 
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事
業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

１－１ 教科目標の達成・授業改善のためのICTの活用～教科指導における、ICTを活用した 
「わかる授業」の日常的な実践～ 

3 実践事例の
共有と水平
展開 

1 実践事例の共有・
マニュアル作成 

実践例収集、
マニュアルの
作成 

全校への 
展開 

拡充・全校への展開 

   指標 実践事例収集・貢献状況 

2 研究公開授業による
電子黒板等の活用研究 

モデル校に
おける研究
授業の実施 

全校での 
研究授業の
実施 

全校での研究授業の実施 

   指標 実施状況・実施率 

4 管理職のリ
ーダーシッ
プ強化 

1 管理職向け研修 
（学校のICT化）実施 

全管理職対象に実施 全管理職対象に実施 

   指標 実施率（参加人数/計画数） 

2 学校経営計画や学校
評価への反映など、
教科指導へのICT活用
促進に向け、管理職が
実施すべき具体的な
取り組み方策について
の研究・検討 

- 研究・検討の実施 

   指標 - 実施率 

5 教員のICT 
活用能力の育
成と導入時の
サポート 

1 基本研修の実施 教員を対象とする基本研修
の実施 
（Word、Excel初級・中級） 

- 

  指標 実施率（参加人数/計画数） - 

2 デジタルテレビ、電子
黒板の操作・活用を
図るための支援の実
施 

支援の実施 支援の実施 

   指標 実施有無 

6 教育用ソフト
ウェアの整備 

1 教育用ソフトウェア
の整備 

各校において整備・活用 各校において整備・活用 

   指標 具体的な検討の取り組み又は整備状況 

7 教室や特別
教室のICT 
環境整備 

1 全小学校における、
既設のプロジェクタ、
ロール式電子黒板など
不要なICT機器の廃棄 

廃棄の実施 - - 

   指標 実施有無 - - 

  2 教室や特別教室の
機器配置や配線方法、
情報用コンセントの
充足などの検討 

調査 整備推進 整備推進 

   指標 実施有無 
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１－２ 教科指導と連携した情報教育の推進～児童生徒の情報活用能力の育成～ 

 

１ 取り組みの視点 

 

（１）各教科の指導と連携した、情報教育の充実 

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ことが必要である。このため、各教科の

指導内容と関連付けた、情報教育の体系的指導計画の策定と、それを担当する情報主任の設

置などの将来的な検討・実現も視野に入れる必要がある。 

本計画期間においては、従来の情報教育の取り組みに加え、小学校・中学校ともに、各教科

の指導の中で、児童生徒の情報活用力の育成を実践することが重要である。 

 

（２）情報モラル教育の向上推進 

児童生徒の間で、携帯電話やパソコンを用いたインターネットの利用が急速に普及する中

で、インターネット上のいじめや犯罪、有害情報などの問題が発生している。このような状

況を踏まえ、情報モラル（情報社会で適正に活動するための基となる考え方と態度）の指導を

確実に行う必要がある。 

情報モラル教育においては、指導する立場にある教員自身が情報モラルの意識を高め、新

しい知識を身につけていなければならない。それにより、生活指導や教科の指導などにおい

て、全教員が適切且つ具体的に指導できることが重要である。また、公的機関などが公表し

ている情報モラル関連のコンテンツの活用や、専門家を招いての講義の実施なども有効であ

る。 

さらに、情報モラルの欠如から生じる各種の問題は、家庭や学校の外での児童生徒の行動と

切り離せないため、保護者・地域との連携が欠かせない。したがって、保護者・地域も対象

とする啓発活動の推進なども含め、情報モラル教育の総合的な推進を図る。 

 

（３）情報教育に必要な ICT 環境の整備・運用 

区は、小学校約 4 千台、中学校約 2 千台の教育用パソコンをすでに整備し、児童生徒の

情報活用能力を育成する環境の充実を図っている。今後、リース期間の終了に伴う計画的で

効果的なリプレース15をはじめ、情報教育の充実を図る上で必要な ICT 環境の整備・運用を

継続して実施する。 

 

  

                                                   
15 リプレースとは、古くなったシステムやハードウェア、ソフトウェアを、新しいものや、同等の機能を

持った別のものに新規のものに置き換えること。 
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２ 具体的方策 

 

