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I．基本情報 

１．評価実施における担当部署 

 

２．本システムの概要 

①システムの名称 クラウドサービスを利用した双方向型学習システム 

②システムを実施するに 

至った背景 

及び 

実施の必要性 

 

新学習指導要領（小学校は令和２年度、中学校は令和３年度より完全実

施）において、情報活用能力が、言語能力、問題発見・解決能力等と同様

に「学習の基盤となる資質・能力」として位置付けられた。同時に「各学

校おいて、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活用す

るために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図

る」ことが明記され、小学校のプログラミング教育が必修化されるなど、

積極的に ICT 機器を活用することが求められている。 

こうした中、文部科学省は、令和元年 12 月閣議決定のもと「多様な子供た

ち一人一人に個別最適化された、資質・能力が一層確実に育成できる教育

環境の実現」を目指して、高速大容量通信ネットワークの整備、１人１台

端末の導入、クラウドコンピューティングの利活用の３つを柱とする、

GIGA スクール整備事業を開始した。このうち、クラウドコンピューティ

ングについては、Office365 Education 等のクラウド型授業支援ツールを用

いて、電子化した教材や学習成果物をクラウド上に保存・活用すること

で、ICT 機器を用いた協働的な学習、児童生徒の学習状況の把握と評価の

円滑化を図るとともに、新型コロナ感染拡大の状況下においても、オンラ

イン学習という、継続可能な学びのプラットフォームを整備しようとする

ものである。 

本市もまた例外ではなく、本システムを実施することで、徳島市における

GIGA スクール整備事業を進め、新学習指導要領が示す情報活用能力の育

成、主体的・対話的で深い学びの実現、オンライン学習による継続的な学

びの場の提供を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①部署 徳島市教育研究所 

②所属長 徳島市教育研究所長 



2 

 

 

 

３．本システムの内容 

 

 

 

 

 

①システムの名称 クラウドサービスを利用した双方向型学習システム 

②クラウドサービスの名称

とクラウド事業者 

Office365 Education、Azure AD、（Microsoft 社) 
G-suite for Education、管理コンソール（Google 社） 
MetaMoJi ClassRoom（株式会社 MetaMoJi） 

③システムの運用事業者 

（管理・運用業者） 

アジア合同会社、株式会社 TIDE 

④システムの機能 管理者権限で可能な機能（アジア合同会社、徳島市教育委員会） 

〇児童生徒用 ID、教員用 ID の作成・管理 

〇MDM（端末管理ツール）による端末制御 

ユーザー権限で可能な機能（児童生徒、教員） 

〇クラウド型授業ツールの利用 

〇児童生徒用 ID、教員用 ID の利用 

〇児童生徒の学習成果物、画像・動画による記録、教員のワークシート、

アンケート等の授業で作成されたデータの蓄積、利用 

〇個別学習ソフトの利用 

〇学習履歴の閲覧 

〇オンライン学習ツールの利用 

⑤他のシステムとの接続 なし 

⑥システムの運用に関する

従事者数 

アジア合同会社の特定の正社員２人、株式会社 TIDE の特定の正社員２人 
徳島市教育研究所職員である所長、指導主事１人、情報担当者２人、 

⑦システムの利用人数 徳島市小中学校児童生徒 17080 人、教員 1200 人(令和２年度 11 月時点)、 

⑧システムを利用すること 

による効果 

１人１台タブレット端末の利用と合わせて、教員が作成したワークシート

を配信、児童生徒が学習成果物をデータとして提出、教員や児童生徒がそ

れらを共有することで、ICT 機器を用いた協働的な学習が可能となり、双

方向型の学習が実現できる。 

また、個別学習ツールの活用により、児童生徒自身による学習状況の把握

が容易になるとともに、教員による児童生徒への習熟度の把握や評価が円

滑かつ適切に行われ、業務負荷が軽減される。また、緊急時においても、

オンライン学習における切れ目のない学習環境、教育機会を提供すること

ができる。 
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４．本システムのネットワーク構成 

  

 

５．本システムと徳島市個人情報保護条例との関係性 

  

