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        ◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） ただ今から総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○委員長（吉田和子君） 本委員会については傍聴を許可することにご異議ありません

か。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定

により、委員長におい て傍聴を許可いたします。それでは午前中、それから先ほどに続

きまして白老町立学校における情報教育の取り組みについてという資料が皆さんのお手

元に行っていると思いますけども、これの説明から始まるんでしょうか。説明と、あと

質疑応答と言うことになりますのでよろしくお願いいたします。安藤主幹お願いいたし

ます。 

○学校教育課主幹（安藤尚志君） まず、昨日そして今日と二日間に渡りまして学校視

察いただきましてありがとうございました。実際に学校を見ていただきながら、あるい

は授業をみていただきながら私が本日お話申し上げたいところが大部分ご理解いただい

ているのかなというふうに思います。簡単に説明の方をさせていただきたいと思います。 

  まず、２ページ目ご覧ください。情報教育ということで、一番大事などんな力を子供

たちに育てるのかということでございますが、これは今日の白老小学校の中でもお話が

出ておりました情報活用能力というのを育てる教育なんだと。この情報活用能力という

のは３つの力が総合されたものというふうに考えております。１つは情報を活用する実

践力。それから情報の科学的な理解。それから情報社会に参画する態度。この３つを小

学校、中学校の教 育活動を通して子供たちに身に付けていくことが情報教育の目的とい

うふうに捉えることが出来ます。 

  次に３ページ目をご覧ください。新しくコンピュータが学校の中に入ってまいりまし

て、３つのことが私は期待出来るのかなというふうに考えております。１つ目はコンピ

ュータが入ることによって子供たちが変わる。これは今までよりもいろんなそういった

道具を活用しながら自分を、自分の考えをまとめたり、あるいは論理的な思考をしてい

く、そんな子供たちを育てていきたいというふうに考えております。２つ目は授業が変

わること。これは黒板やチョークという、そういう授業の中でずっと続いてまいりまし

たが、こういった教材が入ることによって授業スタイルが変わっていくということが期

待出来ると思います。そして３つ目は学校が変わることです。いろんな情報公開等も含

めて、このコンピュータが果たすべき役割は大変大きいものと考えております。そうい

った意味ではこれからの学校教育において、子供が変わり授業が変わり学校が変わるこ

とが一番私は大事なことでないかなというふうに考えております。 
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  ４ページ目をご覧ください。白老の町内におきましては平成１４年度より情報教育推

進協議会というものを設置いたしました。これは町内に一斉にコンピュータが入ったこ

とに伴いまして、町内の子供たちがどの子も等しく公教育としての性格考えた時に指導

されるべき内容等を検討していきましょうということで、各学校から代表の方を出して

いただきまして活動を行なっております。資料の後ろの方に付いてございますが、昨年

度はガイドラインというものを作成いたしました。また、各学校においてはネットワー

ク上におけるエチケット、ネチケットを申しますがこれを各学校で作成していただきま

した。また、社台小学校や白老中学校において実際に今日のように授業を通しながら先

生方で協議を深めました。今年に入りましても道立教育研究所から講師の先生をお招き

して研修会を実施したり、あるいは中学校区ごとに小学校と中学校との連携、コンピュ

ータ教育に、情報教育に関わる連携を考えたり、あるいは２校の小学校中学校において

また授業の検証をしております。 

  こういう流れを受けながら今、情報教育として課題を４点挙げさせていただきました。

１つ目はこの環境をどういうふうにこれから充実させていけばいいのかなということが

１つであります。２つ目はそれらを実際に指導する先生方の研修 ということも、大変私

は大きな課題だろうというふうに考えております。３点目は、これも昨日出てまいりま

したが、機械というものを相手にしながら子供たちの直接体験、あるいは自然体験とい

うものが少なくなりはしないかなと。あるいは機械だけを相手にして、子供たちの人間

関係が希薄になりはしないかなと。その辺りをこれから学校として解決していかなけれ

ばならないと。 

  そして、最大の私は課題だと思っておりますがモラルやマナーの定着という問題であ

ります。インターネット等を通して好むと好まざるとに関わらず子供たちにいろんな情

報が入り、あるいは犯罪に巻き込まれるとそういった状況、可能性も大変高くなってき

ています。このモラルとかマナーというのは、情報教育だけの問題ではなくてですね、

広く捉えれば私は心の教育そのものではないかなというふうに考えております。ですか

ら、もちろん情報教育でマナーやモラルを育てることも大事ですが、日々の中で学校が

あるいは家庭が子供たちに道徳心とか良心とか公共心とか、そういった心の教育をきち

んとしない限りはいくら情報教育でマナーやモラルの定着をと言っても私は難しいと思

っておりますので、今以上に心の教育というものと非常に密接に関わっているというこ

とを申し上げたいというふうに思います。 

  ６ページ目は今回、総務文教の方でこの情報教育について調査されるということでし

たので、各学校にお願いして町内の状況を調べさせていただきました。ご覧のとおり一

番下の欄で行きますと、町内の平均率で５７％所有と。また、学校区によっては竹浦中

学校は６９％所有というようなことで大変高い所有率の状況にあるということが分かっ

てまいりました。 
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  ７ページ目から１０ページ目までは、今お話いたしましたが昨年度、情報教育推進協