事業 8：情報教育の充実 

 児童生徒が各教科の授業などで ICT に触れる機会をより多く設ける。具体的には、教

員が、書画カメラと大型提示装置（デジタルテレビ、電子黒板など）をはじめ、ICT を授

業などで活用する。 

 各教員が、児童生徒の情報活用指導力の向上に取り組む。各教科の授業などで必要に応じ

て指導を実践することにより、情報教育の内容充実を図る。 

 

事業 9：情報モラル教育の向上推進 

 各教科の授業などにおける、児童生徒への情報モラルの指導力向上のため、情報モラルに

関する全教員の意識向上や新しい知識の習得を図る。具体的には、教員の情報モラル向上を

目的とした研修を毎年実施する。 

 優れた教材の活用や、外部講師による講演会の実施など、児童生徒への指導内容の充

実に具体的に取り組む。 

 

事業 10：保護者・地域も対象とする情報モラル啓発活動の実施・充実 

情報モラルをテーマとする講演会の開催や、各種情報提供の実施など、各種の啓発活動を通

じ、地域住民や保護者の協力と理解の増進を図るとともに、内容の充実を図る。 

 

事業 11：情報教育の充実を図るための ICT 環境の整備 

 校内 LAN の整備のあり方について検討を進め、普通教室やコンピュータ室などの ICT 環

境の充実・整備に向けた取り組みを継続して実施する。（→事業７） 

教育用パソコン、校内 LAN のリース期間終了に伴うリプレースなどを、計画的・効果的に

実施する。 
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●図表 ５-２ 事業推進スケジュール（１-２） 

事
業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

１－２ 体系的な情報教育の推進～児童生徒の情報活用能力の育成～ 

8 児童生徒の
情報教育の
充実 

1 児童生徒の情報教育の
充実 

児童生徒の授業などで 
ICTを活用する機会の充実 

各教科の授業などでの 
実践を通じた情報教育の 
内容の充実 

   指標 実施率 

9 情報モラル
教育の向上
推進 

1 教員対象に実施する
情報セキュリティ研修 

実施 実施 

   指標 実施率（参加人数/計画数） 

2 指導内容の充実への
各校の具体的取り組み 

- - 実施 実施 

   指標 - 実施率 

10 保護者・地域
も対象とする
情報モラル
啓発活動の
実施・充実 

1 保護者や地域住民も
対象とする情報モラル
講演会の開催や、各種
情報提供 

実施 内容充実 

   指標 実施率 

11 情報教育の
充実を図る
ためのICT
環境の整備 

1 （事業7項目2の再掲） 
教室や特別教室の
機器配置や配線方法・
情報用コンセントの
充足などの検討 

調査 整備推進 整備推進 

   指標 実施有無 

  2 教育用パソコン、 
校内LANのリース期間 
終了に伴うリプレース 

実施 実施 実施 実施 

   指標 実施率（実施数/計画数） 
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１－３ 校務情報化の推進～校務・事務の効率化と学校経営の改善及び、教育の質の向

上～ 

 

１ 取り組みの視点 

 

 平成 20 年度に教員一人一台の校務用パソコン及び、学校 LAN の整備とともに、校務支援

システムを導入し、平成 20 年度よりグループウェアや校務処理機能の活用を推進してきた。

校務支援システム導入の目的は、校務を効率的に遂行し、教育活動の本質的な部分をより充

実させることである。すなわち、児童生徒と向き合う時間をより多く確保すること、情報の共有

や分析により児童生徒のきめ細かな指導や学校経営の改善と効率化を実現することを目的

としている。 

このため、今後も引き続き、校務支援システムの機能整備や有効性を高めるための改善を

進めるとともに、各学校で全教職員による積極的な活用推進を図る。 

 

２ 具体的方策 

 

事業 12：校務支援システムの機能整備・改善 

 保健業務機能を整備し、健康診断情報の全校統一を図る。 

 特別支援教育に対応した校務支援機能について、研究・整備を進める。 

 

事業 13：校務支援機能全般の利用推進 

 全区立小中学校において、通知表、指導要録の電子化を実施し、定着を図る。 

 掲示版機能など、グループウェア16の利用定着を図る。 

 校務支援システム導入期における教職員のサポートを、ヘルプデスクを利用して実施する。 

 

事業 14：児童生徒の指導充実や学校経営の改善・効率化に向けた研究 

 児童生徒の指導充実、学校経営の改善・効率化につなげる戦略的な校務情報化について研

究を開始する。 

 