上記ネットワーク構成の中で、徳島市個人情報保護条例１２条に規定される「電子計算機の結合」に該

当し、個人情報保護についてのリスクの評価を必要とすべき結合は、以下の３つと考える。 

１．Office365 Education 等のクラウドサービスの利用（児童生徒・教員のデータ保管）  

２．運用事業者による管理・運用  

３．１人１台タブレット端末を用いた利用（家庭での使用を含む） 
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Ⅱ．結合の概要及びリスク対策 

１．Office365 Education 等のクラウドサービスの利用に関して 
 

本システムで利用するクラウドサービス 

 

 

 

 

 

 

 

①クラウドサービスの名称 Office365 Education、Azure AD（Microsoft 社) 

②学習に有効な機能 クラウド上で、Word、Excel、PowerPoint、Outlook 等の各種ソフト、オ 

ンラインストレージとして OneDrive を利用することができる。共有フォ

ルダからそれぞれの教材や学習成果物を共有できるとともに、Share 
Point 等を用いて１つのドキュメントに対して複数が同時にデータを書き

込むことができる。Microsoft Teams を使用することで、オンライン学習

が可能となり、グループ内でビデオ通話やチャットをしながら、教材を配

信したり、学習成果物を提出したりすることができる。また、Stream に

より閉域的に動画投稿、再生することも可能である。 

①クラウドサービスの名称 G-suite for Education、管理コンソール（Google 社） 

②学習に有効な機能 クラウド上で、ドキュメント、スプレッドシート、スライド、Gmail 等の 

各種ソフト、オンラインストレージとして Google ドライブを利用するこ 

とができる。また、Google Classroom では、クラスと呼ばれるグループを 

編成し、それらを対象に教員が教材を配信したり、児童生徒が学習成果物 

を提出したりすることができる。Meet を組み合わせることで、双方向性 

のオンライン学習が可能となるとともに、フォームを用いることで、アン 

ケートや自動採点も可能となる。 

①クラウドサービスの名称 MetaMoJi ClassRoom（株式会社 MetaMoJi） 
②学習に有効な機能 ノートというスライドに任意の PDF や画像を読み込んで編集することで、

デジタルワークシートを作成することができる。作成したワークシートを配

布したり、意見を書かせて提出させたり、児童生徒の意見をそれぞれのタブ

レット画面に投影し共有したりすることができる。多様な手書きツールとレ

イヤーを用いて、一斉学習、個別学習、協働学習も可能となる。 
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本システムで利用するクラウドサービスのリスク評価 