議会で作りました学校のガイドライ ンでございます。これは、例えばこれからホームペ

ージを各学校で立上げて行きますが、そういった時の著作権だとか個人情報とか、そう

いったことが規定として盛られております。 

  １１ページから１３ページまでは、こういったガイドラインを受けて各学校で子供た

ちに指導していくために特別に作っていただいたネチケットと呼ばれるものであります。

今日の午前中の白老小学校にもこれが資料として載っておりました。 

  １４ページから１９ページまでは、具体的に２校、萩野小学校と萩野中学校のものを

掲載しておりますが、学校として１年生から６年生まで、あるいは中学校の１年生から

中学校の３年生まで、どんなふうにコンピュータというものを活用しながら授業を進め

ていくのかという具体的な指導計画であります。これらはすべて町内どの学校にもござ

いますが、今回はいくつかの学校だけ代表的なものを載せさせていただきました。大変、

雑駁ですけども、以上で説明の方を終了させていただきます。 

○委員長（吉田和子君） 続いて、皆様の方から昨日、今日を通じての視察の中からで

もよろしいですし、ただ今説明がありました中からでもよろしいですので質問のござい

ます方、どうぞ。はい、及川委員。 

○委員（及川保君） 二日間に渡ってご苦労様でした。昨日、今日と３校のコンピュー

タ教育ですか、視察させていただいたんですけども、予想以上に子供たちはパソコンに

馴れ親しんでいるなという実感を受けました。ただ、今説明あったようにこの教育が本

当にこれからの白老町の子供たち全体が、推進することによって素晴らしい教育環境が

整備されていくというふうに私も見させていただいて実感したんですけども。ただ一方

で、先ほども中学校で申し上げたように、これを一つ間違えば大きな、子供たちにとっ

て非常に有害な、さらには犯罪だとかそ ういうものにも発展しかねない部分も実は含ん

でいるんですね。そのことも今、ネチケットですか、それぞれの学校で管理を厳しく持

ちながらやっているようですけども。その辺の今後の問題は、今始まって数年ですよね、

まだ、ですから大きな問題としては出てきてないとは思うんですけども、今後そういう

問題が出てきた時に、また、出ないかという心配もあるわけですね。その１点、どうい

うふうにお考えになっているかということ。 

  このパソコン教育がね、ただ年代層で、我々の大人の年代層で行けば、例えば私も企

業に身をおいてたんですけども、このパソコン導入にあたって手書きの部分と何が違う

んだと、こんな発想でとっかかりはそういう状況だったんですね。数年、本当に何か月

か１年かそのぐらい経つと差が歴然としちゃうんですね。今まで手計算でやってたとか、

手書きで一所懸命やってた部分と全然違う部分が出てきちゃって、結果的にはパソコン

に馴れ親しまなければ付いていけないとこういう状況になってしまっているわけですね。

だから、一番私はこれを使いこなしていくというのは子供の頃から必要だとは思うんで
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すけども、本当にこのことが子供たちにとって、今後社会人として生活していくた めに

非常に必要な部分となってくるのは間違いないんですよね。本当にこれが、先ほども何

回も説明にあるように、子供たちのそれぞれの交わりだとか、喧嘩しながらでも相手の

気持ちを思いながら大きくなっていきますよね。その部分というのは、このコンピュー

タというのは私も実際にやってみて、本当に延々とコンピュータに、周りが全く見えな

くなってしまうんですね、コンピュータ一本でかかりきりになって。こういうことが非

常にこれから多分大きくなってくると思うんですね。この辺の子供たちの何て言うのか

な、情緒と言うのかな、その部分というのは 非常にこれから教育としてどうこれを解決

していくか、非常に難しい部分が出てくると思うんですね。説明の中ではこの辺の取り

組みも大事だということでは説明は受けたんですけども。もうちょっと具体的に心配さ

れる部分がないのかどうかね。この２点を聞きたいなと思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、安藤主幹。 

○学校教育課主幹（安藤尚志君） ちょっと確認させていただきたいんですが、１つ目

はコンピュータの持つ危険性に関わって、これからどんなふうに対応していくのかとい

うような質問でよろしかったですか。２つ目は体験不足とか人間 関係が非常に希薄にな

ってくるんじゃないかと。これ以外にまだ他に子供たちにいろんな心配される弊害だと

か、害というのはないのかというような、そんなようなご質問でよろしかったでしょう

か。 

  まず、１つ目の危険性ということではですね、今、及川委員からお話ございましたよ

うに私は大変危険なものだというふうに認識しております。ただ、これは光と陰という

部分がございまして、陰という部分で見ればいろんな犯罪に巻き込まれたり、非常に有

害なものが与えられたり危険なものではあるんだけれども、また、これを上手に使うこ

とによって非常に これはまた有益なものだと。ですから、本当に子供たちがこれからの

社会の中でコンピュータというものを拒んで、あるいは全く隔離してと言ったらおかし

いですが、遠く離して生活することは私は出来ないだろうと。そうなった時に小学校や

中学校でやらなきゃいけないのは、いかにこういうものと上手に付き合うかということ

がやはり私は大事ではないかなと。ですから、当然、指導の過程では怖いのだよ、有害

なものなんだよということも私は教える必要があるだろうと。そして、先ほども申し上

げましたが実はこういったことをコンピュータの操作だけを教えるのではなくて、私は

広く考えれば子供たちの心をきちんと育てていかなければ、最終的にはこういった機械

に使われる人間になってしまうのではないかなというふうに考えておりますので、危険

ではあるけれども、やはりそれを学校教育の中で上手に付き合える能力、それが情報活

用能力ということになろうかと思います。これはやっぱり育てていくことが大事だろう

というふうに考えております。 

  それから２点目の先ほどの危険性の部分と同じなんですが、コンピュータに接すれば
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接するほど体験は不足してくると思います。いろんなバーチャルの世界であたかもそれ

を自分が体験したが如く感じてしまう。それから、どんどん、どんどん機械と一対一に

なればなるほど人間関係が上手に接続していけない子供たちは増えてくるだろうという

ふうに思います。そんなふうにして考えていきますと、結局学校という集団の意味があ

まり無くなってしまうんではないかなと。ですから、学校という所はあくまでも学級だ

とか学年という塊の中でいろんな人間関係に揉まれながら、いろんな体験をしながら自

分を高めていく場ですから、学校ではその辺のバランスをやっぱりきちんと取っておか

なくてはいけないのかなと。これからきっと発生するであろういろいろな問題というの

は今の段階では私はちょっと分かりませんが、数年後新たな課題というものは当然発生

してくることは予測出来るかなというふうには思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他にございませんか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  実際に見てきて随分勉強になりました。４、５年前に見た、そ