事業 15：校務情報化の検証 

 校務情報化の進捗状況について定期的に把握・検証する。 

 

                                                   
16 グループウェアとは、複数メンバーで協調的に作業を行う際に、情報の共有やコミュニケーションを

効率化するなど、さまざまな支援をするソフトウェアのこと。本区においては、校務支援システムに、

グループウェアの機能を導入し、教職員間での利用を図っている。 
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●図表 ５-３ 事業推進スケジュール（１-３） 

事
業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

１－３ 校務情報化の推進～校務・事務の効率化と学校経営の改善、教育の質の向上～ 

12 校務支援 
システムの
機能整備・ 
改善 

1 保健業務機能の整備と
健康診断情報の全校
統一 

整備・活用 活用 活用 

  指標 実施率 

13 校務支援機能
全般の利用
推進 

1 通知表・指導要録の 
電子化 

全校実施 実施 実施 

   指標 実施率 

  2 掲示板機能など、 
グループウェアの利用
定着 

各校における
利用推進 

各校における 
利用定着 

各校における利用定着 

   指標 実施率 

  3 ヘルプデスクによる
教職員のサポート 

実施 実施 

   指標 実施有無 

14 児童生徒の
指導充実や、
学校経営の
改善・効率化
に向けた研究 

1 児童生徒の指導充実や
学校経営改善・効率化に
つながる戦略的な校務
情報化についての研究 

- 
 

研究 

   指標 - 実施率 

15 校務情報化
の検証 

1 校務情報化の進捗状況
についての把握・検証 

- 調査実施 - 調査実施 

   指標 - 実施有無 - 実施有無 
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１－４ 特別支援教育における情報化推進 

 

１ 取り組みの視点 

 

 特別支援教育においては、個々の児童生徒の障害の状態に応じた指導内容や指導方法の工

夫、教員間の連携による効果的な指導が求められている。したがって、児童生徒の指導や

支援にあたって、ICT を活用する場合においても、特別な配慮が必要とされる。 

校務の情報化においては、関係機関との連携強化、個別の支援計画の効果的・効率的な作

成などに ICT の活用を図ることが求められる。また、児童生徒の生活や学習の指導、情報

教育においては、個々の障害の状態に応じて適切な補助用具や学習用ソフトウェアを整備し、

効果的に活用することが求められる。児童生徒が自ら機器を操作したり、教員が教材提示な

どの際に ICT を利用することにより、次の効果を期待できる。 

 

【期待できる効果の例】 

・ 視覚的に理解や思考を促す 

・ 表現力を補う 

・ 注目を促す 

・ 集中力や気持ちの落ち着きをサポートする 

・ 情報の整理や確認を容易にする 

 

区においては、特別支援教育の情報化については各学校が個別に取り組んできた。今後は、区

全体として組織的・計画的な推進を図る。具体的には、特別支援教育の情報化の検討組織

を設置し、校務支援機能、児童生徒の障害の状況に応じた ICT の活用や教員の ICT 環境の整備

を図る。また、保護者などとの連携への ICT の活用などについて取り組む。 

 

２ 具体的方策 

 

事業 16：校務支援システムの機能検討と校務情報化の推進 

 検討部会を設置し、特別支援教育に対応した校務支援システムの機能について検討すると

ともに、特別支援教育における校務情報化を推進する。 

 

事業 17：生活指導・教育指導の充実に向けた ICT 環境整備・活用推進 

 教育上特別な支援を必要とする児童生徒に対応した、教室の ICT 環境の整備方策につい

て検討し、整備を推進する。 

 児童生徒の障害の状況に応じた補助用具や、学習用ソフトウェアに関する研究、特別支援

教育への ICT 活用の指導方法などの習得を支援する。 
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事業 18：特別支援学級の児童生徒の保護者などとの連携充実 

 ICT を活用した連絡体制の充足のためのメール配信システム17の導入検討も含め、保護者と

の連携充実に向けた ICT 環境の実現方策を明らかにし、整備・活用を推進する。 

 