①クラウドサービスを利

用することの必要性 

平成 30 年６月、政府は「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利

用に係る基本方針」を示し、クラウド・バイ・デフォルトを原則として、府

省庁の情報システムの運用について、今後はクラウドサービスの利用を第一

とすることを明示した。 

また、文部科学省は、平成 29 年 10 月に「教育情報セキュリティポリシーに

関するガイドライン（令和元年 12 月版）」（以下：ガイドライン）を策定

し、児童生徒の学習の多様化、教員の働き方改革等の、教育現場の課題を改

善・実現するための手段として、クラウドを有効な解決策と位置づけ、今

後、力点を置くべきものとして明記している。 

また、令和元年から開始した GIGA スクール整備事業においては、国が示す

１人 1 台端末の標準仕様の中に、推奨するクラウドサービスが例示されてい

る。 

②クラウドサービスに保

持する個人情報 

本システムのクラウドサービスで扱う情報は、児童生徒の学習成果物、画

像・動画による学習記録、教員が作成したワークシート、アンケート、個別

学習ソフトによる学習履歴、それらをクラウドサービス上で利用するために

必要な児童生徒用 ID（クラウド事業者サーバー内に保存される情報は、学校

番号、入学年度、出席番号、氏名等の属性）、教員用 ID（クラウド事業者サ

ーバー内に保存される情報は、学校番号、機械的に割り振った職員番号、氏

名等の属性）である。 

ガイドラインにおいては、これらは、学習系情報（1.1.対象範囲及び用語説

明 内 P20 を参照）に区分されるとともに、情報資産の分類としては重要性

分類Ⅲ(1.3.情報資産の分類と管理方法 内 P35 を参照)にあたる。 

上記情報の保存期間は、児童生徒については、その者の在学期間中及び卒業

後１年間、教員については、その者の在職期間中に限定するものとし、同時

に保存される最大の個人情報数は約 20622 人分(令和２年度 11 月時点)を想

定している。 

なお、市内小中学校において、クラウドサービスの利用は本システムをもっ

て初めて実施されるものであり、過去、在籍記録のある児童生徒、教員に関

する情報を本クラウドサービス上に保存することはない。 

また、本システムが利用するクラウドサービスと教職員が職員室で扱う校務

用情報（成績、健康状態等、ガイドラインでは重要性分類Ⅱに相当）とは結

合しない。さらに、これらはネットワーク上分離され、互いにアクセスがで

きない仕様である。 
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③クラウドサービスを利

用することの安全性 

Office365 Education は Microsoft 社データセンター内に、G-suite for 
Education は Google 社データセンター内に、MetaMoJi ClassRoom は

MetaMoJi 社が提携する Amazon Web Service データセンター内にサービス

が構築されている。 

Microsoft 社、Google 社、Amazon 社は、いずれも世界３大クラウドサービ

スのメガベンダーの一角であり、データの取り扱いと契約責任については

ISO/IEC27018 に準拠、情報セキュリティ管理体制及びデータセンターにお

けるセキュリティ体制については、それぞれ ISO/IEC27017、
ISO/IEC27001 の認証を取得している。このことから、情報資産の取り扱い

については、国際基準最上位に準拠したセキュリティが確保されている。ま

た、いずれも CustomerAgreement の準拠が日本法、管轄裁判所が東京地方

裁判所となっているため、有事の際は、国内法に準拠して対応することがで

きる。 
なお、ガイドラインには「クラウドサービスの安全性の確認については、情

報セキュリティの実態をクラウドの利用者が個別に詳細に調査することは困

難であることから、第三者による認証やクラウドサービス事業者が提供する

監査報告書を利用することが重要であり、クラウドサービスの選定に際して

は、求める内容に応じた認証規格等を参考にする仕組みとすることが望まし

い。」(本文第５章 内 P18 参照)と示されており、<認証制度の例>（1.9.1.学

校現場におけるクラウドサービスの利用について 内 P118 参照）と合わせ

て、 ISO/IEC27017 等の認証制度の有効性が例示されている。 



7 

 

２．運用事業者による管理・運用に関して 

 

本システムを運用事業者により管理・運用することについてのリスク対策 

 