してコンピュータ室を作ったのがとても古いものだと言われて、それほど急激な変化を

起こしているんだということもよく分かりました。これは大変なことだなと思うんです

が、それだけにまず、一つ はどんどん機械が古くなっていく。そうすると１４年までに

買ったやつの中でも萩中のやつが廃棄になって、次々に廃棄を重ねていくんだろうとい

うふうに思うんですが。取り替えていくたびに廃棄しなければならないものなのかね。

あるいは別な所へ、古くなってもやはり使うという道があるのかどうなのか。有効に活

用出来るとすれば、どのぐらいの限度でね。何年も使うなんてことにはならないんだろ

うと思うんですけども。やはり、そういう道というのが考えられているのかどうなのか

ということをまず一つお聞きしたいなというふうに思います。 

  それからもう一つは、今日いろいろな話を聞いた中では指導用の機械なんですが、各

学校に配置される中で事務職員は必ずコンピュータ使っているんじゃないのかなという

ふうに思うんですが、そういうな配置というのはこの中に入っているのか入っていない

のか。私がいた時代はは個人のを、自分のを使っていたようですのでね。今はどうなっ

ているのか、その辺りお伺いしたいなということが一つ。 

  もう一つは、今日までずっと話し合いをしてきて一番気になる財政的な裏づけという

のがどこにもまだ出てこなかったんですが。話の中にもソフト１つ買うにも万額の金で、

本当にこの機械を操作していく、発展させていくためには限度がないような、もう金は

なんぼあっても足りないような仕組みになっているということから言ってね、今現在の

状況の中で町から持ち出している金、そのためにこれから発展させるためにそういう金

をどういうふうに学校に配分していくつもりでいるのかね。その辺りの見通しというの

はね。本当に子供たちがああやって好きなように使っていて、それで間に合うだけの町

費で助成やるだけの、そういう範囲の中で収まるのかどうなのかという。その辺りの見

通しなんかについてお聞かせ願えればなと いうふうに思います。 
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○委員長（吉田和子君） はい、安藤主幹。 

○学校教育課主幹（安藤尚志君） ３点ご質問いただきました。まず、１つ目の活用の

方法でございますが、平成１４年度に入った機種につきましては、基本的には廃棄は考

えておりません。これはすべて職員室用、あるいは今回図書室に配線を引きまして図書

室にもパソコンの方を設置していきたいというふうに考えております。また、今年度か

ら入っている機種が一時的に故障することも当然考えられますので、そのための予備機

もいくつか考えております。ただ、平成１１年、１２年ぐらいの 機種につきましてはで

すね、大変能力的にももう古くてなかなか実際にどこでどんなふうに使えるのと言われ

た時には大変難しい状況はございます。 

  それからあと、今回、職員室用ということで、教師用ということで少しずつ整備して

いきたいというお話を先ほどされておりましたが、その中には事務職員専用のパソコン

ということは考えてはおりません。つまり、いろんな仕事をしていく中で共有しながら、

もちろん事務職員も、あるいは校長や教頭も含めて活用していただきたいということで

学校に配置しております。誰々用ということではございません。 

  それから３点目の財政的な裏づけということでございますけれども、確かに斎藤委員

言われるようにですね、このコンピュータ関連の事業は整備していけば私は限界がない

んだろうと思います。ただ、一つ目安になるのは機種についても一般的には大体５年で

機種更新というのが通常であります。ですから、それに伴ってプリンター類も、もし使

えないものになれば当然それは機種更新も考えますが。ただ、今ちょっと今日資料持っ

てきておりませんので、財政的な裏づけということでの詳しい数字を出してのお話はち

ょっと出来ませんが、いずれにしてもそれぞれの市町村の財政状況というのあるわけで

ございますが、それらを踏まえながらその中で出来る整備というものをやはり私は選択

していかざるを得ないのではないのかなというふうに考えております。ちょっとお答え

にならないかもしれませんが。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  補足的に説明をさせていただきたいと思います。３点

目の財政的裏づけの部分で、基本的には文部科学省の方でコンピュータの整備の財政的

なことにつきましては地方交付税で盛り込まれていると。したがって地方自治体は整備

しなさいとこういう言 い方をしております。ハードの部分につきましては特防の補助を

いただいて、ほぼ１００％に近い補助で整備をしております。で、ソフトにつきまして

は補助が付きませんので備 荒資金という形で、借金という形で整備をしていくと。それ

から校内ＬＡＮの関係ですね、これも補助が付きませんので、これも備荒資金という形

になります。それから教職員用のパソコンにつきましては、これはやっぱり単独費、町

の単独費という形で整備をしていく形になります。で、更新の関係が出てきますので、

ハードの部分の更新につきましては特防の予算が付くということで、更新の時期が来た
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ら特防で再整備を出来るということは私自身、来て間もないんですけどもその部分は確

認しております。それで、先ほどの交付税につきましては、当然ハード、ソフトの部分

は入っていると。こういうことなんですけども、なかなか自治体の財政事情は厳しいと

いうことで満度にこの整備が進んでいないというのは、白老町に限らず他の自治体も同

様の中身だというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  だいたい分かりました。その予算の中でね、交付税で全部見て