●図表 ５-４ 事業推進スケジュール（１-４） 

事業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

１－４ 特別支援教育における情報化推進 

16 校務支援シ
ステムの機
能整備 

1 特別支援教育に対応
した校務支援機能の
検討 

校務支援機能の検討 校務情報化の推進 

   指標 実施有無 実施率 

17 生活指導・ 
教育指導の 
充実に向けた
ICT環境整・ 
活用推進 

1 教育上特別な支援を 
必要とする児童生徒に
対応した、教室のICT 
環境の整備 

整備方策の研究 整備推進 

   指標 実施有無 実施有無 

  2 児童生徒の障害の状況
に応じた補助用具や 
学習用ソフトウェアの
研究・指導方法などの 
習得支援 

研究や習得方法の支援 活用支援 

   指標 実施有無 

18 特別支援学
級の児童生
徒の保護者
などとの連
携充実 

1 保護者向けメール配信
システムの導入検討など 
迅速・正確な情報伝達
方策の明確化と推進 

モデル校での
検証 

検証結果に 
応じた実施・
検討 

実現方策の検討結果に 
基づく、迅速・正確な 
情報伝達の各校における 
推進 

   指標 実施有無 実施率 

 

                                                   
17 メール配信システムとは、通常、予め登録された、複数の受け手のメールアドレスに対して、自動的に

電子メールを送信するシステムのこと。小中学校では、運動会開催連絡など、保護者への一斉連絡などの

活用例が広がりつつある。 
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１－５ 家庭・地域との連携への ICT の活用推進 

 

１ 取り組みの視点 

 

 社会環境が急激に変化する中で、教育活動への家庭及び地域による支援は不可欠である。

区も、開かれた学校づくりをめざし、学校と家庭・地域が一体となり、地域ぐるみで子どもを

育てるしくみとして「学校応援団」や「すくすくスクール」などの施策を行っている。 

 今後、学校と家庭・地域との連携強化を緊密にし、教育活動をさらに充実する。このため、

ICT を積極的に活用し、時代に相応しいコミュニケーション環境の整備と、内容充実を推

進する。 

具体的には、ホームページを活用し、各学校の情報公開をより積極的に推進する。また、

電子メールなども活用し、家庭・地域との迅速な情報連絡体制を整備する。 

 

２ 具体的方策 

 

事業 19： ホームページによる情報公開の推進 

 CMS18を段階的に導入し、各学校におけるホームページの運用管理の効率化を図る。ま

た、コンテンツの更新・作成を容易にするとともに、使いやすく見やすいホームページに

改良し、家庭・地域の理解を深めるための積極的な情報公開を推進する。 

 CMS 導入に伴い、各教職員による操作・ホームページ作成方法の習得を支援する。 

 

事業 20：保護者との連絡体制の充実 

 従来、各校が個別に検討・実施していた保護者向けメール配信システムについて、区が利

用環境を整備し各校が活用を図れるよう、モデル実証を通じて検討を進めるなど、ICT を

活用した保護者との連絡方法の実現方策の明確化と迅速・正確な情報伝達を推進する。（→

事業 18） 

 

                                                   
18 CMS とは、Contents Management System（コンテンツマネジメントシステム）の略。Web サイト（ホ

ームページ）のコンテンツ（内容）を管理するシステムのこと。従来必要であった作業が簡略化され、専

門的な知識がない人でも、簡単にページの作成や更新ができるようになるものが一般的である。 
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●図表 ５-５ 事業推進スケジュール（１-５） 

事
業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

１－５ 家庭・地域との連携へのICTの活用推進 

19 ホームページ
による情報
公開の推進 

1 ＣＭＳの導入による
学校ホームページの
改良 

モデル校に 
おける学校 
ホームページ
の改良検証 

全校整備・ 
活用 

ホームページ内容の充実 

   指標 実施有無 実施率 

  2 各教職員におけるホー
ムページ作成方法の習
得などの支援 

モデル校への
実施 

実施 実施 

   指標 実施有無 

20 保護者との
連絡体制の
充実 

1 （事業18項目1の再掲） 
保護者向けメール配信
システムの導入検討
など、迅速・正確な
情報伝達方策の明確化
と推進 

モデル校での
検証 

検証結果に
応じた実施・ 
検討 

実現方策の検討結果に
基づく、迅速・正確な情報
伝達の各校での推進 

   指標 実施有無 実施率 
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第２節 教育の情報化を支える基盤づくり 

 

２－１ 学校の ICT 環境の整備・向上 

 

１ 取り組みの視点 

 

 区においては、ICT 機器やネットワークの整備に力を入れており、全国や東京 23 区の平

均と比較しても、全体として高い水準にある。しかしながら、各学校における ICT の日

常的な利用を目指す上で、整備の遅れが懸念される事項や、既存環境の実際の利用に際して改

善を検討すべき事項もある。これらの事項について、引き続き検討を進め、学校の ICT 環

境の整備向上に努める。 

 