①運用事業者の個人情報

保護に関する認定資格 

本システムを管理・運用するアジア合同会社、株式会社 TIDE（以下：運用

事業者）は、特定非営利活動法人 日本個人・医療情報管理協会

（JAPHIC）が監査・認証する第三者認定制度のもと、JAPHIC マークの認

定を受けている。運用事業者は上記認定と「個人情報の保護に関する法律」

（平成 15 年５月 30 日法律第 57 号）に準拠して、個人情報について適切な

保護措置を講ずる体制を構築し、本システムの運用にあたる。 

②個人情報保護に関する

契約 

本システムの管理・運用にあたっては、本市と運用事業者間で、徳島市

GIGA スクール学習環境整備事業（１人１台タブレット端末）における物品

売買契約書別記１「個人情報取扱特記事項」に準じて、個人情報に関する契

約が交わされており、運用事業者が上記を違反した場合、本市が直ちに契約

を解除できること等に合意する。 

③運用事業者が扱う個人

情報 

本システムを管理・運用するにあたって、運用事業者が取扱う個人情報を、

児童生徒用 ID、教員用 ID の作成と管理の際に必要となる内容のみに限り、

児童生徒用 ID については、学校番号、入学年度、出席番号、氏名、初期パ

スワードの、教員用 ID については、学校番号、機械的に割り振った職員番

号、氏名、初期パスワードの、重要性Ⅲ（1.3．情報資産の分類と管理方法 

内 P35 を参照）に相当する情報に限定する。ただし、運用事業者は、初期パ

スワード情報を用いて、児童生徒用・教員の学習系情報にアクセスすること

ができる。 

④端末の管理方法 本システムを管理・運用するにあたって、運用事業者は、児童生徒用 ID と

教員用 ID の作成と管理を行うため、運用事業者事務所内の端末（対象端

末）を用いて、管理者として Microsoft Azure AD へログインする。その際

の対象端末は身分証明書に基づく ID カードによる開錠、入室が可能な部屋

で保管し、入退室履歴は全て帳簿で管理する。 

⑤端末、管理者権限の 

セキュリティ 

対象端末にアンチウィルスソフトをインストールし、常に定義体を更新し最

新の状態で使用できるようにする。 

対象端末自体へのログインはパスワードと生体認証による多要素認証によっ

文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和元年 12 月版）」には 「外

部委託やクラウドサービスの利用に当たっては、事業者における個人情報の適切な管理が行われている

ことが必須であることから、個人情報の収集・利用範囲や管理期間、データの統制と所有の在り方等に

ついて、事業者に確認を行う必要がある。」（1.10 事業者に対して確認すべきプライバシー保護に関する

事項 P142、P143 参照）と示されている。本システムに係る事業の性質上、本システムでは上記「事業

者」を運用事業者とし、リスク対策及び同項目内【確認事項例】(１)～（12）を満たすよう、運用事業

者は、以下のことを遵守するものとする。 
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て、Microsoft Azure AD 管理者へのログインはパスワードとスマートフォ

ンによる２段階認証によって行う。 

本システムについての Microsoft Azure AD グローバル管理者権限が許可さ

れる人物は特定の正社員に限定する。 

⑥校務用データに与える

影響 

対象端末と、教職員が職員室で扱う校務系情報（成績、健康状態等、ガイド

ラインでは重要性分類Ⅱに相当）とは結合しない。また、これらはネットワ

ーク上分離され、互いにアクセスができない仕様とする。 

⑦通信方法 対象端末から運用事業者事務所内ルーターへの接続は有線で行う。

Microsoft Azure AD への通信は、SSL が使用される。 

⑧端末の限定 対象端末の使用が許可される人物は特定の正社員に限定する。 

Microsoft Azure AD の管理画面へのアクセスは、IP アドレス制御により、

対象端末からのみアクセス可能とする。 
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３．１人１台タブレット端末を用いた利用（家庭での使用を含む）に関して 

 

児童生徒・教員が１人１台タブレット端末を用いて利用することのリスク対策 

 

①導入する MDM 
（端末管理ツール） 

 