もらえないことはだいたい分かるんですけどもね。例えば一つのコンピュータ室を作る

とすればどのぐらいの割合で町が持ち出さなきゃならないのかね。交付税と町で持ち出

さなきゃならない、その割合というのはどんな割合になるのか。その辺りわかりますか。  

  それから、ハードの面で特防の予算を使うというのは、どこの町でも使えるわけじゃ

ないですよね。これは白老だから使えるわけでしょ。だから、それをこれからも先、ず

っと当てにしてていいのかどうなのかね。全面的に面倒見てもらえるのかどうなのか。

その辺りがどうなのかということと。 

  それから、もう一つは、教職員の分は町単独でという考え方というのは、これは先生

方が使うというのは指導に直接関係ないから、これはあくまでも個人で賄いなさいとこ

ういう考え方に基づくものですか。その辺りちょっと教えてください。 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  大変難しい質問を承ったんですが。まず、パソコン教

室を整備するのにどのぐらいお金がかかるかですね。これは器の部分なのか、そうでは

なくてハードの部分なのか、ちょっとその辺は・・・。一式全部引っ括めて。 

○委員（斎藤征信君）  全部引っ括めて一つ作るのにお金かかるわけですね。場所は教

室使うんだからいいかもしれないけどもね。その中に入れるものだとかね、私は細かい

ことは分かりませんけども、要するに、そこに平均的に金かかるとすれば、その内のど

のくらいの割合で町費を持ち出すのかって。 

○学校教育課長（目時廣行君）  ちょっと、その資料を持ってきていなかったものです

から。 

○委員（斎藤征信君）  そうですか。分からなければ、後で。 

○教育長（牧野正典君） 本来的に言えば、国から来ている交付税で賄える分だけの交

付税は来ているはずです。国で整備をしなさいということで交付税 が来てますけれども、

それは小学校、中学校、生徒一人に一台と、例えばコンピュータ教室であれば一台とい

うことになれば、その一台分の交付税は全額来ているんです。交付税の中に算定入って

いるんです。ただ、それをその年度にすぐ、その自治体がすぐそれでコンピュータ整備

するかと言うとなかなかそうは行かないというのがありますので。ですから、何割が交

付税で何割が町費かという質問になりますと、全額交付税は措置されていると。コンピ
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ュータソフトについても、コンピュータ本機に対してもそういう交付税の状況になって

いるということをご理解いただければ。 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  特防の関係ですね。これについては当然自衛隊の弾薬

所があるという関係だと思うんですね。そういう全く自衛隊と関わりのない自治体につ

いては、そういう補助は受けられないとこういうことになると思います。これが次の更

新の段階に特防が受けられる、これは一応受けられるという話は確認しておりますけど

も、確証的なものはまだ先の話ですから、その辺まではちょっと確認出来ておりません。  

  それから、職員のパソコンの関係ですね。これについてはちょっと私は今のところ、

もうちょっと調べてみないと適切な回答は出来ない段階でございます。 

○委員長（吉田和子君） はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  わかりました。先ほど、だいたい更新していくのに５年ぐらい

の耐用年数という話で。平成１１、１２年のものはもう使えなくなるだろうと。それ以

降のものがあらゆる所でまた使っていきたいと、こういうことですね。以前に備えてあ

るコンピュータがあるんだけども、機種が古くて個人で持っているものと違うものだか

ら指導が出来ないというね、公共で使っているものは指導が出来ないなんていう苦 情が

随分あったんですよね。最近は機械がどんどん新しく変えられていっているから、そう

いう心配は無くなったというふうに見てよろしいんですか。ということが一つ。 

  それから、どうも事務職員にあたっていないというのは、事務処理ということでは絶

対今の時代必要な、共有して使って、校長さん、教頭さんと一緒に使っていても間に合

いますよというような代物じゃないんじゃないかという気がするんですよね。そこに全

然あたってないというのがちょっと納得出来ないんですけどもね。やはり、事務職には

一台ずつ必要だというふうな、そういう状況にしていくことは出来ないのかどうなのか。

その辺りちょっと教えてください。 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  まず、公共用と個人用ですね。これは以前は、今でし

たらマイクロソフト社でワードだとかエクセルだとか、ほぼ大体一般的になってきてま

すよね。そのちょっと前ですと一太郎という、最近も使ってますけども。その前だとＮ

ＥＣ独自の基本ソフトがありまして、なかなかパソコンに得意な方がいらっしゃって、

この機種がどうだとか、また別なマッキントッシュと言うんですかマックという機種が

あったりして。最近はもう一般的にはマイクロソフト社の機種が一般的になって値段も

手頃になってきたということで、学校もだいたいそういった機種が入ってきてますから、

ある程度パソコンにだいたい分かっている方は子供たちに教えられるような状況になっ

てきたと。ただ、たまたま小学校の場合は一太郎が入っているんですね。ワードではな

くて小学校は一太郎が入っている。それは何か絵を中心としたやり方をするために一太
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郎がというような話もちらっと聞いてますけども。中学校へ行くとワードが入っている