２ 具体的方策 

 

事業 21：ICT 基盤の導入に関する研究・検討及び整備推進 

各教科の指導及び情報教育などに必要な、ICT 基盤の拡充・整備の必要性や有効性につ

いて、モデル校を中心に研究・検討を進め、検討結果に応じて整備推進する。 

 

 【研究・検討内容】 

・ 教育指導用に教員が使用するパソコン台数の拡充検討 

・ 特別教室の LAN 整備検討（→事業 11） 

・ 特別支援教育向けの ICT 環境の検討（→事業 17） 

・ 地域･保護者とのコミュニケーションへの ICT 利用基盤の整備検討（→事業 20） 

・ CMS（コンテンツマネジメントシステム）の段階的導入（→事業 19） 

 

 

事業 22：インターネット利用環境の充実 

 インターネットの利用環境（サービスの利用状況、新サービスの動向など）について研

究し、利用環境の充実に向けた対策を検討する。 

 

事業 23：既存の設備環境が抱える課題などへの対応 

 教室などの ICT 環境の利便性や拡張性の課題に対する具体的な対策（無線 LAN 化、配

線方法、情報用コンセントの充実化など）について調査・検討し、整備を推進する。 

（→事業７） 

 データ共有の課題に対する具体的な対策（授業用デジタルコンテンツや資料などの蓄積・

共有のルール化と活用推進に向けた方策）について検討し、整備を推進する。 
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 校内 LAN の整備のあり方について検討を進め、普通教室やコンピュータ室などの ICT 環

境の充実と整備に向けた取り組みを継続して実施する。また、教育用パソコン、校内 LAN の

リース期間終了に伴うリプレースなどを、計画的かつ効果的に実施する。（→事業 11） 

 

事業 24：情報セキュリティ対策の推進 

 パソコンなどのセキュリティ対策を継続して実施し、各校のセキュリティ水準の向上を推

進する。 

 

事業 25：先進的な ICT 導入事例の研究 

 先進的な ICT 導入事例を研究し、全校へ展開することの有効性や必要性、ICT 環境面での

課題などを検討する。（→事業 2） 

 

●図表 ５-６ 事業推進スケジュール（２-１） 

事
業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

２－１ 学校のICT環境の整備・向上 

21 ICT基盤の
導入に関する
研究・検討
及び整備推進 

1 教育指導用に教員が
使用するパソコン台数
の拡充検討 

検討 - 

  指標 実施有無 - 

 2 特別教室のLAN整備検討 研究 検討 検討 

   指標 実施有無 

  3 （事業17項目1の再掲） 
教育上特別な支援を
必要とする児童生徒に
対応した教室のICT環境
の整備 

整備方策の研究 整備推進 

   指標 実施有無 

  4 （事業20項目1の再掲） 
保護者向けメール配信
システムの導入検討など
迅速・正確な情報伝達
方策の明確化と推進 

モデル校で
の検証 

検証結果に
応じた実施・
検討 

実現方策の検討結果に
基づく、迅速・正確な情報
伝達の各校における推進 

   指標 実施有無 実施率 

  5 （事業19項目1の再掲） 
CMSの導入 

モデル校へ
の整備・活用 

全校整備・
活用 

ホームページ内容の充実 

   指標 実施有無 実施率 
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事
業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

２－１ 学校のICT環境の整備・向上 

22 インターネ
ット利用環
境の充実 

1 インターネット利用環境 
の研究・検討 

研究 充実化の推進 

   指標 実施有無 

23 既存の設備
環境が抱え
る課題など
への対応 

1 （事業7項目2の再掲） 
教室や特別教室の 
機器配置や配線方法、 
情報用コンセントの
充足などの検討 

調査 整備推進 整備推進 

   指標 実施有無 

  2 データ共有に関する 
課題への対応 

対策の検討 整備推進 

   指標 実施有無 

3 （事業11項目2の再掲） 
教育用パソコン及び 
校内LANのリース期間 
終了に伴うリプレース 

実施 実施 実施 実施 

   指標 実施率（実施数/計画数） 
24 情報セキュ

リティ対策
の推進 

1 パソコンなどのセキュ
リティ対策 

実施 実施（水準向上） 

   指標 実施有無 

25 先進的なICT
導入事例の
研究 

1 （事業2項目4と関連） 
先進的なICT導入事例の
研究と全校展開への
検討 

電子ペンなど
先進的ICTの
試験的活用 

先進的 I C T 
導入事例の 
研究及び区立
小中学校への
展開の検討 

先進的ICT導入事例の研究 
及び区立小中学校への 
展開の検討 

   指標 実施有無 
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２－２ 人材育成～全教職員の ICT 活用力の向上 