１人１台配布されるタブレット端末（以下：タブレット端末）は、GIGA 
スクール整備事業において Microsoft 社が推奨する MDM（端末管理ツー 

ル）である Intune for education を用いて制御する。 

②端末設定変更・仕様の

改変に対する制御 

Intune for education を用いることで、徳島市 GIGA スクール学習環境整

備事業（１人１台タブレット端末）仕様書、第 4 項（１）項目「利用制限

事項」に記す(1)管理者以外の利用者による端末の設定変更及び初期化、

(2)管理者以外の利用者によるアプリケーションのインストール及び削除

等についての制限を行い、児童生徒・教員による端末設定・仕様の改変に

起因する、情報漏洩を防ぐ。 

③端末のセキュリティ タブレット端末には、アンチウィルスソフト及びインターネットフィルタ 

リングツールがインストールされており、コンピュータウィルスによる不 

正侵入、有害な Web サイトの閲覧、SNS 投稿サイトの利用による情報漏 

洩のリスクを軽減する。 

④校内アクセスポイント

への無断アクセスの禁

止 

タブレット端末を用いて校内でインターネットを利用するためには、校内

アクセスポイントとの間で、デジタル証明書を用いた RADIUS 認証が必

要であり、今回配布されるタブレット端末にのみデジタル証明書をインス

トールすることで、他者による校内アクセスポイントの無断利用、また、

それに伴うインターネット接続を禁止する。 

⑤校務系情報に与える影  

 響 

タブレット端末と、教職員が職員室で扱う校務系情報（成績、健康状態

等、ガイドラインでは重要性分類Ⅱに相当）とは、ネットワーク上分離さ

れ、互いにアクセスができない仕様とする。 

⑥使用条件 

（学校外使用時） 

自宅等の学校外での使用は、児童生徒用・教員用タブレットともに学校長

の許可のもと可能とする。 

⑦端末のセキュリティ 

（学校外使用時） 

タブレット端末にインストールされているアンチウィルスソフト及びイン 

ターネットフィルタリングツールは、クラウド対応のものとし、使用する 

ルーター、アクセスポイント等のネットワーク機器に依存する仕様とせ 

ず、自宅等の学校外で使用する場合も一定の安全性を確保する。 

⑧アクセスポイント・ 

ルーター情報の保持 

タブレット端末には、ネットワーク機器情報（SSID、暗号化キー等）を削

除するツールをインストールし、使用場所に応じこのツールを実行するこ

文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和元年 12 月版）」には 「ク

ラウドサービスにアクセスする利用者側端末は、クラウドサービスを提供する情報システム同様、マル

ウェア対策及び重要な情報保管における保護措置が求められる。」（1.9.2 クラウドサービスの利用にお

ける情報セキュリティ対策 内 P128 参照）と示されている。本システムでは、児童生徒・教員が１人１

台タブレット端末を利用するにあたり、以下の設定を施すこと等により、リスク対策を行う。 
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（学校外使用時） 

 

とで、校内アクセスポイントと学校外で使用するルーターの情報を保持す

ることによる情報漏洩を防ぐ。 

⑨紛失時の対応 

（学校外使用時） 

自宅等の学校外の持ち出しによる端末紛失時は、Intune for education の 

リモート操作により、端末内のデータ消去を行うことで、情報漏洩を防 

ぐ。 

⑩他端末からのクラウド

サービスの利用の制限 

パスワードについては、徳島市教育委員会から児童生徒、教員へ PIN コー 

ド（端末に保持される固有のパスワードであり、PIN コードが知られて 

も、他の端末からはクラウドサービスにログインできない)情報のみを伝 

える。クラウドサービスへのパスワード情報を与えないことで、児童生 

徒・教員が別端末を用いて本システムで使用するクラウドサービスにア 

クセスすることを不可にする。 

⑪使用方法、情報セキュ

リティに関する研修 

運用事業者主催による、全教員を対象にした年１回の研修会を実施するほ 

か、必要に応じて徳島市教育委員会による各校情報主任を対象にした担当 

者会を開催することにより使用方法、情報セキュリティについての研修を 

行う。 

 

なお、本評価書が「電子計算機の結合に関する基準」に準拠することを、別紙①「対照表」に示す。 
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別紙①「対照表」 

 

 

電子計算機の結合に関する基準 本評価書 

節 項 内容 章 節 小節 項 

２ 

(1) 
当該結合に関連する個人情報ファイルを

取り扱う事務に従事する者の数 
I ３  

⑥ 

⑦ 

(2) 
当該結合に関連する個人情報ファイルに

記録されることとなる個人情報の量 
Ⅱ １ 

本システムで利用するクラウ

ドサービスのリスク評価 
② 

(3) 
実施機関における過去の個人情報ファイ

ルの取扱いの状況 

(4) 
当該結合に関連する個人情報ファイルを

取り扱う事務の概要 

Ⅱ １ 
本システムで利用するクラウ

ドサービス 
全般 

Ⅱ ２ 

本システムを運用事業者によ

り管理・運用することについ

てのリスク対策 

③ 

(5) 

当該結合に関連する個人情報ファイルを

取り扱うために使用する電子情報処理組

織の仕組み及び電子計算機処理等（電子

計算機処理（電子計算機を使用して行わ

れる情報の入力、蓄積、編集、加工、修

正、更新、検索、消去、出力又はこれら

に類する処理をいう。）の方式 

章 I・Ⅱ全般 

(6) 

当該結合に関連する個人情報ファイルに

記録された個人情報を保護するための措

置 

Ⅱ １ 
本システムで利用するクラウ

ドサービスのリスク評価 

② 

③ 

Ⅱ ２ 

本システムを運用事業者によ

り管理・運用することについ

てのリスク対策 

全般 

Ⅱ ３ 

児童生徒・教員が１人１台タ

ブレット端末を用いて利用す

ることのリスク対策 

全般 