と。そんなような話は聞いてますけども。だいたい機種が違って教えづらいということ

は最近はないというふうに考えてます。 

  それから事務用の関係ですね。当然これは事務職の方については、いろいろな書類の

やりとりとかですね、データの処理がありますので、当然事務職については専用という

形に、なるべくですね、なるべく専用という。ただ、今、数に限りがありますのでそう

いった形では難しいのかもしれませんけれども、中心的な使い方の中で他の先生も使え

るような、そういう工夫は各学校でしていただくような形で進めて行かざるを得ないの

かなという感じはしてます。 

○委員長（吉田和子君） はい、安藤主幹。 

○学校教育課主幹（安藤尚志君） 今、課長の方からお話ございましたが、事務職員と

いう部分でございますけども、今回１６年度にお願いしてありますのは、先生方が授業

研究あるいは教材としてインターネットを活用しながら、いろいろな資料を収集してい

くということが現実的には今、職員室に一台しかそれが出来るものがないと。ここに非

常に今、先生方の困難性と言いますか、不便さがあるわけですね。ここの部分をまず解

決していきましょうと。で、斎藤委員言われるように、例えば金銭に関わる部分だとか

いろんな集計はもちろん事務の先生もされておりますが、学級担任もされております。

当然、範囲は違いますけども。ですから、それだけに限ってのパソコンというふうには

考えていないんです。あくまでもインターネットを接続をしないという部分で考えてご

ざいますので、表計算を使うとかエクセルを使うとかということであれば既存のパソコ

ンで、本来的には正しいとは思いませんが対応していただける部分もあるのかなという

ふうに考えております。ただ、いずれにしても職務の専門性を考えた時に本来は一台提

供してあげた方が環境としては望ましいのではないかなというふうに考えますが、現実

的にはまだそこまで至ることが出来ないというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  これは文部省の指導要領に基づく考え方なんだろうと思うんで

すけども、今現在このように進めておりますけれども、文部省はこれから先どのような

形でやっていきなさいというような形で方向性を示されているんでしょうか。その辺、

もし、ありましたら教えていただければと思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、安藤主幹。 

○学校教育課主幹（安藤尚志君） これからの方向性ということでございますが、ハー

ドの方でしょうか、ソフトですか。ソフトの方はですね、特に今後また、状況的には私

は分かりませんけれども、こういった小学校、中学校の中で適切に情報教育というもの

を扱うようにということについては大きな変化はないだろうというふうに考えておりま

す。ただ、実際にこれから何年も進めていく中で学校としてはいろんな多分、光と陰の
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部分に関わっての成果と課題というもの出てくるのかなというふうには思っております

が、文部省の方としては多分そんな大きな方向転換はないだろうと思います。それから

あと、ハード面に関しては実際に今出ているのはですね、ミレニアムプロ ジェクトとい

うものの提言を受けて、教育の情報化というのが進められておりますので、これがまた

新たな政策が掲げられた時に変化してくる可能性はありますけども、ちょっと現段階で

はいずれにしてもですね、ソフト、ハードにしてもどのようになるのかということにつ

いてはなかなか見通しは難しいと。とりあえず今、学校としては現在の学習指導要領に

基づいて、今の掲げられている政策に基づいて進めていくということしかお答えは出来

ないと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。はい、目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 昨日、緑小でうちの温井が説明した資料の中にですね、

最後の方に２枚ほど資料が付いてますけども、この中に整備方針ですね、平成１７年度

までに小学校、中学校、児童生徒一人に一台というハードの関係ですね。それから、各

学校の普通教室に２台とかですね。特別教室、校長室等に各学校ごとに６台とか。これ

が文科省の整備方針として載せてあります。それから、次のページではソフトウェアを

充実するという形で、これも温井の方から説明があったと思うんですが、基本ソフトの、

小学校では４本とかですね。教育用ソフトは１０本とか。白老町の場合は教育用ソフト

は５本にしますというような形で説明があったかと思います。それとネットワークの関

係ですね。ネットワークと併せて校内ＬＡＮの整備という形で、こういったことの方針

に基づいて白老町も整備しているということです。 

○委員長（吉田和子君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  今、それちょっとお伺いしましたのは、今、世界的な情勢の中

でインドが将来的には世界のコンピュータをぜひインドでやっていきたいとか、また韓

国ではそういうようなコンピュータの特別教育をやっていくという中で、文部科学省が

示している内容が何かちょっとどっちにも方向性が見えないような気がしたものですか

ら、ちょっとお伺いさせていただいたんですよね。それで、文部科学省がそういうよう

な方針が特に無いようであれば、白老町としては確固たる、やっぱり今後の計画という

形のなかでどういう方向性を目指していくのかということを教育委員会としてあるんで

しょうか。その辺、もしあしましたら教えていただければと思います。 

○委員長（吉田和子君） 安藤主幹。 

○学校教育課主幹（安藤尚志君） まず、ソフトの方からお答えしたいと思いますけど

も。白老町としての方針ということでございますけれども、公教育という性格を考えた

時に、公教育で一番大事なことは学習指導要領を具体的に教育活動の中で展開していく

ということが求められているわけでありまして、町独自にコンピュータあるいは情報教

育に関わって特別に何かということは私は考えておりません。いわゆる、それぞれの教
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科や内容の中で育てなければならない、それをきちん育てることが大事なんだと。この

ことがやっぱり大事ではないかなと思っております。 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  西田委員さんがお聞きしてますのは、インドだとか韓

国で一所懸命、今、コンピュータを国として挙げてやってますよね。 

○委員（西田祐子君）  その他に各自治体でやはり子供たちにこういうことをやろうと

か何とかというやっぱり独自性とか持っているんですよね。だから白老町にも、ここで

も考えているのかなと。ただただ、文部省の決められたとおりにとりあえずやっていこ

うという考え方なのかしらと。それ以上のものをやっていく気があるのか、どうなんで

すかということをお聞きしたかったんです。 

○学校教育課長（目時廣行君）  コンピュータを使ってどういった特色ある教育・・・

ですか。 

○委員長（吉田和子君） 教育長。 

○教育長（牧野正典君） 多分、こういうことを聞いているのかなと思います。国は国

の整備方針があるけれども、それ以外に、国の整備方針以外に町独自の整備方針を持っ

ているのかという話だと思いますけれども、先ほどらいから出ている教職員用のコンピ

ュータというのは国から明確な基準というのは全く示されてございません。ですから、

整備せいともするなとも何も書いてません。だから、交付税の措置にも入ってません。

だけれども、白老町としては先ほどからお話しているように、やはり先生方にも公用の

パソコンが必要ということで今、新年度から整備計画を立てて、３年間で３人に１台の

公用のパソコンをということで計画をしている。だから、国以外のものと言えば教職員

コンピュータに白老町は入っているということが言えるのかなと。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんか。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）    ここに今、説明を受けた各学校普通教室に２台とか、特別教