 

１ 取り組みの視点 

 

 ICT の取り組みは、組織の各層における ICT への理解と対応を図ることが重要である。

特に、組織的に推進するためには管理職が理解し、経営に ICT により得られるメリットを

取り込んでいくことが重要である。 

 また、各校で ICT 活用を推進するためには、核となる人材の育成・確保が重要である。

現在、区では、情報化推進リーダーを設置し、その推進を図っている。しかし、学校の規模

によっては体制が十分でない。また、ICT 活用には、情報環境整備と授業への活用という 2 つ

の側面で推進を図る必要があるため、その両面から育成を図っていく必要がある。 

 

２ 具体的方策 

 

事業 26：各校の人材の計画的な育成 

 管理職向けに「学校経営・教育活動の情報化」研修を実施し、学校経営において、率先し

て ICT を活用する人材を広く育成する。（→事業 4） 

 情報化推進リーダー向けに、各学校の情報環境整備を推進するための支援を実施し、情報

化推進リーダーのスキル育成を図る。 

 

事業 27：授業における ICT 活用指導力の向上 

 ICT 活用の効果に対する理解促進や、ICT の使いどころを捉えた上での授業計画力の育

成策を実施する。その一環として、モデル校での研究公開授業、実践事例のマニュアル

共有等を通じて活用を推進する。（→事業 3） 

 ICT 活用能力に応じた研修を実施する。例として、教員による Word、Excel 初級・中級レ

ベルの修得を目標に平成 21 年度より実施している Word、Excel の基本研修を、平成 23

年度まで継続して実施する。（→事業 5） 

 電子黒板や全小学校各教室に整備したデジタルテレビの全教員による活用を図るため、学

校が主体的に実施する校内研修の充実に必要な支援などを実施する。（→事業 5） 

 特別支援教育において、児童生徒の障害の状況に応じた補助用具や学習用ソフトウェアに

関する研究、ICT 活用の指導方法などの習得を支援する。（→事業 17） 

 

事業 28：情報モラル指導力の向上推進 

 各教科の授業などにおける、児童生徒への情報モラルの指導力向上のため、情報モラルに関

する全教員の意識向上や新しい知識の習得を図るための研修を毎年実施する。（→事業 9） 
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事業 29：教員の ICT 活用指導力向上の検証 

 教員の ICT 活用指導力の状況について、文部科学省の基準などをもとに調査し、従前と

比較した向上の有無や課題について検証する。 

 

●図表 ５-７ 事業推進スケジュール（２-２） 

事
業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

２－２ 人材育成～全教員のICT活用指導力の向上 

26 各校の人材の
計画的な育成 

1 （事業4項目1の再掲） 
管理職向け研修（学校の
ICT化）実施 

全管理職対象
に実施 

実施 実施 

   指標 実施率（参加人数/計画数） 

  2 情報化推進リーダー
育成支援の実施 

支援実施 支援実施 

   指標 実施有無 

27 授業における
ICT活用指導力
の向上 

1 （事業3項目1の再掲） 
実践事例の共有・ 
マニュアル作成 

実践例の収集
とマニュアル
作成 

全校への展開 拡充、全校への展開 

  指標 実践事例収集状況・貢献状況 

  2 （事業3項目2の再掲） 
研究公開授業による
電子黒板等の活用研究 

モデル校にお
ける研究授業
の実施 

全校での研究
授業の実施 

全校での研究授業の実施 

   指標 実施状況 実施率 

  3 （事業5項目1の再掲） 
基本研修の実施 

教職員を対象とする基本
研修の実施 
（Word、Excel初級・中級） 

- 

   指標 実施率（参加人数/計画数） - 

  4 （事業5項目2の再掲） 
デジタルテレビ、電子 
黒板の操作・活用を図る
ため、導入時や各校が 
実施する校内研修など
の支援 

支援の実施 支援の実施 

   指標 実施有無 

  5 （事業17項目2の再掲） 
児童生徒の障害の状況
に応じた補助用具や 
学習用ソフトウェアの
研究・指導方法などの 
習得支援 

研究や習得方法の支援 活用支援 

   指標 実施有無 
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事
業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