室、校長室等に学校ごとに６台とかって書いてありますよね。これはあくまでも国がこ

の部分を補助しますよということでしたよね。で、ソフトだけは自分の町で用意しなさ

いと。 

○学校教育課長（目時廣行君）  国の方針としては各自治体で購入してくださいと。す

べてではないと思うんですが・・・。 

○委員（玉井昭一君）    私が聞きたいのは要するにですね、国の方針はこうですよと。

だから、その費用は全部国で持ちますよと。ですからその方針どおりやりなさいと、こ

れは当然ですよね。で、町で負担しなきゃならないのはソフトだけと、あるいはこれよ

りもっと必要な物があれば町が負担して出さなきゃならないと。例えば先ほど中学校で

も出てた、故障したと、特別な事態が起きて、この指導されているところに言えばそれ

も負担してくれるのかなと。その辺の費用の問題ですね。だから、要するにここに書い
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てあるとおりのことはわかるんだけど、ソフトの面と、今、故障が起きたとかあるいは

５年と言ってても３年ぐらいで駄目になる機械もあるわけですよね、今の状況では。だ

から、そうなった時に補助してくれる金というのは、あくまでも国が見てくれるのか、

その辺の見解をお伺いしたい。 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  まず、補助と言っても交付税で交付されますから、そ

の自治体の児童生徒数の数で割り当てになると思います。で、これはちょっと調べてな

いので私の考え方でお話をさせていただきたいんですが、交付税はおそらく満度には入

っていないと思います。おそらく半分も入っていればというふうに私は考えます。１０

０％は入っていないと。国はそれだけ今、財政は潤沢ではございませんので、おそらく

国が半分負担して、地方が半分ぐらい負担しなさいということ。これはきちんと、なか

なか交付税の内訳をコンピュータの部分で何ぼ入っているというのは、これを計算する

のは非常に難解な部分がありますので想定してお話してますが、おそらく大体それぐら

いではないかとい うふうに私は考えております。それで、メンテの部分ですね。このメ

ンテについてはおそらく国は一切負担はしないだろうというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）    約半分だろうと。僕はさっき中学校で、コンピュータについ

て中学校で聞いた時は国が持ってくれるんですと言ってたから１００％持ってくれるの

かと僕は思ってたんですよ。で、おそらく半分だろうという答えが返ってくるなんて思

っていないものだから、およそ８割か９割は持ってくれるんだなと考えてたものだから。

何も質問の用意がないんだけど。それだったら法外だから、これはまた大変だなと思う

んです。要するに予算確保がね。だから、そんな簡単に言えないと思うんだけども。お

およそ、それぐらいですか。 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  おそらく１００％潤沢にそういった交付税は入ってな

いと思います。まして、今、交付税は年々少なくなってますから、削減の方向で行って

ますから、おそらくそういう８０％とかそういう数字ではないと思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）    今、コンピュータと言うか、学校に据え付けてる４２台だと

かって今言っているけど、１台平均いくらしているんですか。わからないですか。およ

そでいいです。例えば４０万とか、３０万とかってあるでしょ。 

○委員長（吉田和子君） 安藤主幹。 

○学校教育課主幹（安藤尚志君） 今言われているのは、いわゆるディスプレ イとキー

ボート、下のハードディスク。これは正確な数字ではございませんけども、１０万円前

後だと思います。かなり安く入っております。結局、全部、今、別々の会社で入れてい
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るんですね。普通はＮＥＣですとかシャ ープですとか、そういうメーカーで入りますが

今回の場合いろんな入札してますので、業者も工夫してかなり安く入ってきております。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  情報教育と現状の問題点のところでですね、学校には休み時間

放課後等を含めて児童生徒に開放するよう求めていると言ってますけども、ここに書い

てますけども、今日は白老小学校の方では何とかそれをされているみたいなんですけど、

他の学校の現状はいかがなのかしらと思いまして、出来る可能性はあるんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） はい、安藤主幹。 

○学校教育課主幹（安藤尚志君） 小学校においてはかなりの部分で休み時間、放課後

も含めて活用が図られてきております。ただ、中学生の場合はですね、生徒指導上の問

題もございましてすぐに休み時間、あるいは放課後もすべて開放というのがなかなか難

しい状況にございます。ですから、今、学校の方にお願いしているのは、先生方が順番

に出来るだけコンピュータ室等に付いてもらって、その中で開放出来るような形を特に

中学校の方にはお願いしてございます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他にございませんか。はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  各普通学級に２台ずつ将来的においていきたいというのがあり

ますね。これは１、２年生も含めても学級ですか。それから、私は古くなったやつをさ

らに置く場所があればの話だけど、こういう所に自由に使わせるものとして使えればす

ごくいいなとも思うんですが、そういうような予定になっているのか。置く場所の関係

でどうなるのかなとわからないんですけども、その辺りお伺いします。 

○委員長（吉田和子君） はい、安藤主幹。 

○学校教育課主幹（安藤尚志君） 普通教室の２台というのはすべての学 年というふう

に考えております。それからまた、今、斎藤委員言われたようにですね、本当に授業と

しては活用出来ないんだけども、操作を覚えたりあるいは簡単なゲームですね、そうい

う部分で使えるというものについては、先ほどのお話にございましたように有効活用と

言いますか、利用の方は図っていきたいなというふうには考えております。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  私が最後にいた小さな学校で１、２年生も全部自由に使えるや