２－２ 人材育成～全教員のICT活用指導力の向上 

28 情報モラル
指導力の 
向上推進 

1 （事業9項目1の再掲） 
教員対象の情報セキ
ュリティ研修 

実施 実施 

   指標 実施率（ 参加人数/ 計画数） 

29 教員のICT活
用指導力向
上の検証 

1 ICT活用指導力調査 - 調査実施・ 
検証 

- 調査実施・ 
検証 

  指標 - 実施有無 - 実施有無 
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２－３ 情報セキュリティマネジメント及び ICT マネジメント水準の向上 

 

１ 取り組みの視点 

 

 ICT を有効に活用するためには、そのリスクを軽減し、その効果を高めるためのマネジメ

ントの仕組みを、意識的に組織に組み込んでいくことが重要である。 

 区は、「学校教育情報セキュリティポリシー」を策定し、組織的に情報セキュリティ

マネジメントを推進しているところである。ただし、各学校内でのマネジメントは各校に

委ねられており、必ずしも統一的な水準が確保される仕組みには整備されていない。 

 また、各校における情報機器やソフトウェアのライセンス管理なども区として共通の仕組み

になっていないため、組織的なマネジメントを困難にしている。教育委員会が所管する校務

支援システムなどの運用管理についても詳細な手順は明確になっていない。 

 今後、情報セキュリティや ICT に関するマネジメントルールの充実を図り、組織的に

適用を図っていくことが必要である。 

 一方、区では、教職員の情報モラル教育に積極的に取り組んできた。今後も、マネジメント

ルール整備と歩調を合わせながら、継続的にその取り組みを実施していく必要がある。 

 

２ 具体的方策 

 

事業 30：情報セキュリティ及び ICT のマネジメントルールの充実と運用 

 各校における情報セキュリティ実施手順書などの情報セキュリティマネジメントの規

定体系を検討するとともに、その整備を推進する。 

 各校における ICT 機器やソフトウェアの導入、運用管理などの規定体系を検討するとと

もに、整備を推進する。 

 教育委員会が管理する情報システムのマネジメントルールの充実を図り、その適用を進め

る。 

 

事業 31：情報セキュリティの知識・実践の定着 

 全教職員向けに、情報セキュリティ研修を継続的に実施し、組織の情報セキュリティ対策

水準の向上を図る。（→事業 9） 

 教職員向けに、重要なリスク対策を解説した情報セキュリティのためのマニュアル及びセ

ルフチェックシートを配布し、日常的な実践の中で、情報セキュリティ対策の理解と定着

を図る。マネジメントルールの整備に合わせてその定着のための研修や資料配布を実施す

る。 
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●図表 ５-８ 事業推進スケジュール（２-３） 

事業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 

H22 H23 H24 H25 

２－３ ICT及び情報セキュリティマネジメント水準の向上 

30 情報セキュリ
ティ及びICTの 
マネジメント
ルールの充実
と運用 

1 各校の情報セキュリティ
マネジメントルールの 
整備と運用 

・規定体系の
検討 
 
・モデル校に
おける情報
セキュリテ
ィ実施手順
の検討体制
整備 
 
・モデル校に
おける現状
調査 

情報セキュリ
ティ実施手順
（区雛形）の
策定 

全校における
情報セキュリ
ティ実施手順
の策定・運用 

運用 

   指標 実施有無 実施率 

  2 教育委員会におけるICT
マネジメントルールの
充実と運用 

実施 実施 

   指標 実施有無 

  3 各学校におけるICT 
マネジメントルール 
の整備と運用 

・規定体系の
検討 
 
・モデル校に 
おけるICT 
運用管理の 
現状調査 

ガイドライン
など（区雛形）
の策定 

全校におけるガイドライン
などの策定・運用 

   指標 実施有無 実施率 
31 情報セキュ

リティマネ
ジメントの
実践 

1 （事業9項目1の再掲） 
教職員対象の 
情報セキュリティ研修 

実施 実施 

   指標 実施率（参加人数/計画数） 

  2 教育現場での 
情報セキュリティの 
実践促進 

・マニュアル
及びチェック
シートの配布 
 
・チェック 
シートによる
自己診断の 
実施 

チェックシー 
トによる自己 
診断の実施 

・マニュアル 
及びチェック 
シートの 
改定版の配布 
 
・チェック 
シートによる 
自己診断の 
実施 

チェックシー 
トによる自己 
診断の実施 

   指標 実施率 
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２－４ 推進体制の充実 

 

１ 取り組みの視点 

 

 ICT の活用を組織として確実に進めるためには、組織の各階層における推進体制の整備・

充実が求められる。 

 区においては「学校教育の情報化推進委員会」を立ち上げ、区全体として区立小中学校の

ICT 活用に関する検討と合意形成を進めており、継続的な組織運営が求められる。 

 また、教育委員会においては、所管するシステムの運用管理や各校のサポートの業務の

対応が大きな比重を占めており、これらの業務の効率的な実施が求められる。 

 また各校においても、学校 CIO が設置されているが、各校における組織体制は各校に

委ねられており、ICT についての取り組み状況は一様ではない。各校においても、一定の

考え方で推進体制を整備していくことが望ましい。また、ICT の推進の核となる人材の

配置は、各校ともに十分とはいえず、その体制の充実が必要である。 

 

２ 具体的方策 

 

事業 32：区の推進体制の充実 

 教育 CIO を中心とした教育情報化を推進する各種会議において見出される、情報化を推

進する上での新たな課題に組織的に継続的に検討を実施する 

 教育委員会において、システムの運用管理などの有効なアウトソーシングを推進し、ICT

企画立案にシフトするなど、システム運用管理業務の効率化と企画立案力の強化を推進す

る。 

 

事業 33：各学校の推進体制整備 

 学校 CIO を中心とした各学校内における ICT 検討推進体制の整備を図る。 

 各校が、状況に応じ柔軟に対策を講じることにより、各校における情報化推進リーダーをサ

ポートする体制を厚くする。具体的には、学校規模に応じて、情報化推進サブリーダーや、授

業への ICT 活用のための新たなリーダーを複数育成・配置する、ローテーションを適切に行

うなどの策を推進する。 
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●図表 ５-９ 事業推進スケジュール（２-４） 

事業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 
H22 H23 H24 H25 

２－４ 推進体制の充実 

32 
 

区の推進体制
の充実 

1 教育CIOを中心とし、 
教育の情報化を推進する
検討組織の、継続的な
運営・充実 

・必要な検討組織の検討 
・検討組織の運営 

・必要な検討組織の検討 
・検討組織の運営 

   指標 実施有無 

  2 システム運用管理業務の
効率化と企画立案力の
強化 

対応策の検討 対応策の実施 

   指標 実施有無 

33 各校の推進
体制の充実 

1 各学校CIOを中心とした
教育情報化に積極的な
学校経営体制の整備 

検討体制の検討 整備・充実 

   指標 実施率 体制の充実化率 

  2 校内でのサブリーダー
複数配置や情報化推進 
リーダーのローテーション 
など、学校規模に応じて
情報化推進リーダーを
サポートする体制の整備 

各校における推進体制の 
あり方検討 

整備・充実 

   指標 実施率 体制の充実化率 
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２－５ 計画の円滑・着実な推進 

 

１ 取り組みの視点 

 

 計画は、確実に実行に移されてこそ意味があり、その進捗管理が重要である。また、計画

どおりに進捗しなかった場合には、その原因を明らかにし、計画を適切に見直ししていくこと

が重要である。 

 進捗管理、評価、見直しの仕組みを確立し、本計画の有効かつ着実な実施を推進する。 

 

２ 具体的方策 

 

事業 34：教育委員会における計画の進捗管理と評価 

 計画の進捗管理の仕組みを確立し、進捗状況を毎年定期的に確認する。 

 計画の進捗状況について外部環境変化も加味しながら評価を行い、前期終了年度及び後期

終了年度に計画の見直しを実施する。 

 

 

●図表 ５-１０ 事業推進スケジュール（２-５） 

事業
No 

事業名 項
目
No 

事業内容 前期 後期 
H22 H23 H24 H25 

２－５ 計画の進捗管理 

34 教育委員会
における 
計画の進捗
管理と評価 

1 計画の進捗管理 実施 実施 

  指標 実施有無 

 2 計画の評価と見直し 実施 
（改善方針の
検討） 

実施 
(後期計画の
立案) 

実施 
（改善方針の
検討） 

実施 
（次期計画の
立案） 

   指標 実施有無 
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平成２２年３月 
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