つをバーッと置いておいたんですよね。もう壊しても何してもいいから自由に使えとい

うふうにして、子供たち喜んで朝、学校へ来たらすぐにそれに飛びつくというようなそ

ういう状況があって、そこの中で算数のソフト、国語のソフトとかってゲーム用のソフ

トがいくつもあって、漢字の組み合わせ、偏と旁の組み合わせでどんな字が出来るかと

いうようなゲームだとかね、さまざまなゲームがあって。先生、競争やるかってこうか

かってくるんですよ。全然、こっちはかなわないくらい子供たちはぱっぱか、ぱっぱか

出来るんですね。子供ってすごいもんだなと思って見てたんですけどね。本当に指導す
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る以前の問題として、子供たちに本当に慣れるためにはやっぱり与えておかなければな

らない部分というのはあるのかなという感じもするんですよね。ですから、カリキュラ

ムにあるとかないとかというような堅い問題じゃなくて、１、２年生にもそういうふう

に触れさせていけるような機会があれば、そういうふうにしてあげたら。こういう世の

中ですからどんどん進めていっていいんじゃないのかなという感じもして見てたんです

よね。ということです。 

○委員長（吉田和子君） 今のは要望ですか。じゃあ、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  私の要望の一つなんですけれども、これから コンピュータ使っ

ていく中で各学校に白黒とカラーのプリンターありましてね。それと用紙とありました

けれども。だいたい白黒ですと１万２千枚印刷出来ると聞いておりましたけども。白老

小学校で午前中にお伺いしました時に立派なもの作りましたけど、カラープリンターな

のでお金がかかるからなかなか出来ないということを聞きましてね、やはりもうちょっ

とその辺のソフトと言うんですか、ハードの方じゃなくて使える備品の金額ですね、も

うちょっと考えていかなきゃいけないのかなと思いまして、その辺はもっと各学校で余

裕持てるようにしてあげられたらいいなと思ったんですけどもいかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 牧野教育長。 

○教育長（牧野正典君） 本当にそういう具合に出来ればいいなと思ってます。なるべ

くそうなるように教育委員会としては努力をしていきたいと、このように思ってますの

でご理解していただきたいと。それともう一つ、先ほど課長の方から交付税の関係で半

分ぐらいというお話ありましたけれども、国の方では交付税は措置してますから整備を

してくださいという物の言い方をしているんですよ。ですから、受ける側としてはそう

いうあれもあるのかも分からないけれど も、国は交付税措置しているからきちんと整備

してくださいよ、それで交付税はこうこう、こうですよという数字は出ているんです。

ただ、本当にその部分が入ってきているかどうかというのは私も分析したこともありま

せんし、その部分のことは分からないんだけれども、そういうことで今まで整備してく

ださいよという形で来ていることは確かなので、その半分とか何とかというところはち

ょっと精査させてもらいたいなと、このように思ってますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんか。私の方から１点よろしいでしょうか。

２点、やっぱりどうしても私の中で解せないと言うか、どうしてなのかなということが

２点あるんですが。１点は、先ほど教育委員会の方から各家庭のパソコンの所有状況、

それで中学校もやはり家庭にあるかないかで格差が出てきているのは実感するというお

話があって。これは体育と同じで得意不得意があってって言われた時に、私はそうなん

だろうかなとちょっと納得出来ないところがあったんですね。勉強というのは自己努力

で私は何とかなるというふうに思ってます。ただ、これは機械相手ですので、機械が無
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ければ、私もそうなんですけど何回やっても分からない、そして失敗して覚えて自分の

ものになっていっているというところがありますので、あくまでも機械が無いとなかな

か出来ないという点があるんですね。だからって言って、各家庭に揃えてくださいと言

っても、やっぱりさっき言いましたように１０数万円するものですから、なかなかそれ

は、これより１０％上がってせいぜいなのかなというふうに思います。これがコンピュ

ータ教育がどんどん進んでいくと、各家庭でも必要性を感じて装置するのかなというふ

うには思いますけれども、いや、そこまで行ってもなかなか出来ないところもあると思

うんですね。そういう格差を何とか、今日のちょっとお話の中では、それは生徒の努力

とか生徒の資質ではないというふうに私はちょっと思っているので、その辺の格差がつ

いてきているものをどう教育委員会として解消していくために努力をするのかなという

ことが１点と。 

  それからもう一つ。先ほど３人の先生方、１日目は役場の職員でした、今日は学校の

先生方が指導している姿を見させていただきまして、その格差を無くするために１５年

度もいろいろな講師を招いてやったとか。昨日の午前中、私の操作も悪かったんですけ

ど専門にやっている方でもなかなかそれを見つけだせないと。その方のコンピュータは

結局、今日も中学校でそうでしたけど、動かないままで何もしないでいたという形があ

ると思うんですね。あれだけの生徒を教えてそういう中で、ああいうのは何て言うんだ

ろうね、分からないんですけど出てこないとかそういうことがあった時の対応というこ

とに対しての専門家の講師、もちろん１５年は講師を招いてやっているんですけれども、

そういう協議会を設置しただけでその格差が本当に無くなっているのかどうなのかとい

うことすごく気になっているんですね。やっぱり先生の格差というのはあるんじゃない

だろうかと。ルール化だとかネチケットだとかを作ったと言っても、そういうものは一

貫したものが出来ると思う。で、各学校の方向性も出せるんだと思うんです。ただ、対

機械に対応した時に私はやっぱり専門家を招いて学校もそういったことをやって子供た

ちにそういう知識も吸収してもらうという、そういう場づくりって今後必要ないんだろ

うかという、そんなような思いもちょっとして今回見させていただいたんですけども、

その点はどうでしょうか。はい、安藤主幹。 

○学校教育課主幹（安藤尚志君） １つ目は生徒の格差。それから２つ目は教 師の格差

ということだったと思いますが、私はどちらも格差はあるだろうというふうに思います。

まず、１つ目の生徒の格差という問題でございますけども、これは学習活動ですとか得

意とか不得意ということではなくて、最低限学校として子供たちに指導して身に付けさ

せなければならないそういう内容だというふうに考えてます。ですから、そのために学

校としてどういう計画を立てて、どういう授業形態を取っていくのかということが、き

っとこれからの課題だろうと。その時に今日、話題に出ておりましたら１人の教師より

も２人で見た方がいい。あるいはもっとたくさんの目で見た方がいいというようなこと
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も一つの工夫としては出てくるんだろうと思います。で、具体的な、現実的なところか

ら申し上げますと、例えば保護者の方にもかなり得意な方がいらっしゃいます、そうい

った部分ではいろんな部分で関わっていただくというようなことも一つの具体的な方策

ではないのかなというふうに考えております。いずれにしても生徒の格差をどんなふう

に学校として埋めながら、きちんと指導を徹底していくかということは情報教育ばかり

じゃなくてすべての教育活動で大事でございますので、学校ともこれから十分協議しな

がら進めていきたいというふうに考えてます。 

２つ目の教師の格差でございますが、こちらの方もあるという現実に立って推進協議

会というのを設置いたしました。これは得意、不得意、あるいは好き嫌いいろんなもの

がございます。ただ、先生として子供たちに指導していく時に最低としての、最低とい

う言い方は不適切かもしれませんが、必要な知識、理解、技能、そういったものが必要

だということで、それらを広く先生方に理解していただく場、あるいは研修を通して格

差を埋めていきたいというふうに考えております。現実的にこの２年間の活動の中です

べて埋まったかと言われればなかなか難しい面はございますけども、かなり今、若い先

生方がそういった部分では順応に、柔軟に対応してきてますのでもうしばらく時間はか

かるかもしれませんが、どの教師も一様の指導が出来るという体制は少しずつ近づきつ

つあるのかなというふうには考えております。 

○委員長（吉田和子君） 先ほどお話伺っていて格差の問題なんですが、小学校で親子

パソコン教室やりましたよね。自治体も確かパソコン教室やった時に親子のということ

で取り組んだと思うんですが、私はこれをどんどん機会があれば進めていくことによっ

て、各家庭の意識の中で、私たちの年代のというのは苦手意識というのがあって必要性

というのをあまり感じていない家庭もあるんじゃないかと思うんです。家庭の普及とい

うことを考えていった場合には、親子で取り組む、そして親にもそういうことに触れて

もらうという機会を作っていくということが各家庭の普及に繋がるんではないかなとい

うふうにちょっと考えているんですよね。ですからそういう面では、自治体でやってい

るパソコン教室だと時間も決められている、でも親子だと子供がお母さん出てと言った

ら出やすいんじゃないかと、そういう可能性もありますのでね。この間やったというこ

となんですが、これを定期的にやっていく考えがあるのかどうかということと、もし無

ければ今後進めていっていただきたいと思うんですが。その辺伺いたいと思います。は

い、目時課長。 

○学校教育課長（目時廣行君）  １月ですね、冬休みの間に緑小、萩小、白小３カ所や

って、アンケートを取りましたら大変親子でやれて楽しかったとかですね、大変良かっ

たとか、その中にはまたこういう機会を作っていただきたいと、そういうアンケートの

結果が出ております。出来ればですね、また夏休みにそういったパソコン教室を催 した

いというふうに考えております。教育委員会だけで出来ない部分、人数の関係もありま
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すので、行革推進室あるいは社会教育課の協力を得て。昨日、うちの温井が言ってまし

たけども、大人の方のパソコン教室、こちらの方も拡大して進めていきたいというふう

に考えております。 

○委員長（吉田和子君） わかりました。ありがとうございます。じゃあ、他にござい

ませんでしょうか。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君） じゃあ、よろしいですか。担当課との協議はこれで 終わりた

いと思います。後ほどまとめを少しやりたいと思いますので、暫時、休憩をいたします。

今日はどうもありがとうございました。 

                       休  憩                 午後  ３時５１分 

 

                       再  開                 午後  ４時０６分 

○委員長（吉田和子君） まとめに入りたいと思います。昨日、今日と学校現場の視察

と、それから先ほど担当課との意見交換の中でのまとめの中でぜひこういう点は必要で

ないかと、こういう点が問題でないだろうか、こういうことが課題ではないだろうかと

いうことがありましたら言っていただきたいと思います。吉田副委員長が今日いないと

いうことで、私の意見ということで一部置いていってますのでちょっとお話したいと思

います。 

町内小中学校における情報教育に関する環境整備は文部科学省に基づき１６年度中に

コンピュータの配置が完了するなどの状況は確認した。これら情報教育の進展に伴い、

児童生徒の情操が機械的に反応し、考える力、コミュニケーション、人間関係、管理等

の本来の人間性を失いはしないかという懸念を覚えるものであります。情報教育の進行

に伴い、これら情操教育への配慮を重視して片寄りのない健全な児童生徒の育成にご努

力いただきたいということがまとまっています。休憩して雑談的に行ないたいと思いま

す。 

                         休憩               午後   ４時０７分  

 

                         再開               午後   ４時２９分  

○委員長（吉田和子君） まとめの部分はある程度副委員長とまた相談しまして、出来

上がりましたら、今回３月の定例会に報 告するようになると思いますので、その前に。

それと皆さんで気がついた点、こういう課題をちょっと帰ってから思い出したというこ

とがあれば、メモにして出していただければ大変やりやすくなると思いますのでよろし

くお願いしたいと思います。あと、皆さんの方から何かありますでしょうか。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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            ◎閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君） じゃあ、以上で昨日、今日と行なわれました総務文教常任委

員会の所管事務調査を終わりたいと思い ます。大変ご苦労様でした。ありがとうござい

ました。 

 

                                                    （閉会  午後   ４時３０分） 

 


